
発行日： 　７月１５日
次回発行日： 　７月２５日予定

変形（1年単位）
(1)13時30分～22時00分
(2)12時00分～20時30分
(3)13時00分～22時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0859-21-7480
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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 089-932-6200
請負　　正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）
(1)5時30分～14時30分
(2)10時30分～19時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 089-986-3636
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-5750
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分 准看護師
(2)16時45分～9時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-2309
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分 介護福祉士
(2)7時00分～15時45分
(3)9時45分～18時30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

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

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-37-2655
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． 0894-37-2655
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし TEL． 088-678-5008
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時00分
(2)10時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0897-31-6120
正社員以外 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

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-1197
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)7時30分～16時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-66-0419
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 社会福祉士

介護福祉士
介護支援専門員（ケアマネージャー）

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

(1)8時45分～17時30分 三級自動車整備士

雇用期間の定めなし TEL． 087-885-5251
正社員 就業場所 愛媛県西予市 拠出・給付

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

他

サービス提供責任
者（ヘルパース
テーションくじ
ら）

月給 医療法人　青峰会 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
175,700円～
228,300円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 2028521 他

日他

必要な免許資格
休日

学習塾の講師兼運
営管理補佐＜明光
義塾／八幡浜教室
＞

月給 株式会社クリエイティブサポートＭ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
205,130円～
228,580円1人 鳥取県米子市両三柳３２３番地１

31020- 9841421

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

愛媛県松山市和泉北４丁目２番７号

38010-23004621 日他

調理スタッフ（西
予市宇和町）

月給 富士産業株式会社　四国西事業部 雇用・労災・
健康・厚生

不問
180,000円～
200,000円

施設管理
月給 芙蓉メンテナンス株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

170,000円～
210,000円1人

220,000円～
400,000円1人 愛媛県西予市明浜町高山甲３５２９番地

38030- 2140521

200,000円～
200,000円2人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 2132521

6時00分～18時00分の間
の8時間程

173,000円～
219,700円1人

愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 2025721

土日祝他

1人 愛媛県松山市一番町１－１４－７　フジコビルＦ　２Ｆ

38010-23039621 他

一般事務員（総
務）

月給 医療法人　青峰会 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下

准看護師（介護医
療院くじら）

月給 医療法人　青峰会 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳～59歳

日祝他

工事専門技術員
月給 有限会社　アサノ設備 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

200,000円～
250,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町須川２４番地１

日他

福祉用具サービス
スタッフ

月給 有限会社　アサノ設備 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
145,000円～
180,000円2人

愛媛県八幡浜市保内町須川２４番地１

38030- 2143621

水産物養殖場の管
理業務全般

月給 旭物産　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
250,000円～
500,000円

38030- 2144921 日祝他

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

38030- 2120021

169,340円～
292,070円1人

愛媛県松山市大可賀１－３－６

38010-22765221 日祝

2人 徳島県徳島市昭和町８丁目１番地

36010-11517821 日他

医療事務
月給 株式会社フロンティア　松山営業所 雇用・労災・

健康・厚生
不問

土日祝他

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

日他

配送員
月給 土居商店　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
39歳以下

250,000円～
350,000円2人

愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目２４７－１

38030- 2121721

愛媛県西予市宇和町信里２０１７ー１

38030- 2125421 他

38030- 2124521 日祝他

養豚作業員
月給 有限会社　協和畜産 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

250,000円～
250,000円2人

167,450円～
176,650円1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 2130821 他

生活相談員
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

サービスエンジニ
ア（西予営業所
サービスセン
ター）

月給 ロジスネクスト四国　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
175,500円～
229,300円2人 香川県高松市御厩町１６４５番地１

37010-17141921

【メリット】①どこでも好きな時間にスマホやＰＣから最新の求人を見ることが出来る。
　　　　　　②自分の求人条件や気になった求人を保存することができる。
　　　　　　③オンラインで職業紹介を受けられる場合がある。　　　などの便利な機能があります。
　※　詳細はハローワーク八幡浜又は西予市ふるさとＨＷ相談窓口までお問い合わせください!!

求職者マイページを
登録してみません

か？

日祝他

℡ 0894-22-4033

ハローワーク八幡浜

（八幡浜公共職業安定◎ 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/）

ハローワークインターネットサービス
(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html) ＱＲコード読み込み
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発行日： 　７月１５日
次回発行日： 　７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◎ 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00分～7時59分
(2)9時00分～18時00分
(3)18時00分～9時00分

雇用期間の定めなし TEL． 089-971-2010
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

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

(1)8時15分～17時15分 その他の福祉・介護関係資格

雇用期間の定めなし TEL． 0894-39-1010
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時15分～17時15分 その他の福祉・介護関係資格

雇用期間の定めなし TEL． 0894-39-1010
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時20分～17時00分

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 給付

(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

(1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-5652
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

(1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-5652
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 大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-82-0061
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-1338
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)14時00分～23時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-36-1338
正社員以外 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)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-4154
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時00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． 0894-36-2222
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． 0894-24-1935
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00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-3568
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～11時30分
(2)12時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 089-909-8812
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

愛媛県松山市空港通二丁目６番２７号

38010-22518021 他

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1人

愛媛県八幡浜市保内町川之石１－１３６－１

38030- 2094421 日祝他

施設警備隊員
（伊方町）

月給 愛媛綜合警備保障　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳～59歳

161,400円～
173,400円5人

施設管理者
月給 社会福祉法人　伊方福祉会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

272,657円～
277,381円1人 愛媛県西宇和郡伊方町九町　６－８４０－１

38030- 2099021

206,477円～
211,904円1人 愛媛県西宇和郡伊方町九町　６－８４０－１

38030- 2097921 土日祝他

サービス管理責任
者

月給 社会福祉法人　伊方福祉会 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

日祝他

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

土日祝他

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
35歳以下

174,500円～
254,500円2人

愛媛県八幡浜市北浜１－３－５

38030- 2100321

福祉用具相談・販
売・事務員

月給 三泰商事　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
161,000円～
302,000円

38030- 2101621 日他

土木作業員
日給 山本建設株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

227,000円～
299,640円3人 愛媛県西予市城川町下相１１４

38030- 2107221

158,360円～
199,300円1人

愛媛県八幡浜市１４７８番地（新町３丁目）

38030- 2106821 土日祝他

1人 愛媛県八幡浜市１４７８番地（新町３丁目）

38030- 2105721 日祝他

一般事務員
月給 三泰商事　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

44歳以下

製造機械メンテナ
ンス作業員

月給 オレンジベイフーズ　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

18歳～44歳

157,540円～
174,780円2人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－２８９－１

日他

愛媛県八幡浜市保内町宮内１－２８９－１

38030- 2110921 土日他

一般事務員（地域
医療連携室）

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- 2109421
又は6時00分～23時00分
の間の8時間程度

土日他

製造作業員（契約
社員：箱詰め工
程）

月給 オレンジベイフーズ　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

18歳以上
157,450円～
157,450円2人

1人
愛媛県八幡浜市大平１－６３８

38030- 2111121 土日祝他

自動車整備士
月給 株式会社　ジェイエイにしうわ 雇用・労災・

健康・厚生
61歳以下

180,000円～
191,000円2人 愛媛県八幡浜市八代１－１－３５

38030- 2113721

他

塗装工（見習い
可）
「建設」

日給 池上塗装　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

他

日祝他

葬祭業務スタッフ
日給 株式会社　ジェイエイにしうわ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

165,000円～
165,000円2人

愛媛県八幡浜市八代１－１－３５

38030- 2114821

194,400円～
291,600円1人

愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目２２３

38030- 2112021 日他

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
30歳以下

157,980円～
157,980円1人

1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１０－４８

38030- 2118321

愛媛県八幡浜市五反田１－２５

38030- 2116521

1人
愛媛県松山市南吉田町２３５２番地１

38010-22370621 土日祝

蒲鉾板製造工
時給 有限会社　山下蒲板 雇用・労災・

健康・厚生
不問

149,600円～
149,600円

土日祝他

日常清掃（八幡
浜）

時給 株式会社　イーピーエス 雇用・労災・
健康・厚生

不問
137,760円～
137,760円

ＱＲコード読み込み
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発行日： 　７月１５日
次回発行日： 　７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◎ 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～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． 0894-72-3008
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)5時30分～14時30分 大型自動車免許
(2)6時30分～14時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-0580
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時30分 栄養士

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

交替制あり
(1)8時30分～17時30分 その他の福祉・介護関係資格

(2)7時30分～16時30分
(3)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-53-0622
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． 0894-24-3121
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時30分 栄養士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-5009
正社員以外 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

(1)8時30分～18時00分 歯科衛生士
(2)8時30分～12時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-2466
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30分～17時30分 社会福祉士
精神保健福祉士
介護福祉士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-2940
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
精神保健福祉士
介護福祉士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-2940
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-69-2828
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)7時00分～15時40分
(2)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

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

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

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-0363
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時30分
(2)7時30分～16時30分
(3)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL． 087-885-3388
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． 0894-22-1822
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

他

肉牛飼育作業員
時給 増田畜産 雇用・労災・

健康・厚生
不問

165,920円～
214,720円1人 愛媛県西予市野村町阿下５－８３４

38030- 2086421

土他

大型運転手及び荷
積作業員

月給 有限会社　阿部商店 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
165,000円～
165,000円1人

愛媛県八幡浜市１５２３番地２（北大黒町）

38030- 2088621

38030- 2048921 他

栄養士（正社員：
一般職）

月給 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
180,500円～
180,500円1人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４

1人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４

38030- 2050821 土日他

生活相談員（正社
員：一般職）

月給 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
167,000円～
167,000円

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
160,000円～
207,700円2人

愛媛県八幡浜市字中深１２１５－１

38030- 2054321 又は9時30分～19時15分
の間の8時間程度

他

栄養士（パート）
時給 医療法人　高仁会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

152,000円～
192,000円1人 愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

日祝他

1人 愛媛県八幡浜市古町２－１－１５

38030- 2067721 日祝他

38030- 2064921 土日祝他

歯科衛生士
月給 つかさ歯科医院 雇用・労災・

健康
不問

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

200,000円～
220,000円1人

愛媛県八幡浜市千代田町１４５８

38030- 2070621

日他

事務職員
月給 社会福祉法人　八幡浜市社会福祉協議会 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

59歳以下
150,600円～
150,600円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙１１０１番地

38030- 2073021 土日祝他

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

38030- 2071921

38030- 2076221 土日祝他

配送及び出荷係
日給 伊予蒲鉾　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

64歳以下
152,560円～
159,700円1人

相談員（ソーシャ
ルワーカー）

月給 社会福祉法人　八幡浜市社会福祉協議会 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
150,600円～
150,600円1人

愛媛県八幡浜市松柏乙１１０１番地

38030- 2080121 土日祝他

170,000円～
250,000円3人 愛媛県西予市明浜町渡江２６－６

38030- 2079321 土日他

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

愛媛県西予市宇和町瀬戸３９０－１

38030- 2077521 他

工場作業員（割り
箸加工）

月給 株式会社　藤本商会本店　四国工場 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
139,440円～
142,800円1人

愛媛県西予市野村町阿下５－６７７

38030- 2082721 又は8時00分～17時30分
の間の8時間程度

土日他

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
165,000円～
210,000円4人

愛媛県西予市宇和町清沢１５２２

170,000円～
190,000円1人 愛媛県西予市宇和町坂戸６６８

38030- 2085521 土日祝他

出荷・集荷・梱包
作業員

月給 株式会社　マツモト 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下

日祝他

販売員及び包装作
業員

時給 萩森水産　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
146,200円～
154,800円1人

愛媛県八幡浜市昭和通１５８１－９

38030- 2016721 他

修理・メンテナン
ス（建機宇和）

月給 讃岐リース　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

45歳以下
180,000円～
250,000円1人 香川県高松市一宮町９０３番地１

37010-16630921
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発行日： 　７月１５日
次回発行日： 　７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◎ 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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-0282
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(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

交替制あり
(1)8時30分～17時15分 調理師
(2)9時30分～18時15分
(3)5時00分～13時45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30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-7001
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30分 危険物取扱者（丙種）

毒物劇物取扱責任者
高圧ガス販売主任者（第２種）

雇用期間の定めなし TEL． 0894-69-4330
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． 0894-62-8061
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時30分 柔道整復師
理学療法士
作業療法士

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)14時30分～23時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0946-21-8700
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-65-0420
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 貴重品運搬警備業務検定２級

(2)8時30分～21時15分
(3)8時30分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 089-946-1115
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 介護福祉士

雇用期間の定めなし TEL． 089-911-0002
正社員 就業場所 愛媛県西予市 給付

(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)8時20分～17時20分 三級自動車整備士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-82-0135
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）

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-2558
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-2558
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）
(1)7時50分～16時50分 自動二輪車免許
(2)8時20分～17時20分 原動機付自転車免許
(3)12時05分～21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 愛媛県八幡浜市

日他

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
174,580円～
174,580円2人

38030- 2024021 日祝他

建築施工管理者
（現場監督）

月給 株式会社　下元工務店 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
183,000円～
300,000円1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１３８９番地

愛媛県西予市宇和町永長１３７１

38030- 2017821

調理師（クッキン
グセンターウェ
ル）【契約社員】

日給 新愛商事　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
161,160円～
161,160円1人

150,000円～
170,000円2人

愛媛県八幡浜市釜倉１－６０８－１

38030- 2037421

愛媛県八幡浜市五反田１－１０５０

38030- 2034821

日他

2人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地７６－３

38030- 2036521 他

介護職員
月給 株式会社　悠遊社　八幡浜事業所 雇用・労災・

健康・厚生
不問

他

准看護師（コン
フォート神山）

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

日祝他

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 愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地

38030- 2039621

食品製造工
月給 株式会社　味彩 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

174,000円～
174,000円1人 愛媛県西予市城川町魚成２４１９番地３

38030- 2038321

機能訓練指導員
月給 株式会社　さくら 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

210,000円～
280,000円1人

他

愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地

38030- 2041721 他

他

製袋オペレーター
（サンドイッチ・
おにぎり袋の製
造）

時給 株式会社　大阪包装社 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳以下
133,002円～
134,622円3人 大阪府大阪市平野区喜連西５－４－４１

27040-16941021

販売員（宇和店）
（準社員）

時給 株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・
健康・厚生

18歳以上
155,520円～
155,520円1人 福岡県朝倉市一木１１４８番地の１

40150- 6413721

38010-21625421 他

サービス提供責任
者（訪問介護）

月給 株式会社　ケアジャパン 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
165,000円～
185,000円1人

日祝他

八幡浜方面のＡＴ
Ｍ保守管理等、関
連業務及び警備業
務

月給 あいしんビジネスサービス　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
136,000円～
138,000円1人

愛媛県松山市二番町４丁目２－１１　愛媛信用金庫本店　２階

愛媛県松山市中央１丁目１７番３５号

38010-21734721 他

日他

自動車整備士
月給 有限会社　城川モータース 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

150,000円～
270,000円2人 愛媛県西予市城川町嘉喜尾４８９５－２

38030- 1988121

141,387円～
141,387円1人

愛媛県八幡浜市大平１－６３８

38030- 1986621 土日祝他

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

1人
愛媛県西予市宇和町下松葉３４０－２

38030- 1993321 又は7時00分～20時00分
の間の7時間程度

他

精肉加工販売員
（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
240,000円～
300,000円

38030- 1999821
又は7時00分～20時00分
の間の7時間程度

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　保内店 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
240,000円～
300,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－１５３－１

他

1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－１５３－１

38030- 2001521
又は12時00分～20時00分
の間の7時間程度

他

レジ係（正社員）
月給 株式会社　木村チェーン　保内店 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

140,000円～
140,000円

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3人

愛媛県八幡浜市下浜田１３５５－１６

38030- 2008721
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