
発行日： 　１１　月　　７  日
次回発行日： 　１１　月　１５  日予定

(1)8時30分～17時15分
(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． 0894-22-5750
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

(1)9時00分～15時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-53-0776
パート労働者 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

保育士
幼稚園教諭免許

（専修・１種・２種）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-21-0402

パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時00分～15時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-6697
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)0時00分～9時00分
(2)9時00分～15時00分
(3)15時00分～0時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-0187
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時00分～15時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-5652
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～12時30分
(2)12時30分～16時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-7030
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)16時00分～22時00分
(2)11時00分～15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)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-1474
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
(2)9時00分～16時00分
(3)16時00分～0時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-1162
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． 0894-62-2877
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(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

(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

(1)8時00分～13時00分
(2)12時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-24-0148
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時00分～13時00分
(2)13時00分～17時00分

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)8時30分～12時00分 ホームヘルパー２級
(2)13時00分～16時30分 介護職員初任者研修修了者
(3)17時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-1211
パート労働者 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!!

他

ホームヘルパー
時給 東宇和農業協同組合 労災不問

1,380円～
1,380円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目４６２

38030- 3202121

介護職員（カトレア）
時給 きらら・ケア　株式会社 労災不問

860円～950円2人 愛媛県八幡浜市保内町須川１７－１

38030- 3195621

900円～900円4人 愛媛県八幡浜市１２５２－９

38030- 3187621 他

1人 愛媛県八幡浜市字白浜１５３６番地５

38030- 3186321 日祝他

パンの製造及び販売員
時給 九州フジパンストアー　株式会社

パリクロアッサン八幡浜店 労災不問

愛媛県八幡浜市沖新田１５２６－１７　村中ビル１階

38030- 3183221 土他

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

38030- 3176521 火水他

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

他

ホールスタッフ【夜】
時給 肉専科　しんみや 雇用・労災不問

17時00分～22時00分の間の
4時間程度1,000円～

1,200円1人 愛媛県西予市宇和町稲生３５番地

コンビニエンスストア店員
時給 セブンイレブン　八幡浜産業通店 労災不問

860円～1,080円3人 愛媛県八幡浜市産業通１２－２４

38030- 3175221

856円～1,000円3人 愛媛県西予市宇和町坂戸３８８－４

38030- 3148721 日祝他

1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３ー３１８

38030- 3141521 他

交通誘導警備員
（南予地域：週３～４日）

日給 株式会社　オースター 雇用・労災18歳以上

愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目２５２

38030- 3138121 日祝他

ホール係
時給 株式会社　冨士廼家 雇用・労災不問

1,300円～
1,500円

38030- 3137921 土日祝他

医療事務及び検査補助員
時給 医療法人　開明眼科 雇用・労災59歳以下

853円～1,200円1人

他

配達・集金係兼事務補助員
時給 三泰商事　株式会社 雇用・労災不問

1,050円～
1,050円1人 愛媛県八幡浜市１４７８番地（新町３丁目）

土日祝他

販売員
（ローソン保内喜木店）

時給 有限会社　ユルト（ローソン） 雇用・労災不問

860円～860円3人 愛媛県八幡浜市保内町喜木１－６５－１

38030- 3154121

一般事務員
時給 大塚社労士事務所 雇用・労災不問

860円～950円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町１丁目３０９番地２

38030- 3114721

1,016円～
1,016円3人 愛媛県八幡浜市北浜１丁目１－１

38030- 3134421 日祝他

愛媛県西宇和郡伊方町川之浜６５２－１

38030- 3232421 他

保育士
月給 八幡浜市役所 雇用・公災・

健康・厚生
不問

7時30分～18時00分の間の
4時間以上

他

食堂スタッフ
時給 朝日共販　株式会社 労災64歳以下

880円～880円
8時30分～17時00分の間の
6時間程度

1人

必要な免許資格
休日

調理補助員
（真網代くじら）

時給 医療法人　青峰会 雇用・労災・
健康・厚生

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

38030- 3227921

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/）

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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雇用期間の定めなし TEL． 090-8970-4722
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～12時30分
(2)13時30分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-2466
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)16時00分～22時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-2211
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． 0894-22-3211
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
(2)13時00分～18時00分
(3)9時00分～15時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-33-3001
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)9時00分～15時45分
(2)11時15分～18時00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

雇用期間の定めなし TEL． 090-7573-0539
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． 0894-72-3820
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)7時00分～11時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-0921
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～12時30分 看護師
(2)14時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-2233
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)9時00分～16時00分
(2)8時00分～15時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-1922
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)10時30分～13時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 0894-62-0150
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． 0894-62-8816
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～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)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

交替制あり
(1)8時00分～12時00分
(2)12時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-1822
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

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!!

販売、接客、製造係
時給 萩森水産　株式会社 雇用・労災不問

950円～1,000円1人 愛媛県八幡浜市昭和通１５８１－９

38030- 3043821

900円～900円1人 愛媛県西予市宇和町瀬戸９６０番地１

38030- 3049921 日祝他

1人 愛媛県八幡浜市１２８０－９

38030- 3064621 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

愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目４４３番地

38030- 3070421 土日祝他

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

他

税理スタッフ
時給 古谷佑一税理士事務所 雇用・労災不問

8時30分～17時00分の間の
5時間程度

900円～1,100円1人

土日祝他

内務作業員
時給 日本郵便　株式会社　西予郵便局 労災不問

1,000円～
1,000円1人 愛媛県西予市宇和町皆田１２２６－２

38030- 3086821

職業指導員
時給 一般社団法人　愛媛県ネットワーク協会 雇用・労災59歳以下

880円～880円1人 愛媛県西予市野村町高瀬３４０９番地

38030- 3080321

1,300円～
1,500円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目２９６

38030- 3075021 日祝他

1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内５番耕地２２８番地

38030- 3092021 日祝他

正看護師
時給 医療法人　ささき皮フ科クリニック 労災不問

愛媛県西予市野村町野村９号４７番地３

38030- 3104921 他

配送員
その他 保内運送　有限会社 雇用・労災59歳以下

1,250円～
1,250円

月水木土日祝他

介護職員
時給 西予市野村　介護老人保健施設　つくし苑 労災不問

8時30分～17時15分の間の
3時間以上

888円～1,333円1人

公文式教室スタッフ
時給 公文式　西予ティモネ教室 労災不問

15時00分～21時00分の間の
3時間以上

900円～950円2人 愛媛県西予市宇和町卯之町１丁目４５７

38030- 3093721

918円～918円1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 3123821 他

2人 愛媛県西予市三瓶町朝立１－４３８－２８７

38030- 3119321 8時30分～18時30分の間の
5時間程度

水他

調理員（ひまわりの家）
時給 社会福祉法人　西予総合福祉会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県八幡浜市大平１－６３８

38030- 3118421 他

販売員（レジ係）
時給 みかめホールディング　株式会社 雇用・労災不問

860円～860円

他

看護助手（病棟）
月給 市立八幡浜総合病院 雇用・労災不問

8時30分～17時15分の間の
4時間程度1,074円～

1,074円2人

日祝他

レストランフロアスタッフ
時給 株式会社　オキノ 雇用・労災不問

880円～1,000円1人 愛媛県西予市宇和町上松葉３２５

38030- 3129921

受付・歯科助手
時給 つかさ歯科医院 労災不問

900円～1,000円1人 愛媛県八幡浜市千代田町１４５８

38030- 3207521

1,000円～
1,000円1人 愛媛県西予市宇和町下松葉３５３－１

38030- 3109221 水土日祝他

調理補助スタッフ
時給 有限会社　丸台レストラン野福 労災不問

17時00分～21時00分の間の
1時間以上

ハローワークインターネットサービス
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