
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 普通自動車免許ＡＴ
不問

（従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 1866581 就業場所

時給
不問 (1) 8時00分～17時30分

（従業員数 1人 ）

パート労働者 39050- 1867481 就業場所高知県高知市

不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 27人 ）

正社員以外 39050- 1868781 就業場所

月給 保育士
59歳以下 (1) 7時00分～19時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 39050- 1861181 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

（従業員数 48人 ）

パート労働者 39050- 1862081 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～17時00分

（従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 1856681 就業場所高知県高岡郡佐川町

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 5人 ）

正社員以外 39050- 1857981 就業場所

月給 調理師
不問 (1) 9時00分～18時00分

(2)12時00分～21時00分

（従業員数 25人 ）

正社員 39050- 1858581 就業場所高知県高知市

月給
不問 (1) 9時00分～18時00分

(2)12時00分～21時00分

（従業員数 25人 ）

正社員 39050- 1859481 就業場所高知県高知市

時給
不問 (1)16時00分～19時00分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 1860281 就業場所高知県高知市

生活支援員 社会福祉法人　ねは
んの会　障害福祉
サービス事業所　涅
槃の家

高知県高知市春野町弘岡下２４
５４－２８

労災

900円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ホールスタッフ 株式会社　グラン
ディール

土佐市高岡町甲７３０－１ 雇用・労
災・健康・
厚生160,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

調理師 株式会社　グラン
ディール

土佐市高岡町甲７３０－１ 雇用・労
災・健康・
厚生160,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

記帳指導員 春野商工会 高知県高知市春野町西分５５ 雇用・労
災・健康・
厚生143,010円～

143,010円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

運転手兼作業員 株式会社　仁淀デン
ツウ

高知県吾川郡いの町枝川１１２
８

雇用・労
災・健康・
厚生1,000円～1,000

円
雇用期間の定めなし

製造作業員 ダイレイ（株） 吾川郡いの町波川１８４６ 雇用・労災

760円～760円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

保育士 医療法人　光陽会
いの病院

高知県吾川郡いの町３８６４－
１

雇用・労
災・健康・
厚生135,000円～

145,000円
雇用期間の定めなし

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）

農作業 矢野　恒夫 高知県高知市春野町西畑１０３
８

800円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

雑務 社会福祉法人　やわ
らき゛　グループ
ホーム　萌

高知県高知市春野町西分２４０
１－２

労災

780円～780円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

No.12 表　裏 ６月２９日号

所在地・就業場所

日給７２３１円～
７２３１円

月あたり
144,620円～
144,620円

℡ 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
不問 (1) 8時00分～16時30分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 1850781 就業場所高知県吾川郡いの町

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- 1851881 就業場所高知県土佐市

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分 保健師

（従業員数 56人 ）

正社員以外 39050- 1852281 就業場所高知県土佐市

月給 変形（１年単位） 養護教諭免許
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 40人 ）

正社員以外 39050- 1853181 就業場所高知県土佐市

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 1854081 就業場所

月給 看護師
不問 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

（従業員数 40人 ）

正社員 39050- 1847381 就業場所

時給 看護師
不問 准看護師

（従業員数 40人 ）

パート労働者 39050- 1848681 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１年単位）
不問 (1) 8時30分～17時00分

(2)10時00分～18時30分
(3) 8時30分～12時30分

（従業員数 20人 ）

正社員 39050- 1849981 就業場所

医療事務【急募】 医療法人　桔梗ケ丘
会　橋本外科胃腸科
内科

高知県土佐市高岡町甲７５０－
１

雇用・労
災・健康・
厚生160,000円～

190,000円
雇用期間の定めなし

看護職「ケアハウ
ス」

社会福祉法人　伊野
福祉会

高知県吾川郡いの町波川５６０
番２

労災

1,300円～1,500
円

雇用期間の定めなし

看護職員 社会福祉法人　伊野
福祉会

高知県吾川郡いの町波川５６０
番２

雇用・労
災・健康・
厚生200,000円～

244,000円
雇用期間の定めなし

運営スタッフ 社会福祉法人　土佐
市社会福祉協議会

土佐市高岡町乙３５１９－１ 労災

876円～876円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

養護教諭 学校法人　光の村学
園

土佐市新居２８２９ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形184,847円～

184,847円
雇用期間の定めなし

（市）保健師（臨） 土佐市役所 高知県土佐市高岡町甲２０１７
－１

雇用・公
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

日給８５７２円～
８５７２円

20日間
171,440円～
171,440円

生活・作業支援員
「第１太陽福祉園」

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155,000円～

172,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

造林作業員 有限会社　まんさく 高知県吾川郡いの町脇ノ山１１
２－６

雇用・労災

雇用期間の定めなし
時間額

1,142円～
1,714円

日給８０００円～
１２０００円


