
発行日： 　３  月 １５ 日
次回発行日： 　３  月 ２５ 日予定

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

変形（1ヶ月単位）
(1)7時15分～16時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-1707
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 給付

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～19時00分
(2)8時00分～12時30分
(3)8時00分～13時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-3511
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 090-9452-7669
正社員以外 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

(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． 0894-22-2114
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時00分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-21-3939
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
(2)16時00分～1時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0018
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)7時00分～15時30分
(2)10時00分～18時30分
(3)12時15分～20時45分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 0894-22-3211
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． 0894-62-3856
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-3002
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～16時45分 自動二輪車免許
(2)8時30分～17時15分 原動機付自転車免許
(3)9時20分～18時05分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 0894-22-0400
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45分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0300
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． 0894-24-1585
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時30分 介護福祉士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-38-2360
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町 厚生

交替制あり
(1)8時00分～17時30分
(2)9時30分～19時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-2600
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

1人 愛媛県八幡浜市沖新田１５８６番地　観光ビル内

38030-  837921 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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９５番地１

38030-  836621 土日他

ホール・サービススタッフ
月給 宇和島運輸商事　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

165,000円～
250,000円

38030-  834421 土日他

介護職員
月給 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

155,604円～
176,408円1人

日他

製品の検品作業員
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 愛媛県八幡浜市大字大平１－７８７－１　

他

食品容器製造工
日給 谷水産業　有限会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
140,228円～
144,760円1人 愛媛県八幡浜市桧谷１０２５－１

38030-  833521

郵便外務業務員
（伊方郵便局）

時給 日本郵便　株式会社　八幡浜郵便局 雇用・労災・
健康・厚生

不問
160,704円～
160,704円1人 愛媛県八幡浜市下浜田１３５５－１６

38030-  852621

168,000円～
303,000円1人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１０７８－２

38030-  850421 日祝他

10人 愛媛県西予市宇和町皆田１３６０

38030-  847021 日祝他

営業販売員
月給 有限会社　ナカタ電器 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

愛媛県八幡浜市大平１－６３８

38030-  846121 他

製造スタッフ
時給 株式会社　四国ちぬや宇和工場 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

144,160円～
144,160円

38030-  864021 他

看護助手（病棟）
月給 市立八幡浜総合病院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

162,000円～
162,000円4人

日祝他

ホール係（ひかり５号）
月給 清水商事　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
18歳～44歳

193,400円～
238,400円2人 愛媛県八幡浜市千代田町１４６０

火他

営業員
月給 農ぷらす愛媛　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

180,000円～
200,000円1人 愛媛県八幡浜市横平乙１１２番地５

38030-  862921

自動車整備士
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

不問
250,000円～
450,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙１０９１番地

38030-  859521

172,800円～
324,000円2人 愛媛県八幡浜市若山４－９２

38030-  854121 日他

2人 愛媛県西予市宇和町永長１３７１

38030-  875221 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

愛媛県八幡浜市１１８２－１

38030-  874821 日祝他

生活支援及び職業指導員
日給 社会福祉法人　ひまわリ育成会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

168,340円～
168,340円

38030-  870921 他

医療事務員
月給 三瀬医院 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

140,000円～
150,000円1人

日祝他

製造職
月給 株式会社　あわしま堂 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

147,300円～
172,700円3人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２３７－５３

必要な免許資格
休日

食料品製造工
（選別中心：フルパート）

日給 株式会社　えひめフーズ 雇用・労災・
健康・厚生

不問
137,800円～
148,400円3人 愛媛県八幡浜市保内町喜木２－７８－１

38030-  865721

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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ハローワーク八幡浜
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◎ 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)9時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 06-6445-9501
正社員以外 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． 0894-22-5855
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0018
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． 0894-36-0910
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 介護福祉士
(2)8時00分～16時45分
(3)8時30分～17時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-29-1000
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1年単位）

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-3121
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 測量士
測量士補

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5928
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． 0894-75-0310
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～17時00分 準中型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0070
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)7時00分～15時00分
(2)6時00分～14時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0733
正社員 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 保育士
(2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-89-2340
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(1)7時50分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-0066
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)8時00分～17時00分
(2)16時00分～1時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-33-3751
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生

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

交替制あり
(1)8時00分～13時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-7031
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

受付医療事務員
（よつば薬局駅前西通店）

月給 よつばメディカルサービス　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
142,500円～
152,000円

8時00分～18時00分の間の
8時間程度

1人 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目７－１５

38030-  792021

400,000円～
500,000円1人 愛媛県西予市野村町河西１１６２

38030-  791121 日祝他

5人 愛媛県西予市三瓶町和泉甲７００番地１

38030-  785721 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

愛媛県八幡浜市保内町川之石１－１３６－１

38030-  782921 日祝他

製造スタッフ
月給 株式会社　愛媛ちぬや 雇用・労災・

健康・厚生
18歳～44歳

166,000円～
205,000円

38030-  779521 8時00分～17時00分の間の
8時間程度

日祝他

製造作業員
日給 新井産業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

148,400円～
148,400円1人

他

保育士
月給 合同会社あおなみ　小規模保育園あおなみ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

166,000円～
233,000円1人 愛媛県西予市宇和町永長１２５－１

日祝他

調理補助係（主任候補）
月給 八幡浜日整自動車工業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

170,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙９５４－２

38030-  776721

倉庫作業員
日給 愛媛冷凍冷蔵　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

182,800円～
252,800円3人 愛媛県八幡浜市１０７９（矢野町１－１）

38030-  796521

139,400円～
139,400円1人 愛媛県西予市野村町松溪１－１１８７

38030-  771321 土日祝他

1人 愛媛県西予市宇和町下松葉６２２番地

38030-  819321 日他

縫製工
日給 有限会社　伊予ソーイング 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県八幡浜市字中深１２１５－１

38030-  811921 他

測量士・測量士補
月給 有限会社　井上測量事務所 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

250,000円～
320,000円

他

カフェスタッフ
（ｃａｆｅ　ｃｈｏｕｃｈｏｕ）

時給 株式会社　ステップコミュニケーション 雇用・労災・
健康・厚生

不問
8時00分～18時00分の間の
8時間程度155,376円～

159,120円1人

日祝他

施設介護職員（介護福祉士）
月給 社会福祉法人　白寿会

介護老人保健施設　西安
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
206,000円～
227,400円1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030-  806021

歯ブラシ製造工
日給 株式会社　四国刷子工業 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

143,424円～
143,424円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－５１８

38030-  830721

188,400円～
288,400円1人 愛媛県八幡浜市千代田町１４６０

38030-  827321 土日他

1人 愛媛県八幡浜市字中深１２２０－７

38030-  823821 他

一般事務及び経理事務員
月給 清水商事　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
18歳～59歳

38030-  843321 土日祝他

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143,797円～

143,797円

土日祝他

介護支援専門員（正社員）
月給 社会福祉法人　ことぶき会

介護老人保健施設　青葉荘
雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下 介護支援専門員
（ケアマネージャー）171,800円～

188,000円1人 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１４

製造作業員（フルパート）
時給 セイナン化成　株式会社　愛媛工場 雇用・労災・

健康・厚生
不問

127,400円～
127,400円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内６－７２－１

38030-  840221
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発行日： 　３  月 １５ 日
次回発行日： 　３  月 ２５ 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)7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0070
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
准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-9090
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1年単位）
(1)7時00分～16時30分
(2)7時00分～17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00分～17時00分 大型自動車免許

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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分
(2)8時30分～12時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-29-1313
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 介護福祉士
(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0222
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～17時00分 測量士
１級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-82-1158
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生

(1)8時30分～17時00分

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)7時30分～16時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-54-0660
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)6時00分～14時45分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-38-2255
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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-0105
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生

(1)8時00分～17時30分 １級建築施工管理技士
２級建築施工管理技士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-5111
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(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． 0894-62-7788
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～16時45分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-0623
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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-4652
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～18時00分 大型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0000-00-0000
正社員 就業場所 愛媛県西予市

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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

日他

ゴミ回収及び分別作業員
日給 有限会社　丸市環境開発 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

151,200円～
194,400円2人 愛媛県西予市宇和町伊賀上１６４６－５

38030-  716921

魚介類の調理・販売・配達係
日給 橋本鮮魚 雇用・労災44歳以下

156,318円～
190,400円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目１９１

38030-  715621

192,600円～
192,600円2人 愛媛県八幡浜市９１番地１

38030-  714321 日他

1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目３０９

38030-  713421 日祝他

一般廃棄物分別作業員
日給 有限会社　ヨシダ工業 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

愛媛県八幡浜市産業通３－３

38030-  712521 土日祝他

正・准看護師
月給 宇都宮内科クリニック 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

185,000円～
240,000円

38030-  709121 他

建築現場管理者
月給 株式会社　大任建設

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
200,000円～
400,000円1人

他

ガソリンスタンド店員
（正社員）

月給 有限会社　岡田石油店 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
185,000円～
230,000円2人 愛媛県西予市野村町野村１２ー７４８

日他

じゃこ天の製造員
月給 株式会社　ヒサシ水産 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

180,000円～
220,000円2人 愛媛県八幡浜市松柏丙５１６番地

38030-  707621

生コン工務係
日給 九四生コン　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

180,000円～
191,250円1人 愛媛県西宇和郡伊方町名取３０６５番地

38030-  705421

181,600円～
181,600円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内２－１００－１

38030-  701721 日他

2人 愛媛県西予市城川町下相２１０２－１

38030-  699521 日祝他

電気工事士【見習い】「建設」
日給 株式会社　成見電気工事店 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030-  697821 他

土木測量設計・
土木施工管理技術者

月給 有限会社　ダイチ測研 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
175,000円～
325,000円

38030-  696721 日祝他

生活相談員（デイサービス）
月給 株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町 雇用・労災・

健康・厚生
67歳以下

190,000円～
190,000円1人

日祝他

相談支援専門員
月給 社会福祉法人　和泉蓮華会

八幡浜市障害者施設　いきいきプチファーム
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
187,300円～
222,400円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙６４８番地１

土日他

大型トラック運転手
月給 丸忠運輸　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

280,000円～
330,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目９６７番地８

38030-  694121

鮮魚加工スタッフ（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2人 愛媛県西予市明浜町渡江２６－６

38030-  693921

160,000円～
210,000円1人 愛媛県八幡浜市八代６８番地１

38030-  690421 他

1人 愛媛県西予市宇和町信里９９１

38030-  794821 水日祝他

訪問看護師
月給 合同会社　訪問看護ステーション

いまいスマイル
雇用・労災・
健康・厚生

不問

鶏肉加工作業員
日給 マルハフーズ　株式会社　宇和工場 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

167,680円～
212,000円
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発行日： 　３  月 １５ 日
次回発行日： 　３  月 ２５ 日予定
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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。
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◎ 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)6時30分～15時30分 介護福祉士
(2)8時30分～17時30分
(3)10時30分～19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

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00分～17時00分 中型自動車免許
準中型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-3388
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)17時30分～8時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-6111
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． 0894-69-5110
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)9時15分～18時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5877
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-28-1123
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-53-0776
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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-8816
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(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年単位）
(1)17時00分～10時00分 大型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-4704
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(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． 0894-62-6484
正社員 就業場所 愛媛県西予市

保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-38-0217
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時30分～17時30分

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

(1)8時00分～18時00分 看護師
(2)8時00分～13時00分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-2205
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)8時00分～17時00分
(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5778
正社員 就業場所 愛媛県西予市

1人 愛媛県西予市宇和町稲生１１８

38030-  666421 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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

愛媛県八幡浜市広瀬１丁目７－１２

38030-  678121 日祝他

総合職
月給 株式会社　どんぶり館

（道の駅　どんぶり館）
雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
147,534円～
163,714円

38030-  677921 土日祝他

看護師または准看護師
月給 医療法人　菊池医院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

150,000円～
200,000円1人

日祝他

介護支援専門員
（正社員：居宅介護支援事業所）

月給 株式会社　はなみずき
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下 介護支援専門員
（ケアマネージャー）167,000円～

220,000円1人 愛媛県西予市宇和町坂戸４３７番地

7時30分～18時30分の間の
6時間以上158,388円～

202,206円5人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９３－１

38030-  674421

2人 愛媛県西予市宇和町下川３１５１

38030-  672221 日他

保育士
月給 伊方町役場 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県西予市宇和町清沢１６３１

38030-  681521 他

トレーラー運転手
日給 河辺運送　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

177,900円～
227,300円

38030-  764621 他

大型トラック運転手
（九州方面）

月給 愛媛急配　株式会社　宇和営業所 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
282,000円～
389,000円1人

土日祝他

介護職員（未経験者）
月給 きらら・ケア　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

146,000円～
163,000円2人 愛媛県八幡浜市八代８９－２　谷野建設内

日他

税理スタッフ
月給 古谷佑一税理士事務所 雇用・労災・

健康・厚生
不問

170,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目４４３番地

38030-  761521

水産食品加工員
月給 朝日共販　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
150,100円～
180,000円2人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜６５２－１

38030-  760221

158,100円～
165,240円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030-  745521 他

1人 愛媛県西予市宇和町坂戸５５３－１

38030-  734721 月火他

ケアスタッフ
（デイサービスくじら）

日給 医療法人　青峰会 雇用・労災・
健康・厚生

不問

38030-  732121 日他

レストラン調理及び
ホール接客係

月給 株式会社　ゆうぼく 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
227,000円～
300,000円

9時15分～21時00分の間の
8時間程度

他

土木作業・足場組立等作業員
月給 株式会社　晃建 雇用・労災・

健康・厚生
不問

180,000円～
350,000円5人 愛媛県西予市宇和町岡山１１７３番地

日祝他

宿直員
（セレモニーライフ八幡浜）

その他 有限会社　ビック（サンリードグループ） 雇用・労災18歳以上
90,000円～
90,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏丙５１６番地

38030-  730621

建築資材配送員
月給 ハチモク　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
62歳以下

200,000円～
215,000円2人 愛媛県八幡浜市産業通１１－３１

38030-  726021

141,869円～
141,869円1人 愛媛県八幡浜市昭和通１２８０

38030-  719721 日他

1人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

38030-  758121 他

荷造作業員
日給 八幡浜紙業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

介護職員（みのり園）
月給 医療法人　社団　みのり会 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

155,000円～
205,000円

4 


