
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

ホームヘルパー２級
不問 (1) 7時20分～16時05分

(2) 8時30分～17時15分
(3)10時00分～18時45分

（従業員数 50人 ）

正社員以外 39050- 1845181 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 39050- 1835881 就業場所

変形（１年単位）
不問 (1) 8時00分～16時55分

（従業員数 6人 ）

正社員 39050- 1836281 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～13時00分

(2)13時00分～17時00分

（従業員数 15人 ）

パート労働者 39050- 1837181 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
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）

正社員 39050- 1838081 就業場所

月給
不問 (1) 5時00分～12時00分

(2)13時00分～20時00分

（従業員数 13人 ）

正社員 39050- 1839381 就業場所高知県土佐市

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
不問 (1) 7時00分～15時00分

(2) 8時50分～17時00分
(3)11時00分～19時00分

（従業員数 150人 ）

正社員 39050- 1840581 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 7時00分～15時00分

(2) 8時50分～17時00分
(3)11時00分～19時00分

（従業員数 150人 ）

正社員 39050- 1841481 就業場所

時給
59歳以下 (1)13時00分～16時00分

(2)13時00分～17時30分

（従業員数 9人 ）

パート労働者 39050- 1842781 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 調理師
不問 (1) 6時00分～15時00分

(2)10時00分～19時00分

（従業員数 150人 ）

正社員 39050- 1843881 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30分～17時30分

（従業員数 9人 ）

正社員以外 39050- 1844281 就業場所高知県高知市

不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 1831981 就業場所高知県土佐市

変形（１年単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 22人 ）

正社員 39050- 1832581 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00分 貨物事業運行管理者

（従業員数 20人 ）

正社員 39050- 1833481 就業場所

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 22人 ）

正社員 39050- 1834781 就業場所高知県吾川郡いの町

時給 看護師
不問 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

（従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 1825481 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員
不問 (1) 7時00分～15時00分

(2) 8時50分～17時00分
(3)11時00分～19時00分

（従業員数 150人 ）

正社員 39050- 1826781 就業場所

（町）介護員 いの町立国民健康保
険　仁淀病院

高知県吾川郡いの町駅南町１３
６９

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

No.11 表　裏 ６月２２日号

所在地・就業場所

日給７４００円～
７４００円

月あたり
150,960円～
150,960円

作業員 土佐ブロック工業
有限会社

高知県土佐市高岡町甲１１９６
番地１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

急募！トラック運転手
（１５トン　平ボ
ディ）

有限会社　城西運送 高知県土佐市中島２０６－１ 雇用・労
災・健康・
厚生117,000円～

126,000円
雇用期間の定めなし

日給７０００円～
８０００円

月あたり
161,000円～
184,000円

建築鉄骨の製作（見
習い可）

オーエス鉄工（株） 高知県土佐市蓮池３５２７－２ 雇用・労
災・健康・
厚生170,000円～

230,000円
雇用期間の定めなし

調理員（小規模多機能型居宅
介護　アビタシオン青空）

医療法人　光陽会
いの病院

高知県吾川郡いの町３８６４－
１

労災

790円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

《急募》介護職員 医療法人　広正会
井上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 雇用・労
災・健康・
厚生147,000円～

172,000円
雇用期間の定めなし

運行管理者 土佐市観光（有） 高知県土佐市高岡町乙２６７０
－１

雇用・労
災・健康・
厚生170,000円～

170,000円
雇用期間の定めなし

受付事務 医療法人四つ葉会
森本歯科

高知県高知市春野町弘岡下３９
９３－９（あじさい街道沿い）

労災

780円～850円雇用期間の定めなし

《急募》介護職員 医療法人　広正会
井上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 雇用・労
災・健康・
厚生140,000円～

150,000円
雇用期間の定めなし

支援員 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）

調理員 医療法人　広正会
井上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 雇用・労
災・健康・
厚生135,000円～

145,000円
雇用期間の定めなし

型枠大工（現場作業
員）

山岡建設　有限会社 高知県吾川郡いの町枝川２２２
－２

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

農作業（草刈り） 種田　正 土佐市積善寺１３３３ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

日給８０００円～
１００００円

10日間
80,000円～
100,000円

日給７０００円～
１２０００円

月あたり
163,100円～
279,600円

運転手 山岡建設　有限会社 高知県吾川郡いの町枝川２２２
－２

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

業務管理者 （株）柳井運送 高知県高知市春野町弘岡中７２
４－１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

日給８０００円～
８０００円

月あたり
201,400円～
201,400円

日給８０００円～
１００００円

月あたり
186,400円～
233,000円

ケアマネージャー兼
介護職員

医療法人　広正会
井上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 雇用・労
災・健康・
厚生180,000円～

220,000円
雇用期間の定めなし

看護師（正・准） 株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川　６６
４－１

労災

1,200円～1,400
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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普通自動車免許ＡＴ
40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 10人 ）

正社員以外 39050- 1827881 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許二種
不問 (1) 5時30分～20時00分

（従業員数 13人 ）

正社員 39050- 1820081 就業場所高知県土佐市

月給 準中型自動車免許
不問 (1) 8時00分～17時00分 準中型一種（５トン限

（従業員数 32人 ）

正社員 39050- 1821381 就業場所

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 220人 ）

正社員 39050- 1822681 就業場所

月給
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

(2) 9時00分～13時30分

（従業員数 7人 ）

正社員 39050- 1823981 就業場所高知県安芸市

変形（１年単位） 準中型自動車免許
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 6人 ）

正社員 39050- 1824581 就業場所高知県吾川郡いの町

路線バス運転手 土佐市観光（有） 高知県土佐市高岡町乙２６７０
－１

雇用・労
災・健康・
厚生160,000円～

160,000円
雇用期間の定めなし

事務 有限会社　土佐メカ
ニカル

土佐市　塚地７３３ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

時給８００円～
８５０円

月あたり
124,000円～
131,750円

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145,000円～

170,000円
雇用期間の定めなし

農作業員（生姜生
産）

有限会社　見元園芸 高知県高知市春野町弘岡上２７
８５

雇用・労
災・健康・
厚生170,000円～

180,000円
雇用期間の定めなし

運転手（ダンプ及び
ミキサー車）

（株）石黒 高知市上町４丁目９－２１ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

調剤薬局事務 （有）クリスプロ
ジェクト

高知県吾川郡いの町新町２６番
地

雇用・労
災・健康・
厚生・財形130,000円～

135,000円
雇用期間の定めなし

日給８０００円～
８０００円

月あたり
173,600円～
173,600円


