
発行日： 　４  月 ２５ 日
次回発行日： 　５  月 １６ 日予定

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-1321
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～15時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-53-0622
パート労働者 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0070
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)15時00分～22時00分
(2)10時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-3110
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)13時00分～17時30分
(2)8時30分～13時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-20-9333
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)12時30分～14時30分 フォークリフト運転技能者
(2)16時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 0894-62-6624
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)8時45分～13時15分 看護師
(2)8時45分～12時45分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-1717
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～14時30分
(2)9時00分～15時00分
(3)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-5411
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
(2)13時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-1000
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-1596
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-7035
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-6517
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

(1)14時30分～18時30分 歯科衛生士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-33-2466
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(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)9時00分～13時00分

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

愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地

38030- 1202721 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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

38030- 1213521 他

入浴介護職員
時給 株式会社　さくら 雇用・労災不問

1,060円～
1,160円1人

土日祝他

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1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３ー３１８

他

歯科衛生士
時給 医療法人　エルム会　菊池歯科医院 雇用・労災不問

1,200円～
1,200円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立１－３１０－４８

38030- 1210721

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- 1221521

8時30分～17時15分の間の
5時間以上

1人 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目２４

38030- 1219021 月他

愛媛県西予市宇和町卯之町４丁目６５４番地　フジ宇和店内

38030- 1227021 他

施設運営補助スタッフ
時給 一般社団法人　ＺＥＮＫＯＮ―ｎｅｘ 雇用・労災不問

830円～830円

土日祝他

ドーナツの製造・
販売スタッフ

時給 株式会社　フジファミリーフーズ
ミスタードーナツ宇和ショップ 労災不問

6時00分～20時30分の間の
4時間程度

900円～900円2人

タオルの仕上げ加工員
時給 愛媛電機　有限会社 労災不問

8時30分～18時30分の間の
3時間以上

850円～850円2人 愛媛県西予市野村町野村９－１４

38030- 1263221

850円～1,000円1人 愛媛県八幡浜市昭和通１４６０－７３

38030- 1259621 他

1人 愛媛県西予市宇和町稲生１４２７

38030- 1256521 日祝他

一般事務員
時給 株式会社　富士タクシー 雇用・労災59歳以下

愛媛県八幡浜市保内町喜木１－２４０－１

38030- 1244021 日祝他

一般事務員
時給 南予総合防災　有限会社 雇用・労災不問

900円～900円

38030- 1279721 12時30分～19時30分の間の
5時間以上

他

正・准看護師
時給 医療法人　なかの泌尿器科 雇用・労災不問

1,300円～
1,300円1人

日祝他

仕分け作業員
（西予宅急便センター）

時給 ヤマト運輸　株式会社　西予支店 雇用・労災不問

850円～900円2人 愛媛県西予市宇和町下松葉池の下２７－１

日他

介護職員
時給 たけし　株式会社

デイサービスようなるデイ 雇用・労災不問

830円～900円1人 愛媛県八幡浜市大平一番耕地７７９番地５

38030- 1276921

施設管理スタッフ
時給 清水商事　株式会社 労災不問

850円～850円1人 愛媛県八幡浜市千代田町１４６０

38030- 1273421

8時00分～15時00分の間の
4時間程度

1人 愛媛県八幡浜市１０７９－１（矢野町１丁目）

38030- 1271221 日祝他

愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４

38030- 1266321 他

食品加工作業員
時給 マルハフーズ　株式会社 雇用・労災不問

851円～900円

38030- 1283621 土日祝他

介護職員
（グループホーム又は特養）

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59歳以下

1,037円～
1,145円3人

必要な免許資格
休日

ＩＣＴ教育支援員
（会計年度任用職員）

月給 愛媛県立宇和高等学校 労災不問
8時15分～16時45分の間の
4時間程度1,010円～

1,010円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町４丁目１９０番地１

職種
年齢

採用人数
賃金形態

賃金（時間換算）
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)8時30分～12時30分 看護師
(2)14時00分～18時00分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-20-8800
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-35-0510
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

理学療法士
作業療法士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-29-1596
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)17時30分～23時30分

雇用期間の定めなし TEL． 090-6282-5861
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)18時30分～8時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-3773
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市 拠出

(1)6時00分～11時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-0090
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)8時30分～13時30分 看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-1121
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)6時00分～9時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-24-0112
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時30分～13時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-1010
パート労働者 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． 0894-22-1808
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-3838
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)20時45分～23時45分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-7555
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

雇用期間の定めなし TEL． 090-4307-1509
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30分～10時30分 介護福祉士
(2)9時30分～12時30分
(3)13時30分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-33-1200
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

日他

求職者マイページを
登録してみませんか
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他

家畜の飼育員
時給 河野畜産　有限会社 労災不問

900円～1,000円2人 愛媛県西予市宇和町伊賀上９６２番地

38030- 1122121

看護補助者（三瓶病院）
時給 医療法人　社団　みのり会 労災不問

900円～1,150円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

38030- 1119221 7時30分～18時30分の間の
3時間程度

介護支援専門員
（ケアマネージャー）1,200円～

1,550円1人 愛媛県八幡浜市八代８９－２　谷野建設内

38030- 1117721 土日祝他

介護支援専門員
時給 きらら・ケア　株式会社 雇用・労災不問

8時30分～17時30分の間の
4時間以上

1,030円～
1,030円1人 愛媛県西予市宇和町上松葉２０６番地

38030- 1158721 他

1人 愛媛県八幡浜市昭和通１２８０

38030- 1149021 日他

清掃員【夜間】
時給 株式会社　田村商事

（パーラーじゃんじゃん宇和店） 労災18歳以上

愛媛県西予市宇和町瀬戸９６０番地１

38030- 1169521 日祝他

仕上加工員（午後）
時給 八幡浜紙業　株式会社 雇用・労災不問

821円～821円

他

車両清掃員
時給 株式会社　サヤオート 雇用・労災不問

8時00分～17時00分の間の
5時間程度

830円～830円3人

ピザメイキングスタッフ
時給 ピザロイヤルハット　八幡浜店

（株式会社　大乘） 労災不問
11時00分～22時00分の間の
3時間以上

850円～900円2人 愛媛県八幡浜市大正町１１８２番地１９　安全ビル１階

38030- 1168221

850円～900円1人 愛媛県八幡浜市須崎３－１３９３

38030- 1166721 月他

2人 愛媛県八幡浜市北浜１－１５９０－３１

38030- 1164121 他

調理補助員
時給 ぢゅうぢゅう 雇用・労災不問

愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１

38030- 1193221 日他

温泉施設の清掃員（早朝）
時給 八幡浜興産株式会社 労災不問

850円～950円

38030- 1181121 他

正看護師
日給 西予市立　西予市民病院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

1,214円～
1,844円1人

他

惣菜係
時給 株式会社　今治デパート

ショッパーズ白浜店 雇用・労災不問

830円～830円2人 愛媛県八幡浜市向灘高城１

日他

夜勤専門員
（ケアハウスれんげ）

その他 社会福祉法人　西予総合福祉会 雇用・労災・
健康・厚生

不問
1,083円～
1,083円1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 1180921

1,200円～
1,200円

17時00分～23時30分の間の
3時間以上

3人 愛媛県八幡浜市１４５８－１２

38030- 1179421

2人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目８－５　マルマビル１Ｆ

38030- 1173121 他

ホールスタッフ
時給 肴屋　うみ その他18歳以上

38030- 1204221 他

理学療法士／作業療法士
（訪問看護）

その他 セントケア四国　株式会社
セントケア八幡浜 労災不問

9時00分～18時00分の間の
2時間以上3,360円～

3,360円

日祝他

介護職員
（パート会計年度任用職員）

時給 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・労災不問

9時15分～19時00分の間の
4時間程度

945円～945円1人 愛媛県八幡浜市保内町磯崎２１１４番地３

准看護師又は看護師
時給 医療法人　みかんこどもクリニック 雇用・労災59歳以下

1,200円～
1,500円1人 愛媛県八幡浜市字白浜１５３６番地５

38030- 1203821
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