
発行日： 　４  月 ２５ 日
次回発行日： 　５  月 １６ 日予定

(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

交替制あり
(1)7時30分～16時15分 保育士
(2)9時00分～17時45分
(3)9時30分～18時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-6551
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)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0070
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)9時30分～19時00分
(2)12時00分～21時30分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-3110
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時30分 社会福祉士
(2)8時30分～13時00分 その他の福祉・介護関係資格

雇用期間の定めなし TEL． 0894-20-9333
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時45分～17時30分 准看護師
(2)7時00分～15時45分
(3)9時30分～18時15分

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)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-4481
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． 0894-22-3211
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)7時30分～16時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-66-0420
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)7時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-34-0714
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時10分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5411
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-4077
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～2時30分 普通自動車第二種免許
(2)6時30分～22時30分
(3)11時00分～3時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-1000
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-3111
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)11時00分～19時30分

雇用期間の定めなし TEL． 080-6287-8855
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

他

求職者マイページを
登録してみませんか

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【メリット】①どこでも好きな時間に最新の求人が検索可能
　　　　　　②検索条件や気になった求人の保存機能
　　　　　　③オンラインで職業紹介を受けられる場合がある　等 便利な機能があります!
 詳細はハローワーク八幡浜または西予市ふるさとハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

店頭販売員（宇和店）
時給 からあげやカリッジュ　八幡浜店 雇用・労災不問

158,115円～
167,640円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－３２３ー１中央ビル１ー５

38030- 1238221

146,100円～
146,100円1人 愛媛県八幡浜市北浜１丁目１－１

38030- 1236721 土日祝他

2人 愛媛県八幡浜市昭和通１４６０－７３

38030- 1260021 他

一般事務補助員
（フルタイム）

月給 八幡浜市役所 雇用・公災・
健康・厚生

不問

愛媛県八幡浜市松柏丙５１６－１

38030- 1258321 他

タクシー運転手
月給 株式会社　富士タクシー

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳～59歳
170,000円～
280,000円

日祝他

ガソリンスタンド責任者
（駅前給油所）

月給 清水産業　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
7時00分～19時00分の間の
8時間程度250,000円～

270,000円1人

他

営業員
月給 南予総合防災　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

215,000円～
265,000円1人 愛媛県西予市宇和町稲生１４２７

38030- 1257421

養豚作業員
月給 有限会社　村田畜産 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

200,000円～
240,000円1人 愛媛県西予市三瓶町皆江１８５６番地６

38030- 1253721

209,700円～
279,600円1人 愛媛県西予市宇和町河内９５番地３

38030- 1246821 他

1人 愛媛県八幡浜市大平１－６３８

38030- 1178521 土日祝他

林業作業員
日給 キクチ観光　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

愛媛県八幡浜市１１９８番地１

38030- 1241621 日他

一般事務員（医事課）
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

38030- 1278021 他

土木作業員
日給 株式会社　新光建設 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

184,000円～
207,000円1人

日他

准看護師
（コンフォート松柏）

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
173,000円～
219,700円1人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地７６－３

日他

生活相談員
月給 たけし　株式会社

デイサービスようなるデイ
雇用・労災・
健康・厚生

不問
180,000円～
240,000円1人 愛媛県八幡浜市大平一番耕地７７９番地５

38030- 1277121

スポーツインストラクター
（市民スポーツセンター）

月給 清水商事　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
160,000円～
200,000円1人 愛媛県八幡浜市千代田町１４６０

38030- 1274321

146,372円～
154,800円1人 愛媛県八幡浜市１０７９－１（矢野町１丁目）

38030- 1270821 水日祝他

2人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４

38030- 1269121 他

食品加工作業員
（フルパート）

時給 マルハフーズ　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問

愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

38030- 1286021 7時30分～18時30分の間の
8時間程度

日祝他

給食調理員（フルパート）
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
158,067円～
158,067円

日祝他

保育職（公立保育所）
月給 西予市役所　子育て支援課 雇用・労災・

健康・厚生
不問

151,353円～
217,381円

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）3人

必要な免許資格
休日

窓口事務係
（れんげ・共済）

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- 1284921

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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(1)9時15分～17時45分 ５トン限定準中型自動車免許

準中型自動車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0120-514-744
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市 拠出

(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)6時00分～17時00分
(2)8時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-64-1180
正社員 就業場所 愛媛県西予市

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)12時15分～21時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-0400
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 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)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 090-7579-9180
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

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)7時30分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-1148
正社員 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
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)18時00分～2時00分

雇用期間の定めなし TEL． 090-7141-3030
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)8時15分～17時15分 管理栄養士
(2)6時00分～15時00分
(3)7時30分～16時30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

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

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

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分 中型自動車免許

準中型自動車免許
フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし TEL． 089-973-6161
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． 0894-66-0355
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)7時30分～17時00分 大型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-82-1125
正社員 就業場所 愛媛県西予市

日祝他

求職者マイページを
登録してみませんか

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【メリット】①どこでも好きな時間に最新の求人が検索可能
　　　　　　②検索条件や気になった求人の保存機能
　　　　　　③オンラインで職業紹介を受けられる場合がある　等 便利な機能があります!
 詳細はハローワーク八幡浜または西予市ふるさとハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

長距離トラック運転手
その他 有限会社　城川運送 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

250,000円～
330,000円1人 愛媛県西予市城川町魚成３３１８番地１

38030- 1215321

189,600円～
189,600円1人 愛媛県西予市宇和町瀬戸５９９

38030- 1214421 他

1人 愛媛県八幡浜市八代１丁目３－３０

38030- 1211821 他

農作業員
日給 農事組合法人　瀬戸 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目１番地４

38030- 1209921 他

集配ドライバー
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
179,620円～
210,300円

38030- 1225921 水日祝他

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

150,000円～
160,000円2人

9時45分～18時45分の間の
8時間程度

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

173,000円～
183,000円1人 愛媛県八幡浜市昭和通１５１０－１１３

日他

管理栄養士（正社員）
月給 医療法人　高仁会 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

193,700円～
193,700円1人 愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 1224621

清掃員
時給 株式会社　オオタ 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

204,080円～
219,080円1人 愛媛県八幡浜市郷２番耕地２０９番地８

38030- 1223321

140,000円～
160,000円3人 愛媛県八幡浜市広瀬１丁目１番１０号

38030- 1220221 他

1人 愛媛県西予市野村町高瀬９８５－１

38030- 1230421 日他

交通誘導警備員
日給 八幡浜警備 雇用・労災・

健康・厚生
18歳以上

愛媛県八幡浜市１５８６番地　観光センタービル１Ｆ

38030- 1229821 他

地質調査補助員
日給 兵頭　臣弘 労災不問

176,000円～
220,000円

38030- 1228721 日他

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～
184,160円1人

日祝他

土木作業・足場組立等作業員
日給 株式会社　浪下重工 雇用・労災・

健康・厚生
不問

161,700円～
300,300円3人 愛媛県西宇和郡伊方町九町１番耕地２０３５番地１２

他

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1人 愛媛県八幡浜市産業通１１－３１

38030- 1226121

郵便外務業務員
（八幡浜郵便局）

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2人 愛媛県八幡浜市下浜田１３５５－１６

38030- 1234121

220,000円～
400,000円1人 愛媛県西予市明浜町高山甲３５２９番地 6時00分～17時00分の間の

8時間程度
38030- 1233921 日他

1人 愛媛県八幡浜市大字大平１－７８７－１　

38030- 1232621 土日他

漁船作業員
月給 有限会社　マルヨシ水産 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県西予市宇和町坂戸５５４－１

38030- 1240321 土日他

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

ルート配送員
月給 生活協同組合　コープえひめ　西予支所

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
176,000円～
176,000円2人

2 
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℡ 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30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-8061
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時15分 フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし TEL． 0894-64-1330
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)6時15分～15時00分
(2)8時15分～17時00分
(3)10時30分～19時15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

(1)8時00分～16時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-2811
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 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． 0894-22-1117
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． 0894-24-3121
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時40分～17時00分
(2)8時40分～12時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-33-1222
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～18時30分 准看護師
(2)8時30分～12時30分 看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-20-8800
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 栄養士
(2)9時15分～18時00分
(3)10時15分～19時00分

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

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． 0894-23-0015
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00分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0163
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 保育士
(2)9時00分～18時00分
(3)8時00分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-3855
正社員以外 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． 0894-66-0334
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． 0894-62-2011
正社員 就業場所 愛媛県西予市

他

求職者マイページを
登録してみませんか
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土他

生活支援員（障がい者）
月給 ＮＰＯ法人　ＳＨＯＷ－ＹＡ 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

160,000円～
160,000円2人 愛媛県西予市宇和町小原６７９番地

38030- 1155921

事務員
日給 伊予蒲鉾　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
137,352円～
143,960円1人 愛媛県西予市宇和町瀬戸３９０－１

38030- 1153321

190,000円～
240,000円

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）1人 愛媛県西予市宇和町坂戸６６０－５

38030- 1152421 日祝他

1人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－１３６－１

38030- 1167821 日祝他

保育士（フルタイム）
月給 有限会社　コナント英語学院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県八幡浜市１５３６－１１８

38030- 1165021 日祝

一般事務員
月給 新井産業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

170,370円～
170,370円

38030- 1163921 日他

正・准看護師（外来）
月給 医療法人　福寿会　宇都宮病院

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
192,000円～
239,000円1人

他

営業員
月給 有限会社　大成工業 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

180,000円～
200,000円1人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１２２番地

日祝他

栄養士（ひまわりの家）
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

155,450円～
161,650円1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 1162621

准看護師又は看護師
月給 医療法人　みかんこどもクリニック

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
160,000円～
280,000円1人 愛媛県八幡浜市字白浜１５３６番地５

38030- 1161321

250,000円～
450,000円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立１番耕地４３８番地２３５

38030- 1190021 日祝他

2人 愛媛県八幡浜市字中深１２１５－１

38030- 1182021 他

船舶管理業務員
月給 宇和海汽船株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

38030- 1116021 日祝他

ドコモショップ法人営業
スタッフ（八幡浜・大洲）
【正社員】

月給 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

59歳以下
9時30分～19時15分の間の
8時間程度160,000円～

207,700円

他

看護師
月給 中野医院 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

200,000円～
220,000円1人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地３６番地２

土他

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
172,000円～
252,500円1人 愛媛県西予市宇和町下松葉４５７

38030- 1176821

総合職
月給 八幡浜漁業協同組合 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

145,000円～
174,000円1人 愛媛県八幡浜市大黒町５丁目１５２２－１８

38030- 1207321

143,000円～
143,000円2人 愛媛県八幡浜市保内町磯崎２１１４番地３

38030- 1206421 他

1人 愛媛県西予市明浜町高山甲４６１番地１

38030- 1196321 土日

調理員
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

愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地

38030- 1194521 他

工場責任者
月給 あけはまシーサイドサンパーク　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

200,000円～
300,000円

介護職員（デイサービス）
月給 株式会社　さくら 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

165,000円～
176,000円1人

3 
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(1)7時00分～16時30分 ８トン限定中型自動車免許
５トン限定準中型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-0439
正社員 就業場所 愛媛県西予市

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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～18時30分
(2)8時15分～13時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-6618
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． 0894-89-3838
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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～18時15分 看護師
(2)8時15分～17時15分 准看護師
(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

交替制あり
(1)8時30分～18時00分 看護師
(2)14時30分～18時00分 准看護師
(3)8時30分～13時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-3223
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-39-0801
正社員 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． 0894-62-9879
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-7617
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)17時00分～9時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-29-7150
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 高圧ガス販売主任者（第２種）

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-4050
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． 0894-24-3990
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～16時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-1613
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-2269
正社員 就業場所 愛媛県西予市

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． 0894-22-1184
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

愛媛県八幡浜市古町２－１－１５

38030- 1013221 日祝他
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38030- 1012821 土日他

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1人

日祝他

水産加工作業員【正社員】
月給 株式会社　Ｓａｋｕ　Ｓａｋｕ 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

8時00分～17時30分の間の
8時間程度165,000円～

210,000円3人 愛媛県西予市宇和町清沢１５２２

自動車整備士【見習い可】
月給 株式会社　丸商サービス 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

180,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市沖新田１５８１番地２２

38030- 1010021

171,500円～
196,000円1人 愛媛県八幡浜市八代２３８－１

38030- 1009621 日他

1人 愛媛県八幡浜市松柏乙９８６番地

38030- 1146621 日他

塗装工（見習可）
日給 有限会社　菊池塗装 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

愛媛県八幡浜市穴井３番耕地７０３番地

38030- 1145321 他

プロパンガス作業員
月給 有限会社　宮部商店 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

180,000円～
200,000円

38030- 1131021 他

介護職員
月給 有限会社　めぐみ 雇用・労災・

健康・厚生
62歳以下

144,000円～
160,000円1人

日他

青果加工販売員
（主任、トレーナー候補）

月給 株式会社　木村チェーン　宇和店 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
7時00分～20時00分の間の
7時間程度240,000円～

300,000円1人 愛媛県西予市宇和町下松葉３４０－２

家畜の飼育員
月給 河野畜産　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

200,000円～
240,000円2人 愛媛県西予市宇和町伊賀上９６２番地

38030- 1123021

200,000円～
200,000円3人 愛媛県八幡浜市古町２丁目２－６

38030- 1118821 日他

1人 愛媛県西予市宇和町卯之町二丁目２７５－２

38030- 1115121 日祝他

設備管理員
月給 株式会社　シンテック

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳～44歳

愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目４番５号

38030- 1113621 日祝他

看護師又は准看護師
月給 いわもと婦人科クリニック 雇用・労災・

健康・厚生
69歳以下

185,000円～
235,000円

38030- 1150221 日他

正・准看護師
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

210,000円～
300,000円1人

日祝他

仕上加工員（保内倉庫）
日給 八幡浜紙業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

141,869円～
141,869円1人 愛媛県八幡浜市昭和通１２８０

日祝他

営業員（ルートセールス）
日給 株式会社　サヤオート 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

185,800円～
196,600円1人 愛媛県西予市宇和町瀬戸９６０番地１

38030- 1171621

受付及び歯科助手
月給 おか　うのまち歯科 雇用・労災・

健康・厚生
不問

155,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目１９９番地１

38030- 1160421

198,050円～
198,050円1人 愛媛県西予市宇和町清沢１９２０－１

38030- 1159821 日他

1人 愛媛県西予市野村町阿下５号３３４番地

38030- 1156121 日他

運転手及び鉄筋工
日給 株式会社　山口工業 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

ゴミ収集車及び
バキュームカー運転手

月給 有限会社　滝野産業 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
170,000円～
190,000円
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