
発行日： 　８  月   ５ 日予定
次回発行日： 　８  月 １６ 日予定

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分 フォークリフト運転技能者
(2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0056
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～15時45分 保育士
(2)8時30分～17時15分
(3)10時15分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-3773
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-20-5828
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町 厚生

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-1184
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-0327
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-4411
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-4869
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)7時00分～16時00分 介護福祉士
(2)7時45分～16時45分
(3)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-33-1200
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-56-0111
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時00分～16時30分 大型自動車免許
フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-4133
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-2121
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時20分～17時00分 ２級管工事施工管理技士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-5656
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)7時00分～16時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-3120
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時30分 看護師
(2)8時30分～12時30分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-7030
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時30分 看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5029
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)10時30分～19時30分
(3)17時00分～9時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5009
正社員 就業場所 愛媛県西予市

1人 愛媛県西予市宇和町上松葉１６５－１

38030- 2151211 他

就職支援セミナーのご案内

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【内　容】職業選択や求職活動に必要な基本知識やスキルを学ぶセミナーです。
　　　　　①基本セミナー　②履歴書・職務経歴書セミナー　③面接セミナー
　お電話でのご予約も可能です。お気軽にハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

愛媛県西予市宇和町河内１６７番地１

38030- 2135811 他

介護職員（正社員）
月給 株式会社　たかちほ 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

146,000円～
148,000円

38030- 2132911 日祝他

看護師
月給 有限会社　和家　グループホーム蘭 雇用・労災・

健康・厚生
不問

210,000円～
210,000円1人

土日他

看護師
月給 医療法人　開明眼科 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

180,000円～
320,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目２５２

日祝他

鮮魚加工スタッフ、
設備（正社員）

月給 株式会社　宇和島海道 雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下
170,000円～
250,000円1人 愛媛県西予市明浜町渡江２６－６

38030- 2126711

管工事施工作業員
月給 株式会社　池田喜伴商店 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

165,000円～
254,500円2人 愛媛県八幡浜市北浜１－３－５

38030- 2124911

140,000円～
160,000円1人 愛媛県八幡浜市昭和通１２８０

38030- 2123611 日他

1人 愛媛県八幡浜市沖新田１５８１－２２　港湾ビル２Ｆ

38030- 2118711 日他

出荷事務員
月給 八幡浜紙業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

愛媛県西宇和郡伊方町串１９番地

38030- 2117111 他

長距離運転手
日給 丸回企業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

137,400円～
137,400円

38030- 2115611 他

水産物選別作業員
時給 三崎漁業協同組合 雇用・労災・

健康・厚生
不問

164,160円～
164,160円2人

土日他

看護補助者
（三瓶病院）

月給 医療法人　社団　みのり会 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
145,000円～
195,000円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

土日祝他

船舶エンジン修理工
時給 有限会社　八代機工 雇用・労災・

健康・厚生
不問

172,800円～
345,600円1人 愛媛県八幡浜市八代乙４６３－６９

38030- 2113011

経理事務員
月給 高鍋勝彦税理士事務所 雇用・労災・

健康・厚生
不問

150,000円～
200,000円1人 愛媛県八幡浜市１１０７－１

38030- 2112411

163,100円～
279,600円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町１－３９６

38030- 2109111 日他

1人 愛媛県八幡浜市古町２－１－１５

38030- 2106311 日祝他

土木作業員・技術者
〈未経験大歓迎〉

日給 中央綜合建設　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

愛媛県西宇和郡伊方町大久１３９１番地１

38030- 2103511 他

建築現場労務作業員
月給 小西建設　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

250,000円～
300,000円

38030- 2098511 日祝他

介護職員
（グループホーム
よろこび大久）

月給 株式会社　悠遊社　伊方事業所 雇用・労災・
健康・厚生

不問
160,000円～
170,000円3人

日祝他

保育士【令和３年採用：募
集要項あり】

月給 社会福祉法人　西予総合福祉会 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
163,450円～
207,650円2人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

必要な免許資格
休日

総合職（物流作業員）
月給 宇和島自動車運送　株式会社

八幡浜営業所
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
167,580円～
181,760円2人 愛媛県八幡浜市八代１丁目３－３０

38030- 2093911

職種
年齢

採用人数
賃金形態

賃金（月額換算）
求人者名・所在地・求人番号・就業場所等 就業時間 加入保険等

℡ 0894-22-4033

ハローワーク八幡浜

（八幡浜公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。

◎ ハローワークインターネットサービスもご利用ください。（https://hellowork.mhlw.go.jp/）
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発行日： 　８  月   ５ 日予定
次回発行日： 　８  月 １６ 日予定

必要な免許資格
休日

職種
年齢

採用人数
賃金形態

賃金（月額換算）
求人者名・所在地・求人番号・就業場所等 就業時間 加入保険等

℡ 0894-22-4033

ハローワーク八幡浜

（八幡浜公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。

◎ ハローワークインターネットサービスもご利用ください。（https://hellowork.mhlw.go.jp/）

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 大型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-2200
正社員 就業場所 愛媛県西予市 日他

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 06-6445-9501
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
看護師

(2)9時00分～18時00分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-21-2853
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時00分
(2)8時30分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-1211
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-5787
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 大型自動車免許

玉掛技能者

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-6677
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時15分 薬剤師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-4355
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分 大型自動車免許

牽引免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-75-0303
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-0300
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）
(1)0時20分～21時10分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-1283
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～17時00分 日商簿記２級

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5880
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時15分～17時15分
(2)8時15分～12時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5009
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～17時00分 ２級建設機械施工技士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-4364
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

交替制あり
(1)8時00分～17時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 050-8802-2010
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

原動機付自転車免許

雇用期間の定めなし TEL． 080-2999-1823
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～16時00分 フォークリフト運転技能者
(2)8時00分～14時00分 アーク溶接技能者（基本級）

雇用期間の定めなし TEL． 0894-33-2152
正社員 就業場所 愛媛県西予市

38030- 2070811 日他

就職支援セミナーのご案内

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【内　容】職業選択や求職活動に必要な基本知識やスキルを学ぶセミナーです。
　　　　　①基本セミナー　②履歴書・職務経歴書セミナー　③面接セミナー
　お電話でのご予約も可能です。お気軽にハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

他

工場労務作業員
日給 有限会社　上田産業 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

196,000円～
196,000円1人 愛媛県八幡浜市大字八代６６４－４

農作業員
時給 段畑みかん　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

7時30分～18時30分の間の
8時間程度173,600円～

173,600円1人 愛媛県西予市明浜町狩浜３－１３６５

38030- 2069611

134,400円～
134,400円1人 愛媛県西宇和郡伊方町九町浦安１番耕地１３４９番１

38030- 2066411 月他

2人 愛媛県八幡浜市若山４－９２

38030- 2072511 日他

スポーツセンター係員
（プール）

日給 伊方サービス　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問

愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 2071211 土日祝他

大工（見習い可）
日給 株式会社　中井建設 雇用・労災・

健康・厚生
不問

172,800円～
324,000円

38030- 2078111 日他

一般事務員
（高千穂医院）

月給 医療法人　高仁会 雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下
142,000円～
142,000円1人

他

経理事務員
月給 株式会社　おがた蒲鉾 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

170,000円～
170,000円1人 愛媛県西予市宇和町大江４１２－１

他

フェリー運航補助員
日給 石鎚　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
18歳以上

172,000円～
172,000円1人 愛媛県八幡浜市１５８６番地　観光センタービル１Ｆ

38030- 2075311

一般事務員（本社）
月給 株式会社　マルミ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

170,000円～
250,000円2人 愛媛県八幡浜市向灘２３５１番地２

38030- 1982611

400,000円～
500,000円1人 愛媛県西予市野村町河西１１６２

38030- 2085911 日祝他

1人 愛媛県八幡浜市若山４番耕地１６０番地１

38030- 2083311 土日祝他

トレーラー運転手
月給 株式会社　野村貨物 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県西予市宇和町清沢１９２０－１

38030- 2082011 日他

薬剤師
月給

一般社団法人　八幡浜医師会立　双岩病院
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
253,100円～
292,500円

38030- 2090011 日祝他

鉄筋工（見習可）
日給 株式会社　山口工業 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

174,750円～
174,750円2人

日祝他

プロパンガス販売、
配達員

月給 株式会社　三瀬洋商店 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
200,000円～
200,000円2人 愛媛県八幡浜市裏田１３８６－１

土日祝他

一般事務員
（ルミエール東宇和）

時給 東宇和農業協同組合
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
138,160円～
141,240円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目４６２

38030- 2161411

看護師
月給

社会福祉法人和泉蓮華会
八幡浜市病児・病後児保育施設
キッズケア・しらはま

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下

208,700円～
247,400円1人 愛媛県八幡浜市向灘３０６３番地

38030- 2159711

150,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内６－７２－１

38030- 2155311 土日祝他

車両系建設機械（整地・運
搬・積込用及び掘削用）

運転技能者
3人 愛媛県西予市野村町高瀬３５６９

38030- 2154011

製造生産管理者
月給 セイナン化成　株式会社　愛媛工場 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

土木作業員
日給 株式会社　藤田建設 雇用・労災・

健康・厚生
不問

207,900円～
231,000円
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発行日： 　８  月   ５ 日予定
次回発行日： 　８  月 １６ 日予定

必要な免許資格
休日

職種
年齢

採用人数
賃金形態

賃金（月額換算）
求人者名・所在地・求人番号・就業場所等 就業時間 加入保険等

℡ 0894-22-4033

ハローワーク八幡浜

（八幡浜公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。

◎ ハローワークインターネットサービスもご利用ください。（https://hellowork.mhlw.go.jp/）

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-3092
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時00分 第二種電気工事士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-0543
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)2時30分～10時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-2288
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～16時30分 大型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-1161
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～16時40分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5107
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者
(2)9時00分～18時00分 ホームヘルパー２級

介護福祉士
雇用期間の定めなし TEL． 0894-69-1731

正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0144
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～16時45分
(2)12時30分～20時45分
(3)7時00分～15時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0026
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時45分～17時45分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-21-3333
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)7時00分～17時10分
(2)8時30分～17時10分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-39-0004
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

交替制あり

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-6565
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

小型船舶操縦士

雇用期間の定めなし TEL． 090-3988-7837
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-3211
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)7時30分～16時30分 介護福祉士
(2)9時00分～18時00分 ホームヘルパー２級
(3)10時30分～19時30分 介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-24-1611
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-1500
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～18時15分
(2)8時15分～17時15分
(3)8時15分～12時45分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-20-0600
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目４番５号

38030- 2020711 日祝他

就職支援セミナーのご案内

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【内　容】職業選択や求職活動に必要な基本知識やスキルを学ぶセミナーです。
　　　　　①基本セミナー　②履歴書・職務経歴書セミナー　③面接セミナー
　お電話でのご予約も可能です。お気軽にハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

愛媛県西予市野村町野村５－１１１

38030- 2019911 土日祝他

受付事務員
月給 医療法人　にしわき眼科クリニック 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

166,000円～
270,000円

38030- 2018611 他

肥料製造設備
オペレーター

月給 株式会社　研農 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
130,000円～
180,000円1人

他

介護職員（月給制）
月給 テルウェル西日本　株式会社　四国支店

グループホーム　サルビア
雇用・労災・
健康・厚生

不問
191,800円～
201,800円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目２番９号

金他

一般事務員
（医師事務補助）

月給 市立八幡浜総合病院 雇用・労災・
健康・厚生

不問
141,387円～
141,387円1人 愛媛県八幡浜市大平１－６３８

38030- 2015411

5時00分～17時00分の間の
8時間程度183,200円～

251,900円1人 愛媛県西宇和郡伊方町豊之浦３４７番地

38030- 2014511

1人 愛媛県八幡浜市字中深１２２０－７

38030- 2043611 他

漁師
日給 阿部水産 その他不問

38030- 2036911 日祝他

産直コーナースタッフ
時給 株式会社　アゴラ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

7時30分～18時15分の間の
7時間以上140,332円～

140,332円

土日祝他

清掃作業員
日給 有限会社　町見緑化 雇用・労災・

健康・厚生
不問

149,500円～
177,100円2人 愛媛県西宇和郡伊方町九町１－８５９－２

他

職業指導員及び
生活支援員
（わくわく食堂）

月給
あさひみらい　株式会社
就労継続支援Ｂ型事業所
わくわくみらい館やわたはま

雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下

130,052円～
151,980円1人 愛媛県八幡浜市４３５番地１８

38030- 2034311

児童指導員
月給 社会福祉法人　八幡浜少年ホーム 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

157,980円～
157,980円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－２５

38030- 2033011

133,250円～
184,500円1人 愛媛県八幡浜市松柏甲７７１ー１

38030- 2031511 土日祝他

1人 愛媛県西予市宇和町下松葉４５７

38030- 2029111 他

印刷機オペレーター
日給 株式会社　豊予社 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

愛媛県西予市宇和町大江７２６番地

38030- 2028911 日他

訪問介護職員
月給 セントケア四国　株式会社

セントケア宇和町
雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
166,000円～
246,500円

38030- 2062711 日他

チップ製造作業員
日給 村上林業　有限会社（チップ製造部） 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

237,500円～
237,500円2人

土他

生コンミキサー車
運転手

月給 建協生コンクリート工業　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
200,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市宇和町坂戸１０

日他

せり及びトラック運転手
月給 玉岡水産　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

180,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市４３５－３５

38030- 2060911

電気工事士「建設」
日給 株式会社　成見電気工事店 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

204,300円～
272,400円2人 愛媛県八幡浜市保内町宮内２－１００－１

38030- 2059011

150,000円～
160,000円2人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目１番地４

38030- 2058411 他

介護職員
月給 株式会社　元禄　デイサービスねぶの花 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

3 



発行日： 　８  月   ５ 日予定
次回発行日： 　８  月 １６ 日予定

必要な免許資格
休日

職種
年齢

採用人数
賃金形態

賃金（月額換算）
求人者名・所在地・求人番号・就業場所等 就業時間 加入保険等

℡ 0894-22-4033

ハローワーク八幡浜

（八幡浜公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。

◎ ハローワークインターネットサービスもご利用ください。（https://hellowork.mhlw.go.jp/）

(1)8時00分～17時00分 一級建築士
二級建築士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-1837
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時30分 溶接技能者
玉掛技能者

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-8818
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町 厚生

変形（1ヶ月単位）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-89-4165
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)9時00分～19時00分
(2)12時00分～22時00分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-37-3730
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-0015
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-36-1122
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)7時15分～16時00分
(2)9時15分～18時00分
(3)10時15分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-35-0510
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし TEL． 090-8971-3344
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-3288
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分 精神保健福祉士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-28-1123
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

(1)13時00分～22時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-2200
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-2114
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～18時45分
(2)9時00分～19時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-21-4080
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)8時30分～17時00分
(2)9時30分～18時00分
(3)10時30分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-33-3636
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～18時30分
(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-1576
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-2200
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

就職支援セミナーのご案内

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【内　容】職業選択や求職活動に必要な基本知識やスキルを学ぶセミナーです。
　　　　　①基本セミナー　②履歴書・職務経歴書セミナー　③面接セミナー
　お電話でのご予約も可能です。お気軽にハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

160,000円～
170,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－５６－１

38030- 1967911 日祝他

1人 愛媛県八幡浜市１２２７番地３

38030- 1984111 日祝他

運搬作業員（青果市場）
月給 株式会社　国安青果 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

愛媛県西予市三瓶町朝立１－５４９－１

38030- 1981311 他

受付及び医療事務員
月給 医療法人　よりみつ眼科 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

145,000円～
145,000円

38030- 1980011 水日祝他

レジ係
時給

株式会社　Ａコープ西日本　Ａコープみかめ 雇用・労災・
健康・厚生

不問
134,400円～
134,400円1人

火他

受付・歯科助手
月給 ことり歯科クリニック 雇用・労災・

健康・厚生
39歳以下

154,000円～
183,000円2人 愛媛県八幡浜市昭和通１５１０－１１３

他

自動車整備士（見習）
月給 株式会社　八西ホンダ

（ホンダカーズ八幡浜）
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

30歳以下
210,000円～
250,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙１０９１番地

38030- 1977711

190,000円～
210,000円

7時00分～22時00分の間の
8時間程度

2人 愛媛県八幡浜市天神通１丁目１４６０－７

38030- 1994811

2人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地７６－３

38030- 1989411 他

フロント及び接客係
月給 株式会社　イトー

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下

愛媛県八幡浜市向灘３５２

38030- 1971411 日祝他

精神保健福祉士・
相談支援専門員
（支援センターくじら）

月給 社会福祉法人　弘正会
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
179,800円～
185,300円

38030- 1985711 日他

大工（見習可）
「建設」

日給 昭和建設　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
180,000円～
371,250円1人

他

製材工
日給 菊地木材　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
172,800円～
216,000円2人 愛媛県西予市宇和町河内９４

日他

介護職員
月給 八幡浜地区施設事務組合

特別養護老人ホーム　青石寮
雇用・労災・
健康・厚生

不問
174,400円～
174,400円2人 愛媛県八幡浜市保内町磯崎２１１４番地３

38030- 2025011

品質管理スタッフ
（補助）

月給 株式会社　えひめフーズ 雇用・労災・
健康・厚生

不問
150,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町喜木２－７８－１

38030- 2004811

200,000円～
250,000円1人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１２２番地

38030- 2002111 日他

1人 愛媛県八幡浜市千代田町１４６０

38030- 2012811 日他

施工管理技士
月給 有限会社　大成工業 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

愛媛県西予市野村町野村１２号４４６番地

38030- 2011711 他

受付事務員
（リー・ステーション）

月給 清水商事　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
160,000円～
200,000円

土日祝他

障がい者支援員
月給 社会福祉法人　西予市野城総合福祉協会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

7時00分～20時00分の間の
8時間程度171,142円～

171,142円1人

土日他

機械器具設置工
日給 有限会社　岡田エンジニアリング 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

170,400円～
255,600円1人 愛媛県西予市宇和町岩木６２１－１８

38030- 2009311

建築施工管理者
年俸制 株式会社　Ｆｕｊｉｈａｔａ建築設計 雇用・労災・

健康・厚生
不問

200,000円～
400,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目５３７番地

38030- 2005211

4 


