
発行日： 　　２　月　２４　日
次回発行日： 　　３　月　２４　日予定

(1)17時00分～21時00分

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00分～17時00分 三級自動車整備士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-37-2040
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～16時50分 中型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-1164
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)8時00分～12時00分 ホームヘルパー２級
(2)13時00分～17時00分
(3)16時30分～20時30分

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

(1)8時00分～12時00分 看護師
(2)13時00分～17時00分 准看護師

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

(1)8時30分～17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

薬剤師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-7031
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

薬剤師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-7031
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(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

交替制あり
(1)6時00分～15時00分
(2)9時00分～18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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)17時00分～9時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-29-7150
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～15時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-29-7150
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
(2)22時00分～6時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-1648
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
(2)22時00分～6時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-1801
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)16時30分～9時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 090-4307-1509
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． 090-4307-1509
正社員 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!!

施設管理者（ホーム長）
月給 きらら・ケア　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

222,000円～
243,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町須川１７－１

38030-  200531

176,000円～
234,000円2人 愛媛県八幡浜市保内町須川１７－１

38030-  196431 他

5人 愛媛県八幡浜市広瀬１丁目１番１０号

38030-  204631 日他

介護職員
（夜勤常勤：アイリス）

日給 きらら・ケア　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

18歳以上

愛媛県八幡浜市広瀬１丁目１番１０号

38030-  203331 日他

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

150,000円～
170,000円

38030- 3591621 他

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5人

他

調理員
時給 有限会社　めぐみ 労災・厚生不問

900円～900円1人 愛媛県八幡浜市穴井３番耕地７０３番地

他

介護職員
月給 有限会社　めぐみ 雇用・労災・

健康・厚生
18歳～62歳

144,000円～
160,000円1人 愛媛県八幡浜市穴井３番耕地７０３番地

38030-  236731

給食調理員（フルパート）
※60歳以上の方も応募可能です

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

59歳以下
158,067円～
158,067円2人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４

38030-  253631

1,037円～
1,145円3人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４

38030-  250431 他

1人 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目７－１５

38030-  261631 日祝他

介護職員
（グループホーム又は特養）
※60歳以上の方も応募可能です

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

38030-  221931 日祝他

薬剤師（しらはま薬局）
※60歳以上の方も応募可能です

時給 よつばメディカルサービス　株式会社 労災59歳以下
9時00分～18時00分の間の
3時間以上1,800円～

2,500円

他

薬剤師
（よつば薬局駅前西通店）
※60歳以上の方も応募可能です

時給 よつばメディカルサービス　株式会社 労災59歳以下
8時30分～17時30分の間の
3時間以上1,800円～

2,500円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目７－１５

調理職員（パート）
時給 株式会社　たかちほ 雇用・労災不問

853円～1,000円1人 愛媛県西予市宇和町上松葉１６５－１

38030-  322431

1,100円～
1,200円2人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030-  396831 他

2人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030-  369131 他

看護師（デイサービス）
時給 株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町 雇用・労災不問

愛媛県西予市宇和町坂戸６４０番地

38030-  357731 日他

介護職員
（介護付有料老人ホーム）

時給 株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町 雇用・労災不問

853円～918円

38030-  442531 日他

砕石作業・運搬員
※60歳以上の方も応募可能です

月給 南豫砕石工業　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
190,000円～
190,000円1人

日祝他

建設機械・自動車整備士
（見習可）

月給 南海建機　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
180,000円～
250,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町須川２０－１

必要な免許資格
休日

ホールスタッフ
時給 有限会社　丸台レストラン野福 労災不問

1,000円～
1,000円2人 愛媛県西予市宇和町下松葉３５３－１

38030-  578031

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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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/）

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-3501
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)6時30分～21時00分 普通自動車第二種免許
(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

看護師
准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 0894-38-0700
パート労働者 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)7時00分～9時30分 大型自動車免許
(2)14時00分～16時00分 大型自動車第二種免許
(3)11時30分～13時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-24-4888
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5009
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(1)17時00分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-5009
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)7時30分～16時15分 大型自動車免許
大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-54-0660
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時30分～17時30分 三級自動車整備士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-1334
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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0998
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． 0894-22-0998
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)12時00分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-21-1708
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

(1)7時00分～17時10分
(2)8時30分～17時10分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-39-0004
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(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

(1)9時00分～18時00分 理容師
美容師

雇用期間の定めなし TEL． 0942-27-8778
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～18時00分 理容師
美容師

雇用期間の定めなし TEL． 0942-27-8778
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１－１

40010-10634031 土日祝他

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!!

土日祝

福祉理容師
福祉美容師

時給 株式会社　シルバーサポートジャパン 労災不問
1,300円～
2,500円

9時00分～18時00分の間の
2時間以上

2人

日他

福祉理容師
福祉美容師（正）

月給 株式会社　シルバーサポートジャパン 雇用・労災・
健康・厚生

不問
180,000円～
500,000円2人 福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１－１

40010-10630331

清掃員／午後
（市立八幡浜総合病院）

時給 芙蓉メンテナンス株式会社 労災不問

900円～900円2人 愛媛県松山市和泉北４丁目２番７号

38010-39513921

151,800円～
179,400円3人 愛媛県西宇和郡伊方町九町１－８５９－２

38030- 3399921 日祝他

1人 愛媛県八幡浜市松柏丙５１６番地

38030- 3442521 他

清掃作業員
日給 有限会社　町見緑化 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県八幡浜市保内町宮内２－７８－１

38030- 3499821 土日祝他

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
94,000円～
94,000円

38030- 3497021 日祝他

介護職員
時給 株式会社　Ｗｅｌｌ　Ｓｔｕｄｉｏ 労災不問

853円～900円1人

日祝他

建築作業員
月給 株式会社　河野工務店 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

200,000円～
250,000円1人 愛媛県八幡浜市八代人加志１６９番地

日祝他

建築施工管理
月給 株式会社　河野工務店 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

300,000円～
400,000円1人 愛媛県八幡浜市八代人加志１６９番地

38030- 3496121

自動車整備士（見習い可）
※60歳以上の方も応募可能です

月給 有限会社　八幡浜ダイハツモータース 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
200,000円～
240,000円1人 愛媛県八幡浜市八代１丁目１－３７

38030- 3583921

191,250円～
202,500円1人 愛媛県西宇和郡伊方町名取３０６５番地

38030-  295331 日他

2人 愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

38030-   74531 他

生コンミキサー車運転手
※60歳以上の方も応募可能です

日給 九四生コン　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

38030-   60631 他

食器洗浄員（パート）
時給 医療法人　高仁会 労災不問

1,000円～
1,000円

38030-  386131 土日祝他

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

147,398円～
172,800円2人

他

幼稚園バス運転手
時給 学校法人　ロザリオ学園　八幡浜聖母幼稚園 労災不問

1,150円～
1,150円1人 愛媛県八幡浜市昭和通１１８２－７

看護師
時給 社会福祉法人　伊方社会福祉協会 労災不問

7時30分～18時30分の間の
4時間以上

970円～1,250円1人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦８６１番地１

38030-  162431

147,780円～
147,780円1人 愛媛県八幡浜市産業通１０－１１

38030-  157331 他

1人 愛媛県八幡浜市３７９－１０

38030-  279631 日他

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

調理補助スタッフ
時給 ブラッスリーＷＩＬＬ 労災不問

15時00分～22時00分の間の
3時間以上

900円～1,000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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