
発行日： 　２  月 ２５ 日
次回発行日： 　３  月 ２５ 日予定

(1)11時00分～13時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-3501
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-4155
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)13時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-23-2121
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)22時00分～7時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-0050
パート労働者 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 危険物取扱者（丙種）
(2)8時00分～17時00分 危険物取扱者（乙種）
(3)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-82-0140
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00分 中型自動車免許

準中型自動車免許
８トン限定中型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-2585
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)8時00分～10時00分
(2)15時00分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-0222
パート労働者 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

(1)8時00分～17時00分 三級自動車整備士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-37-2040
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時30分 三級自動車整備士
二級自動車整備士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-1334
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)11時00分～20時00分
(3)17時00分～9時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-3737
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～10時30分
(2)15時00分～17時15分
(3)8時00分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-29-1000
パート労働者 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． 0894-24-1585
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時15分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5301
正社員 就業場所 愛媛県西予市

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ヶ月未満） TEL． 0894-24-1611
正社員以外 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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

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

38030-  374021 他

1人 愛媛県西予市宇和町新城７１２－３

38030-  365021 月他

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

愛媛県八幡浜市大字大平１－７８７－１　

38030-  480521 土日他

販売・製造員（正社員）
※60歳以上の方も応募可能です

月給 有限会社　南予てんぷら販売 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
135,000円～
155,000円

38030-  472521 他

調理員
時給 有限会社　エヒメスクール 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

143,424円～
155,520円1人

他

送迎ドライバー
（通所リハビリ）

時給 社会福祉法人　白寿会
介護老人保健施設　西安 雇用・労災不問

950円～950円1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

日祝他

介護職員
日給 あいの里　有限会社 労災不問

915円～915円1人 愛媛県西予市野村町松渓１号１３０９番地１

38030-  435021

自動車整備士
※60歳以上の方も応募可能です

月給 有限会社　八幡浜ダイハツモータース 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
210,000円～
240,000円1人 愛媛県八幡浜市八代１丁目１－３７

38030-  490621

180,000円～
250,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町須川２０－１

38030-  488821 日他

2人 愛媛県西宇和郡伊方町九町１－８５９－２

38030-  481421 日祝他

建設機械・自動車整備士
（見習可）

月給 南海建機　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下

愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030-  531121 日他

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

38030-  510421 日他

送迎車運転手
時給 株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町 雇用・労災不問

878円～878円1人

日祝他

一般貨物運転手
月給 有限会社　井上運送 雇用・労災・

健康・厚生
69歳以下

221,500円～
261,500円1人 愛媛県八幡浜市北浜１－１５３３－２０

月火水木金祝

ガソリンスタンド販売員
月給 宮内石油　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

163,600円～
265,040円1人 愛媛県西予市城川町嘉喜尾４８３７番地２

38030-  533721

ナイトフロント係
（夜警）土日勤務

時給 佐田岬リゾート　株式会社 労災18歳以上
1,100円～
1,100円1人 愛媛県八幡浜市２１６－４（海老崎）

38030-  544521

821円～821円1人 愛媛県八幡浜市昭和通１２８０

38030-   72321 日他

1人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目６７－１

38030-  597921 他

仕上加工員（午後）
時給 八幡浜紙業　株式会社 雇用・労災不問

38030-  591821 他

葬儀補助及び清掃員
時給 有限会社　清水葬儀社 雇用・労災不問

8時30分～19時00分の間の
7時間程度

850円～1,000円

水土日

介護職員
日給 有限会社　和家　グループホーム蘭 雇用・労災・

健康・厚生
不問

153,869円～
174,040円2人 愛媛県西予市宇和町河内１６７番地１

必要な免許資格
休日

接客スタッフ
時給 ブラッスリーＷＩＬＬ 労災不問

830円～830円1人 愛媛県八幡浜市３７９－１０

38030-  635621

職種
年齢

採用人数
賃金形態
賃金

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： 　２  月 ２５ 日
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必要な免許資格
休日

職種
年齢

採用人数
賃金形態
賃金

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/）

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-1357
パート労働者 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． 0894-62-3109
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分 介護福祉士
(2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL． 090-4307-1509
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

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-8061
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-21-1674
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)5時30分～10時30分
(2)14時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-38-1310
パート労働者 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時30分～13時00分
(2)13時00分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0266
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～12時30分 看護師
准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-6698
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 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)6時00分～15時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-53-0622
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)18時00分～23時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-0050
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～12時00分
(2)14時00分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-9879
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～17時00分 原動機付自転車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-1801
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)9時30分～17時30分
(2)8時30分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 0894-62-4543
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時30分 その他の福祉・介護関係資格

雇用期間の定めなし TEL． 090-1004-8731
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

愛媛県西予市宇和町坂戸４３７番地

38030-  143421 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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

土日祝他

生活相談員（フルパート）
時給 株式会社　はなみずき

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
157,000円～
173,000円

介護支援専門員
（ケアマネージャー）1人

他

指導員（補助）
【まつば共同作業所】

時給 ＮＰＯ法人　れんげ草 雇用・労災不問

850円～850円1人 愛媛県西予市野村町野村１２－１５

38030-  142521

交通誘導警備員
日給 八幡浜警備 雇用・労災18歳以上

875円～1,000円3人 愛媛県八幡浜市広瀬１丁目１番１０号

38030-  139121

900円～1,000円1人 愛媛県西予市宇和町伊賀上９６２番地

38030-  199821 日他

1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３ー３１８

38030-  197021 他

家畜の飼育員
時給 河野畜産　有限会社 労災不問

愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４

38030-  185321 他

皿洗い他雑務係
時給 株式会社　冨士廼家 雇用・労災18歳以上

830円～900円

38030-  205221 他

給食調理員（フルパート）
※60歳以上の方も応募可能です

時給 社会福祉法人　愛寿会
高齢者総合福祉施設　瀬戸あいじゅ

雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
152,640円～
152,640円2人

日祝他

介護職員・生活支援員
＊６０歳以上求人

時給 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

60歳以上
7時00分～20時00分の間の
8時間程度170,096円～

170,096円5人 愛媛県西予市野村町野村１２号４４６番地

正・准看護師（午前）
時給 医療法人　矢野整形外科 雇用・労災59歳以下

1,200円～
1,500円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３ー３５９

38030-  234921

821円～821円2人 愛媛県八幡浜市駅前１

38030-  278721 水他

1人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦８３４－１

38030-  274621 他

販売員（観光センター店）
時給 株式会社　谷本蒲鉾店 労災不問

愛媛県八幡浜市五反田１番耕地５０６番地１

38030-  288221 他

調理補助・清掃作業員
（湊浦寮）

時給 東京ケータリング　株式会社 労災不問

880円～880円

38030-  310521 他

介護職員
時給 株式会社　明幸商事 労災不問

900円～1,000円2人

他

訪問介護職員
時給 株式会社　さくら 雇用・労災不問

7時00分～18時30分の間の
5時間程度1,000円～

1,300円1人 愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地

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～
184,160円1人 愛媛県八幡浜市１５８６番地　観光センタービル１Ｆ

38030-   63421

151,000円～
168,000円6人 愛媛県八幡浜市八代８９－２　谷野建設内

38030-  393221 他

2人 愛媛県西予市宇和町新城７２０番地

38030-  384821 日他

介護福祉士
（介護：カトレア）

月給 きらら・ケア　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下

愛媛県八幡浜市五反田１番耕地３７７番地

38030-  375721 他

造園工
※60歳以上の方も応募可能です

月給 有限会社　市川造園建設 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
190,000円～
280,000円

採卵作業員
時給 有限会社　泉養鶏 労災不問

8時30分～13時00分の間の
4時間程度

821円～821円1人
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