
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

時給
不問 (1)10時00分～17時00分

（従業員数 50人 ）

パート労働者 39050-  550581 就業場所 高知県高知市

月給
40歳以下 (1)13時00分～20時00分

（従業員数 50人 ）

正社員 39050-  551481 就業場所 高知県高知市

時給 変形（１ヶ月単位）
18歳以上 (1) 7時30分～16時30分

(2) 9時00分～18時00分
(3)12時30分～21時30分

（従業員数 10人 ）

パート労働者 39050-  541981 就業場所

月給
不問 (1)11時00分～20時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 39050-  542581 就業場所

時給
不問 (1)10時00分～15時00分

(2)17時00分～21時00分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  543481 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 7時00分～12時00分

(2) 9時00分～12時00分

（従業員数 12人 ）

パート労働者 39050-  489481 就業場所 高知県高知市

月給
35歳以下 (1) 8時00分～17時10分

（従業員数 10人 ）

正社員 39050-  490281 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 19人 ）

正社員以外 39050-  492081 就業場所 高知県高知市

時給
不問 (1) 9時00分～17時00分

(2) 9時00分～15時00分
(3) 9時00分～12時00分

（従業員数 19人 ）

パート労働者 39050-  493381 就業場所 高知県高知市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 5時00分～12時45分

（従業員数 13人 ）

正社員以外 39050-  503781 就業場所 高知県高知市

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 5時00分～ 9時00分

(2) 7時00分～11時00分

（従業員数 13人 ）

パート労働者 39050-  505281 就業場所 高知県高知市

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 27人 ）

正社員以外 39050-  507081 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 27人 ）

正社員以外 39050-  508381 就業場所

不問 (1) 9時00分～18時00分
(2)12時00分～21時00分
(3) 8時00分～17時00分

（従業員数 27人 ）

正社員以外 39050-  509681 就業場所

時給
不問 (1)12時00分～18時00分

(2)10時00分～19時00分

（従業員数 27人 ）

パート労働者 39050-  510481 就業場所

変形（１ヶ月単位）
18歳以上 (1)21時00分～ 7時00分

（従業員数 30人 ）

パート労働者 39050-  470581 就業場所

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

（従業員数 5人 ）

正社員 39050-  474281 就業場所

配管工 有限会社　エイト
テック

吾川郡いの町枝川１０－３ 雇用・労
災・健康・
厚生205,000円～

305,000円
雇用期間の定めなし

夜間管理 ＨＯＴＥＬ　ＳＰ
‐ｈａｒｕｎｏ‐

高知県高知市春野町芳原２４８
５

雇用・労災

雇用期間の定めなし

その他６７９０円～
６７９０円

時間額
970円～
970円

受付及びプール監視 高知中央西部焼却処
理事務組合

土佐市北地２２９０ 労災

933円～933円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

受付及びプール監視 高知中央西部焼却処
理事務組合

土佐市北地２２９０ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

日給７２３１円～
７２３１円

20日間
144,620円～
144,620円

清掃職員 高知中央西部焼却処
理事務組合

土佐市北地２２９０ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

一般事務職員 高知中央西部焼却処
理事務組合

土佐市北地２２９０ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

日給６７８９円～
６７８９円

20日間
135,780円～
135,780円

日給７２３１円～
７２３１円

20日間
144,620円～
144,620円

仕分け・運搬作業 エイト産業　株式会
社

高知市朝倉丙１６５３－２５ 雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

仕分け・運搬作業 エイト産業　株式会
社

高知市朝倉丙１６５３－２５ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

日給６０００円～
６０００円

月あたり
152,000円～
152,000円

袋詰作業 旭フレッシュ　株式
会社

高知市春野町弘岡中１４０２番
地

労災

740円～745円雇用期間の定めなし

袋詰作業 旭フレッシュ　株式
会社

高知市春野町弘岡中１４０２番
地

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

時給７５０円～
７５０円

月あたり
128,400円～
128,400円

製造事務 有限会社　岩本木工 高知県高知市春野町西分８０－
１

雇用・労
災・健康・
厚生130,000円～

170,000円
雇用期間の定めなし

農作業 株式会社　いわた農
園

高知市春野町東諸木６２４－１ 労災

850円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

接客及び調理補助 パーワン軒 高知県土佐市高岡町甲３３３－
４サニーマート高岡店テナント
棟

労災

770円～870円雇用期間の定めなし

調理及び接客 パーワン軒 高知県土佐市高岡町甲３３３－
４サニーマート高岡店テナント
棟

雇用・労災

155,000円～
165,000円

雇用期間の定めなし

介護職 有限会社エフヴェー
ル

高知県吾川郡いの町天王北四丁
目８番地７

雇用・労災

830円～830円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

塾講師 株式会社　天王予備
校

高知県吾川郡いの町天王北３－
２－１１

雇用・労
災・健康・
厚生・財形200,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

事務系職員 株式会社　天王予備
校

高知県吾川郡いの町天王北３－
２－１１

労災

750円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

No.56 表　裏 ２月９日号
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（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。
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◎ 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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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00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

(2) 8時30分～17時30分
(3)11時00分～20時00分

（従業員数 12人 ）

正社員以外 39050-  485381 就業場所 高知県高岡郡佐川町

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
59歳以下 (1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

（従業員数 12人 ）

正社員 39050-  486681 就業場所 高知県高岡郡佐川町

時給
不問

（従業員数 0人 ）

パート労働者 39050-  488581 就業場所 高知県高知市

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
不問 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

(2) 9時00分～18時00分
(3) 8時30分～12時00分

（従業員数 24人 ）

正社員 39050-  374581 就業場所

月給
44歳以下 (1) 8時30分～17時30分

(2) 9時00分～18時00分
(3) 9時00分～13時00分

（従業員数 24人 ）

正社員 39050-  375481 就業場所

時給
44歳以下 (1) 8時30分～17時30分

(2) 9時00分～18時00分
(3) 9時00分～13時00分

（従業員数 24人 ）

パート労働者 39050-  376781 就業場所

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
18歳以上 (1)18時00分～ 5時00分

（従業員数 76人 ）

正社員 39050-  381981 就業場所 高知県吾川郡いの町

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

（従業員数 30人 ）

正社員 39050-  454581 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 0人 ）

正社員 39050-  455481 就業場所

変形（１年単位）
不問 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 2人 ）

正社員以外 39050-  456781 就業場所 高知県吾川郡いの町

事務職 （株）県運 高知県吾川郡いの町内野南町８
８

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

接客 株式会社　屋形船仁
淀川

高知県高岡郡日高村本村２０９
一１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

日給６２００円～
８５２５円

月あたり
143,840円～
197,780円

時給８００円～
８００円

月あたり
142,080円～
142,080円

林業作業員 国友商事　株式会社 高知県吾川郡いの町小川東津賀
才２０６－２

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

大型トラック乗務員（長距離） 

関西・東海・関東方面
（株）県運 高知県吾川郡いの町内野南町８

８
雇用・労
災・健康・
厚生320,000円～

450,000円
雇用期間の定めなし

日給８０００円～
１５０００円

月あたり
186,400円～
349,500円

看護助手 医療法人　ウエスト
ＷＥＳＴほね関節ク
リニック

高知県吾川郡いの町駅前町２２
０番地３

雇用・労災

830円～830円雇用期間の定めなし

看護助手 医療法人　ウエスト
ＷＥＳＴほね関節ク
リニック

高知県吾川郡いの町駅前町２２
０番地３

雇用・労
災・健康・
厚生135,000円～

140,000円
雇用期間の定めなし

看護師（正・准） 医療法人　ウエスト
ＷＥＳＴほね関節ク
リニック

高知県吾川郡いの町駅前町２２
０番地３

雇用・労
災・健康・
厚生190,000円～

240,000円
雇用期間の定めなし

農作業 高橋　希雄 高知県高知市春野町東諸木２６
７５

750円～1,000円雇用期間の定めなし

介護福祉士（正社
員）

社会福祉法人　秋桜
会

高知県高岡郡日高村沖名１番地 雇用・労
災・健康・
厚生147,780円～

206,500円
雇用期間の定めなし

介護援助員（かいな） 

（ヘルパー２級）
社会福祉法人　秋桜
会

高知県高岡郡日高村沖名１番地 雇用・労
災・健康・
厚生135,500円～

178,900円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）


