
発行日： 　７月２５日
次回発行日： 　８月２５日予定

(1)8時00分～13時00分
(2)8時00分～16時00分
(3)23時00分～8時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-20-8110
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-33-2152
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～21時00分
(2)8時30分～0時00分
(3)7時30分～20時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-24-1515
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 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)9時00分～14時00分
(2)14時00分～19時00分
(3)19時00分～23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)16時00分～18時30分
(2)7時00分～8時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-6565
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(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

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

交替制あり
(1)9時00分～18時00分 介護福祉士
(2)10時30分～19時30分 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-24-1611

パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(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)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)7時00分～11時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-2200
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． 0894-22-2600
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-7211
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分 二級自動車整備士

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

(1)8時30分～17時30分

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

(1)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5009
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

必要な免許資格
休日

コンビニエンススト
ア店員

時給
ファミリーマート　八幡浜昭和通店 労災不問

821円～955円3人
愛媛県八幡浜市浜田町１３５５－２７

38030- 2183321

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

38030- 2182421 水木金土日祝他

他

肥料袋詰め作業員
日給

有限会社　上田産業 労災不問
1,290円～1,290

円1人
愛媛県八幡浜市大字八代６６４－４

堆肥配達及び散布作
業員（城川堆肥セン
ター）

時給
東宇和農業協同組合 雇用・労災・

健康・厚生
不問

タクシー運転手
月給

アトムタクシー　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

18歳以上
147,780円～
147,780円

165,600円～
165,600円1人

愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目４６２

38030- 2161021 日他

1人
愛媛県八幡浜市産業通１０－１１

38030- 2167321 他

温泉施設のフロン
ト・清掃

時給
八幡浜興産株式会社 労災18歳以上

825円～950円1人
愛媛県八幡浜市北浜１－１５９０－３１

38030- 2147721
又は9時00分～23時00分
の間の5時間程度

他

清掃スタッフ
時給

株式会社　アゴラ 労災不問

830円～830円2人
愛媛県八幡浜市沖新田１５８１番地２３

38030- 2131221 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

愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４

38030- 2049121 他

38030- 2102921 日他

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158,067円～

158,067円2人

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165,000円～
176,000円1人

愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地

38030- 2039621

介護職員
時給 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 労災不問

940円～1,000円1人
愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目２番９号

他

愛媛県八幡浜市昭和通１２８０

38030- 1907821 日他

38030- 1893821 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1人

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
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- 1925221 他

市場作業員
時給

有限会社　村中商店 雇用・労災不問
1,100円～1,100

円2人
愛媛県八幡浜市沖新田１５２６－１７　村中ビル１階

38030- 1926521

38030- 1931721 他

土他

介護職員
時給

医療法人　広仁会　広瀬病院 労災不問

890円～890円2人
愛媛県八幡浜市１２８０－９

自動車整備士
月給

株式会社　丸商サービス 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下

鮮魚売場加工、補充
作業員

時給
株式会社　フジ　宇和店 労災不問

821円～821円

255,000円～
300,000円1人

愛媛県八幡浜市沖新田１５８１番地２２

38030- 1948021 日祝他

1人
愛媛県西予市宇和町卯之町四丁目６５４番地

38030- 1940821 他

介護職員（嘱託職
員：日勤）

月給
医療法人　高仁会 雇用・労災・

健康・厚生
60歳以上

147,500円～
148,000円3人

愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 1970121

38030- 1975521 他

他

給食調理補助員
（パート）

時給
医療法人　高仁会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

821円～1,000円2人
愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

7時00分～22時00分の間
の3時間以上

59歳以下
（60歳以上

応募可）

59歳以下
（60歳以上

応募可）

℡ 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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℡ 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

(1)9時30分～15時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-20-9000
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-1144
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)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

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

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)8時30分～13時00分
(2)11時00分～17時00分
(3)17時00分～21時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-2737
パート労働者 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

看護師
ホームヘルパー２級
介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-0244
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． 0894-53-0245
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． 0894-53-0245
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-8018
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ヶ月以上） TEL． 0894-89-4165
正社員以外 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

交替制あり
看護師
准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-9090
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～12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)13時00分～16時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 089-932-6200
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

2人
愛媛県西予市宇和町新城７２０番地

38030- 1881921 日他

造園工
月給

有限会社　市川造園建設 雇用・労災・
健康・厚生190,000円～

280,000円

清掃スタッフ（スー
パーホテル八幡浜）

時給
株式会社　ステップコミュニケーション 雇用・労災不問

830円～900円2人
愛媛県八幡浜市字中深１２１５－１

38030- 1874921

土日

他

ゴミ収集作業員（週
５日）

時給
有限会社　八幡浜クリーン 労災64歳以下

900円～1,000円2人
愛媛県八幡浜市松柏乙９９０番地

38030- 1860821

清掃員（ハウスキー
パー）

時給
株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町 雇用・労災不問

821円～821円

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
181,500円～
181,500円1人

1人
愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 1849621 他

愛媛県八幡浜市北浜１－１５３３－２０

38030- 1847421 日他

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

850円～1,100円1人
愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目６７－１

38030- 1817021

在宅訪問介護員
時給 株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町　ヘル

パーステーション 労災不問

愛媛県八幡浜市浜田町１

38030- 1816121 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

弁当製造販売員
時給 株式会社　セイナン　ほっかほっか亭八幡浜

店 労災65歳以下

900円～900円4人

1,250円～1,450
円3人

愛媛県八幡浜市下道１４２０

38030- 1752921 他

1人
愛媛県八幡浜市松柏丙５１６番地

38030- 1748221 他

検品及び縫製工
時給

株式会社　イーエスエス 雇用・労災・
健康・厚生142,525円～

142,525円2人
愛媛県西宇和郡伊方町大久１３３９

38030- 1737021 日祝他

一般事務員
月給

株式会社　イーエスエス 雇用・労災・
健康・厚生150,000円～

150,000円1人
愛媛県西宇和郡伊方町大久１３３９

38030- 1739821 日祝他

給食調理員（土・
日・祝日）

時給
株式会社　元禄　デイサービスねぶの花 労災不問

950円～950円2人
愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目１番地４

愛媛県西予市野村町野村１２号４４６番地

38030- 1676521 他

38030- 1715521
又は

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

227,320円～
227,320円5人

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

愛媛県八幡浜市保内町須川１７－１

38030- 1619321

38030- 1653921 日他

他

仕上加工員（午前）
時給

八幡浜紙業　株式会社 雇用・労災不問

821円～821円1人
愛媛県八幡浜市昭和通１２８０

訪問看護師
時給 合同会社　訪問看護ステーションいまいスマ

イル 雇用・労災不問
1,000円～1,200

円2人
愛媛県八幡浜市八代６８番地１

38030- 1638121

他

【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？

8時30分～17時30分の間
の4時間以上

7時00分～20時00分の間
の8時間程度

6時00分～18時30分の間
の4時間程度

日他

59歳以下
（60歳以上

応募可）

59歳以下
（60歳以上

応募可）

59歳以下
（60歳以上

応募可）

8時00分～18時00分の間
の2時間以上

8時30分～19時00分の間
の7時間程度

8時00分～17時00分の間
の4時間以上

清掃員（市立八幡浜
総合病院）／午後

時給
芙蓉メンテナンス株式会社 労災不問

850円～880円2人
愛媛県松山市和泉北４丁目２番７号

38010-17822321

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


