
発行日：

　
(1)7時00分～16時00分 原動機付自転車免許

　
(1)8時00分～16時00分

　
(1)8時00分～16時00分

　
(1)7時00分～16時00分

　
(1)7時15分～15時45分

　
(1)8時00分～17時00分
(2)13時00分～17時00分

　
(1)8時00分～16時00分

　
(1)8時00分～17時00分

　
(1)7時00分～16時00分

　
(1)7時00分～16時00分

　
(1)7時00分～15時30分

　
(1)7時00分～15時30分 原動機付自転車免許

　
(1)7時30分～16時00分

　
(1)7時00分～16時00分

　
(1)6時50分～15時20分

　
(1)7時00分～16時00分

愛媛県八幡浜市

みかん採取作業員
5人

時給 浜岡　錦也

1,000円～1,000円
愛媛県八幡浜市向灘

令和4年11月7日～令和4年12月20日 38030-   55620 就業場所

愛媛県八幡浜市川上町上泊甲
令和4年11月1日～令和4年12月20日 38030-   56520 就業場所 愛媛県八幡浜市

38030-   60120 就業場所 愛媛県八幡浜市

みかん運搬作業員
1人

時給 井上　善揮

1,500円～1,500円

愛媛県八幡浜市

みかんの収穫・選果作業員
3人

時給 松良　晋吾

900円～1,000円
愛媛県八幡浜市真網代丙

令和4年11月1日～令和4年12月24日

みかん収穫作業員
2人

時給 山本農園

1,000円～1,000円
愛媛県八幡浜市向灘

令和4年11月7日～令和4年12月20日 38030-   59320 就業場所

愛媛県八幡浜市川上町白石

令和4年11月1日～令和4年12月20日 38030-   63620 就業場所 愛媛県八幡浜市

38030-   64520 就業場所 愛媛県八幡浜市

みかん採取作業員
1人

日給 磯崎　初廣

7,800円～7,800円

愛媛県八幡浜市

みかん採取作業員
2人

時給 橋本農園

860円～860円
愛媛県八幡浜市合田

令和4年11月10日～令和4年12月20日

みかん採取及び運搬作業員
1人

日給 藤原　大志

10,000円～10,000円
愛媛県八幡浜市真網代丙

令和4年11月10日～令和4年12月15日 38030-   66020 就業場所

愛媛県八幡浜市真網代丙

令和4年11月10日～令和4年12月10日 38030-   65820 就業場所 愛媛県八幡浜市

38030-   70720 就業場所 愛媛県八幡浜市

みかん採取作業員
1人

日給 藤原　大志

7,000円～7,000円

愛媛県八幡浜市

みかん運搬作業員
1人

時給 浅野　滋

1,300円～1,300円
愛媛県八幡浜市向灘

令和4年11月10日～令和4年12月25日

みかん採取作業員
2人

日給 浦中　吉春

9,000円～9,000円
愛媛県八幡浜市向灘勘定

令和4年11月10日～令和4年12月25日 38030-   77920 就業場所

愛媛県八幡浜市五反田

令和4年11月1日～令和4年12月25日 38030-   76220 就業場所 愛媛県八幡浜市

38030-   75320 就業場所 愛媛県八幡浜市

みかん栽培作業員
3人

時給 二宮農園

1,300円～1,300円

愛媛県八幡浜市

みかん採取作業員
1人

時給 平田農園

950円～950円
愛媛県八幡浜市八代

令和4年11月10日～令和4年12月28日

みかん採取作業員
2人

時給 魚海　幹孝

900円～1,100円
愛媛県八幡浜市向灘

令和4年11月5日～令和4年12月28日 38030-   74020 就業場所

愛媛県八幡浜市五反田

令和4年11月10日～令和4年12月25日 38030-   73820 就業場所 愛媛県八幡浜市

38030-   72520 就業場所 愛媛県八幡浜市

みかん採取作業員
1人

時給 えひめ　二宮果樹園

950円～950円

愛媛県八幡浜市

みかん運搬作業員
1人

時給 えひめ　二宮果樹園

1,200円～1,200円
愛媛県八幡浜市五反田

令和4年11月10日～令和4年12月25日

必要な免許資格

みかん採取作業員
2人

時給 清水農園

1,000円～1,000円
愛媛県八幡浜市川上町上泊甲

令和4年11月1日～令和4年12月20日 38030-   79420 就業場所

１０月２５日

職種
雇用期間

採用
人数

賃金形態
賃金 求人者名・所在地・就業場所等 就業時間

℡ 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。



発行日：

必要な免許資格

１０月２５日

職種
雇用期間

採用
人数

賃金形態
賃金 求人者名・所在地・就業場所等 就業時間

℡ 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。

　
(1)7時30分～16時30分 原動機付自転車免許

　
(1)15時30分～20時00分

　
(1)7時00分～16時00分

　
(1)16時00分～18時00分

　
(1)7時00分～16時30分

　
(1)7時00分～16時30分

　
(1)7時30分～16時30分

　
(1)7時30分～16時30分

　
(1)8時00分～16時00分

　
(1)6時50分～15時20分

　
(1)8時00分～16時00分

　
(1)7時00分～16時00分

　
(1)7時30分～16時00分

　
(1)17時00分～21時00分

　
(1)7時00分～15時30分

　
(1)8時00分～12時00分

38030-   32020 就業場所 愛媛県八幡浜市

愛媛県八幡浜市

みかん等の運搬及び採取作業員
2人

時給 脇水　農園

1,000円～1,000円
愛媛県八幡浜市五反田

～令和4年12月31日

みかん採取作業員
2人

時給 山内農園

900円～1,000円
愛媛県八幡浜市川上町川名津甲

令和4年11月1日～令和4年12月15日 38030-   36120 就業場所

愛媛県八幡浜市向灘
令和4年11月5日～令和4年12月23日 38030-   42220 就業場所 愛媛県八幡浜市

38030-   41320 就業場所 愛媛県八幡浜市

選果作業員
1人

時給 道上農園

1,050円～1,050円

愛媛県八幡浜市

みかん採取作業員
2人

時給 道上農園

900円～900円
愛媛県八幡浜市向灘

令和4年11月10日～令和4年12月23日

みかん運搬・採取作業員
1人

時給 道上農園

1,200円～1,200円
愛媛県八幡浜市向灘

令和4年11月10日～令和4年12月23日 38030-   38720 就業場所

愛媛県八幡浜市穴井

令和4年11月1日～令和4年12月15日 38030-   46720 就業場所 愛媛県八幡浜市

38030-   45420 就業場所 愛媛県八幡浜市

みかん採取作業員
2人

時給 竹中農園

860円～860円

愛媛県八幡浜市

みかん採取作業員
2人

時給 井上　善揮

1,000円～1,000円
愛媛県八幡浜市川上町上泊甲

令和4年11月1日～令和4年12月20日

みかん採取作業員
3人

時給 宮部　浩一

950円～1,000円
愛媛県八幡浜市向灘

令和4年11月7日～令和4年12月25日 38030-   43920 就業場所

愛媛県八幡浜市日土町

～令和4年12月25日 38030-   47620 就業場所 愛媛県八幡浜市

38030-   48520 就業場所 愛媛県八幡浜市

柑橘のサンテかけ及び収穫作業員

1人

日給 藤長　佐一

8,000円～8,000円

愛媛県八幡浜市

みかん袋かけ・採取作業員
3人

日給 小野　勉

8,000円～8,000円
愛媛県八幡浜市保内町喜木

～令和4年12月20日

みかん運搬作業員
1人

時給 西村　昌洋

1,100円～1,100円
愛媛県八幡浜市向灘

令和4年11月10日～令和4年12月10日 38030-   50220 就業場所

愛媛県八幡浜市向灘

令和4年11月10日～令和4年12月10日 38030-   49820 就業場所 愛媛県八幡浜市

38030-   78120 就業場所 愛媛県八幡浜市

みかん採取作業員
3人

時給 西村　昌洋

1,000円～1,000円

愛媛県八幡浜市 又は7時00分～16時00
分の間の4時間以上

運搬作業員
1人

時給 株式会社　コウ果樹園

1,500円～1,500円
愛媛県八幡浜市五反田

令和4年11月5日～令和4年12月15日

みかん採取・運搬作業員
1人

時給 株式会社　コウ果樹園

1,300円～1,300円
愛媛県八幡浜市五反田

令和4年11月1日～令和4年12月15日 38030-   53420 就業場所

愛媛県八幡浜市川上町白石乙

令和4年11月1日～令和4年12月20日 38030-   51920 就業場所 愛媛県八幡浜市

38030-   54720 就業場所 愛媛県八幡浜市

みかん運搬作業員（倉庫）
1人

時給 正　農園

1,300円～1,300円

みかん採取作業員
2人

日給 嶋家　昌伸

8,000円～8,200円
愛媛県八幡浜市川上町川名津甲

令和4年11月1日～令和4年12月25日



発行日： 　１０　月　２５　日
次回発行日： 　１１　月　２５　日予定

交替制あり
(1)8時30分～15時00分
(2)11時00分～17時30分

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)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30分～16時30分
(2)8時30分～12時30分

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)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

(1)10時00分～14時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-2877
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

雇用期間の定めなし TEL． 090-1171-7150
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-6262
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～12時00分
(2)13時40分～15時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-5855
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～13時00分
(2)12時45分～18時15分
(3)7時00分～16時00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

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

交替制あり
(1)8時30分～16時30分
(2)9時30分～17時30分
(3)10時30分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-33-3636
パート労働者 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． 0894-24-1111
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時45分～13時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-5750
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(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 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

日他

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!!

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- 2995821

146,320円～
151,040円1人 愛媛県西予市宇和町瀬戸３９０－１

38030- 2994721 土他

1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 2992121 日祝他

製造加工員
日給 伊予蒲鉾　株式会社 雇用・労災・健

康・厚生・財形
64歳以下

愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目１２－１０

38030- 2976921 日祝他

ケアスタッフ
（チヨダクリニック）

時給 医療法人　青峰会 労災不問
1,000円～
1,000円

38030- 3028821 他

青果物販売員
日給 西宇和農業協同組合 雇用・労災・健

康・厚生
不問

135,680円～
148,400円1人

他

レジ係
時給 株式会社　Ａコープ西日本　Ａコープみかめ 雇用・労災・健

康・厚生
不問

855円～855円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立１－５４９－１

介護職員・生活支援員
月給 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
不問

7時00分～20時00分の間の
8時間程度178,142円～

178,142円5人 愛媛県西予市野村町野村１２号４４６番地

38030- 3024921

900円～900円2人 愛媛県八幡浜市沖新田１５８１番地２３

38030- 3020521 他

2人 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１４

38030- 3011221 水日他

産直コーナースタッフ
時給 株式会社　アゴラ 雇用・労災不問

愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目３７０番地

38030- 3029221 土日祝他

介護職員（入浴介助）
時給 社会福祉法人　ことぶき会

介護老人保健施設　青葉荘 労災不問

860円～900円

他

カードシュレッダー業務等軽
作業員

時給 カーディナル　株式会社　えひめ工場 雇用・労災60歳以上
8時30分～17時30分の間の
5時間以上1,000円～

1,000円1人

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

860円～960円1人 愛媛県八幡浜市北浜１－１５９０－３１

38030- 3039321

土木作業員
日給 海星工業 雇用・労災18歳以上

222,300円～
222,300円2人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１‐４６１‐１

38030- 3037521

950円～950円1人 愛媛県西予市宇和町稲生３５番地

38030- 3036221 火水他

1人 愛媛県八幡浜市昭和通１５８１－９

38030- 3044221 他

ホールスタッフ【昼】
時給 肉専科　しんみや 雇用・労災不問

愛媛県西予市宇和町瀬戸９６０番地１

38030- 3049921 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

163,400円～
172,000円

38030- 3065921 他

一般事務員
時給 株式会社　サヤオート 雇用・労災・健

康・厚生
不問

900円～900円1人

他

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

880円～930円1人 愛媛県八幡浜市字中深１２１５－１

必要な免許資格
休日

清掃員
時給 医療法人　広仁会　広瀬病院 雇用・労災不問

880円～880円1人 愛媛県八幡浜市１２８０－９

38030- 3064621

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

℡ 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/）

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)
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発行日： 　１０　月　２５　日
次回発行日： 　１１　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

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/）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-29-1000
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． 0894-24-1515
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし TEL． 0894-21-1674
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)15時15分～17時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-21-3333
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)15時00分～20時00分
(2)17時00分～20時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0896-58-5791
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

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45分～17時45分 看護師
(2)8時45分～13時45分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-6801
パート労働者 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

交替制あり

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-3121
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時00分～16時10分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-72-3780
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)7時30分～16時30分
(2)8時30分～17時30分

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

(1)9時00分～12時00分
(2)13時00分～16時00分

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

(1)9時00分～18時00分 三級自動車整備士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-3430
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． 0894-24-1111
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目１２－１０

38030- 2886521 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!!

愛媛県西予市宇和町稲生３８番地

38030- 2884821 他

舌田事業所店舗業務
日給 西宇和農業協同組合 雇用・労災・健

康・厚生
不問

135,680円～
148,400円

38030- 2939521 日他

自動車整備士
月給 株式会社　オートウェーブ西予 雇用・労災・健

康・厚生
64歳以下

185,000円～
250,000円1人

他

清掃・介護補助員
時給 株式会社　元禄　デイサービスねぶの花 労災不問

870円～1,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目１番地４

土日祝他

介護職員（日勤）
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

165,000円～
185,000円3人 愛媛県八幡浜市白浜通１５３６番地１１８

38030- 2934121

1,311円～
1,538円

8時00分～17時10分の間の
6時間程度

5人 愛媛県西予市野村町野村８－１３５－４

38030- 2927021

2人 愛媛県八幡浜市字中深１２１５－１

38030- 2926121 他

一般作業員
時給 有限会社　ビー・ピー・ユニオン 雇用・労災不問

38030- 2898921 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・労災不問
8時00分～17時00分の間の
5時間程度

880円～900円

日祝他

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

853円～1,000円2人 愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

日祝他

看護師または准看護師
時給 医療法人　山下小児科 雇用・労災不問

1,200円～
1,500円2人 愛媛県西予市宇和町伊賀上１６５６番５７

38030- 2953721

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

400,000円～
500,000円1人 愛媛県西予市野村町河西１１６６番地６

38030- 2950921

148,080円～
148,080円2人 愛媛県西宇和郡伊方町大久１３３９

38030- 2945721 日祝他

1人 愛媛県西宇和郡伊方町大久１３３９

38030- 2944021 日祝他

縫製及び検品作業員
※60歳以上の方も応募可能です

時給 株式会社　アクティブ 雇用・労災・健
康・厚生

59歳以下

愛媛県八幡浜市北浜１丁目４番３３号 9時00分～20時00分の間の
6時間程度

38030- 2942921 他

一般事務員
※60歳以上の方も応募可能です

月給 株式会社　イーエスエス 雇用・労災・健
康・厚生

59歳以下
155,000円～
155,000円

38030- 2969121 土日祝他

販売員
（ファッションアドバイザー）

時給 セムミモザ　株式会社　フジグラン北浜店 雇用・労災不問

853円～1,000円1人

他

運転手
（健康惣菜専門店わくわく）

時給 あさひみらい　株式会社　就労継続支援Ｂ型事業
所　わくわくみらい館やわたはま 労災64歳以下

853円～853円1人 愛媛県八幡浜市新港戎町４３５番地１８

他

介護職員
時給 株式会社　明幸商事 労災不問

900円～1,000円2人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地５０６番地１

38030- 2965421

7時00分～20時00分の間の
8時間程度150,000円～

150,000円1人 愛媛県八幡浜市産業通１０－１４

38030- 2958321

1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030- 2957421 土日祝他

ガソリンスタンド店員
月給 アトム石油　株式会社 雇用・労災・健

康・厚生
64歳以下

一般事務員
時給 社会福祉法人　白寿会

介護老人保健施設　西安 雇用・労災不問
8時30分～17時15分の間の
4時間以上

853円～853円

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)
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