
年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

医療事務士
不問 (1) 8時30分～13時00分

(2)13時30分～18時00分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  246481 就業場所

変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許

（従業員数 0人 ）

正社員以外 39050-  250381 就業場所高知県高知市

時給
不問

（従業員数 75人 ）

パート労働者 39050-  251681 就業場所

月給 変形（１年単位）
18歳～40歳 (1) 7時00分～16時00分

(2)19時00分～ 4時00分

（従業員数 5人 ）

正社員 39050-  236581 就業場所

時給
不問 (1)13時00分～17時00分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 39050-  237481 就業場所高知県高知市

月給
不問 (1) 8時45分～18時30分

(2) 8時45分～18時00分

（従業員数 6人 ）

正社員 39050-  238781 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 9人 ）

正社員以外 39050-  243681 就業場所高知県土佐市

月給 変形（１年単位）
18歳以上 (1) 6時00分～14時00分

(2)14時00分～22時00分
(3)22時00分～ 6時00分

（従業員数 34人 ）

正社員 39050-  244981 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 23人 ）

正社員 39050-  221881 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士２級

土木施工管理技士１級

（従業員数 23人 ）

正社員 39050-  222281 就業場所高知県吾川郡いの町

変形（１年単位） 中型自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 23人 ）

正社員 39050-  223181 就業場所高知県吾川郡いの町

変形（１年単位） 中型自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分 その他の車両船舶運転

（従業員数 23人 ）

正社員 39050-  224081 就業場所高知県吾川郡いの町

変形（１年単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 88人 ）

正社員以外 39050-  228581 就業場所

時給
不問 (1) 8時30分～18時00分

(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 18人 ）

パート労働者 39050-  232081 就業場所

月給 変形（１年単位） 理学療法士
不問 (1) 8時30分～18時00分 作業療法士

(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 18人 ）

正社員 39050-  233381 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 4人 ）

正社員以外 39050-  234681 就業場所

No.53 表　裏 １月１９日号

所在地・就業場所

その他４０００円
～

時間額
889円～
1,000円

日給９０００円～
１００００円

建築土木作業員 渡辺組　渡辺　睦久 高知県吾川郡いの町小川柳野２
６７－１

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

医療事務 医療法人　ごくらく
とんぼクリニック

高知県吾川郡いの町２０５ 労災

雇用期間の定めなし

月あたり
208,800円～
232,000円

製紙工 森製紙　有限会社 高岡郡日高村沖名７４１４ 雇用・労
災・健康・
厚生155,520円～

181,440円
雇用期間の定めなし

調理員 社会福祉法人　正晴
会　特別養護老人
ホーム　さくら

高知県土佐市高岡町甲９６９－
１

労災

850円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

歯科助手 久万田歯科 高知県吾川郡いの町枝川２９９ 雇用・労災

145,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

出荷作業 田村　征路 高知県高知市春野町仁ノ３７１
１－３

800円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

《急募！》抄紙工 和光製紙（株） 高知県吾川郡いの町３９３６ 雇用・労
災・健康・
厚生142,317円～

200,000円
雇用期間の定めなし

事務員 社会福祉法人　太陽
福祉会

高知県土佐市波介１２７６－４ 雇用・労
災・健康・
厚生148,000円～

167,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

土木技術者 （株）勝賀瀬土建 高知県吾川郡いの町天王北１－
１－１６

雇用・労
災・健康・
厚生250,000円～

360,000円
雇用期間の定めなし

事務 （株）勝賀瀬土建 高知県吾川郡いの町天王北１－
１－１６

雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

重機オペレーター （株）勝賀瀬土建 高知県吾川郡いの町天王北１－
１－１６

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

型枠大工及び土木作
業

（株）勝賀瀬土建 高知県吾川郡いの町天王北１－
１－１６

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

日給８０００円～
１３０００円

月あたり
185,600円～
301,600円

日給１００００円
～

月あたり
232,000円～
301,600円

リハビリ助手 （医）恵水会　（ひ
ろせ整形外科リハビ
リテーションクリ
ニック・アクアメ

高知県土佐市蓮池１００４－１ 雇用・労災

800円～850円雇用期間の定めなし

加工・仕上げ作業員 三昭紙業　株式会社 高知県土佐市北地２４２４－７ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

時給８３０円～
８３０円

月あたり
150,728円～
150,728円

支援員（指導員） 社会福祉法人　つく
しの会

高知県土佐市蓮池９８２ 雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

150,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

理学療法士又は作業
療法士

（医）恵水会　（ひ
ろせ整形外科リハビ
リテーションクリ
ニック・アクアメ

高知県土佐市蓮池１００４－１ 雇用・労
災・健康・
厚生200,000円～

240,000円
雇用期間の定めなし

℡ 088-893-1225

ハローワークいの

（いの公共職業安定◎ 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。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ 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。（この情報誌は、毎週金曜日に発行しています。）
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時給 普通自動車免許ＡＴ
不問

（従業員数 6人 ）

パート労働者 39050-  208081 就業場所高知県吾川郡いの町

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1)10時30分～16時30分

(2)11時30分～17時30分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 39050-  209381 就業場所高知県吾川郡いの町

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1)10時30分～16時30分

(2)11時30分～18時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 39050-  210581 就業場所高知県高知市

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 10人 ）

正社員 39050-  216081 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１年単位）
18歳～40歳 (1) 8時00分～17時00分

(2) 6時00分～14時00分
(3)14時00分～22時00分

（従業員数 88人 ）

正社員 39050-  217381 就業場所

月給 変形（１年単位） 中型自動車免許一種
44歳以下 (1) 7時00分～17時00分 小型船舶操縦士

（従業員数 10人 ）

正社員 39050-  218681 就業場所

月給 変形（１年単位）
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

(2) 6時00分～14時00分
(3)14時00分～22時00分

（従業員数 88人 ）

正社員以外 39050-  219981 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
18歳以上 (1) 7時30分～16時30分

(2) 9時30分～18時30分
(3)12時00分～21時00分

（従業員数 20人 ）

正社員 39050-  220781 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 39050-  195281 就業場所静岡県御前崎市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
39歳以下 (1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許

（従業員数 8人 ）

正社員 39050-  196181 就業場所高知県吾川郡いの町

時給 栄養士
不問 (1) 9時00分～15時30分

（従業員数 20人 ）

パート労働者 39050-  198381 就業場所

中型自動車免許一種
30歳以下 (1) 1時00分～10時00分 フォークリフト技能者

（従業員数 5人 ）

正社員 39050-  201981 就業場所

変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許

（従業員数 6人 ）

正社員 39050-  202581 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１年単位） 調理師
不問 (1) 8時00分～16時30分

(2) 8時30分～17時00分
(3) 8時00分～12時00分

（従業員数 15人 ）

正社員以外 39050-  205881 就業場所

高知アイス売店ス
タッフ

（有）高知アイス 高知県吾川郡いの町下八川乙６
８３

労災

780円～830円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

アイスクリーム製造
及び発送業務

（有）高知アイス 高知県吾川郡いの町下八川乙６
８３

労災

800円～800円雇用期間の定めなし

総務・経理 特定非営利活動法人
ら・ら・ら会

高知県吾川郡いの町６０３２番
３

雇用・労
災・健康・
厚生160,000円～

170,000円
雇用期間の定めなし

高知アイス　街カ
フェスタッフ

（有）高知アイス 高知県吾川郡いの町下八川乙６
８３

労災

780円～830円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

水産技術者（見習い
可）

有限会社　海洋技術 高知県土佐市宇佐町宇佐３１５
９－１５

雇用・労
災・健康・
厚生175,000円～

270,000円
雇用期間の定めなし

加工・仕上げ作業員 三昭紙業　株式会社 高知県土佐市北地２４２４－７ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形150,000円～

170,000円
雇用期間の定めなし

介護員 合同会社　まんさく
の里

高知県土佐市塚地３３１番地１ 雇用・労
災・健康・
厚生146,000円～

146,000円
雇用期間の定めなし

加工・仕上げ作業員 三昭紙業　株式会社 高知県土佐市北地２４２４－７ 雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

170,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

現場作業員【急募】 （株）横山工業 高知県吾川郡いの町西町１００
番地

雇用・労
災・健康・
厚生210,000円～

352,000円
雇用期間の定めなし

現場作業員【急募】 （株）横山工業 高知県吾川郡いの町西町１００
番地

雇用・労
災・健康・
厚生210,000円～

352,000円
雇用期間の定めなし

運転手 有限会社　浜田運送 高知県吾川郡いの町鹿敷４９９
－１

雇用・労
災・健康・
厚生・財形雇用期間の定めなし

栄養士 （株）春野学園 高知県高知市春野町東諸木４１
１５－１３

雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めなし

日給１１４００円
～

月あたり
223,440円～
223,440円

調理 社会福祉法人　日高
児童福祉協会　加茂
保育園

高知県高岡郡日高村岩目地６４
０

雇用・労
災・健康・
厚生165,600円～

165,600円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

土木作業員 株式会社　山神 高知県吾川郡いの町神谷２０９
９

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

日給９０００円～
１４０００円

月あたり
208,800円～
324,800円


