
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

月給 変形（１年単位）
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 85人 ）

正社員 39050- 3053681 就業場所

時給
不問 (1)15時00分～18時00分

（従業員数 85人 ）

パート労働者 39050- 3057781 就業場所

時給
不問 (1) 8時20分～14時20分

(2) 8時20分～17時05分

（従業員数 30人 ）

パート労働者 39050- 3058881 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
不問 (1) 8時30分～17時30分

(2) 9時00分～18時00分
(3)10時30分～19時30分

（従業員数 99人 ）

正社員 39050- 3040281 就業場所高知県土佐市

月給 変形（１ヶ月単位） 調理師
不問 (1) 5時30分～14時30分

(2) 8時15分～17時15分
(3) 9時00分～18時00分

（従業員数 284人 ）

正社員 39050- 3042081 就業場所

月給 保育士
不問 (1) 7時30分～16時30分

(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時30分～18時30分

（従業員数 164人 ）

正社員 39050- 3043381 就業場所高知県土佐市

月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師
18歳以上 (1) 8時30分～17時00分 看護師

(2)16時30分～ 9時00分

（従業員数 20人 ）

正社員 39050- 3044681 就業場所

不問 (1) 8時00分～16時30分

（従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 3045981 就業場所高知県土佐市

時給
不問

（従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 3046581 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 2人 ）

正社員以外 39050- 3047481 就業場所高知県土佐市

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 1人 ）

正社員 39050- 3052381 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許二種
不問 (1) 8時30分～16時30分

（従業員数 7人 ）

正社員 39050- 3030781 就業場所

変形（１年単位） 保育士
不問 (1) 8時30分～17時15分

(2) 7時30分～17時15分
(3) 8時00分～17時15分

（従業員数 18人 ）

正社員以外 39050- 3032281 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 4人 ）

正社員以外 39050- 3033181 就業場所高知県土佐市

時給
不問 (1) 8時15分～10時00分 普通自動車免許ＡＴ

(2)15時50分～17時30分

（従業員数 44人 ）

パート労働者 39050- 3020581 就業場所高知県高知市

スナック菓子製造 菊屋　株式会社 高知県高知市春野町西分８９７ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形170,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

No.28 表　裏 １０月１９日号

所在地・就業場所

（町）特別支援教育
支援員

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－
１

雇用・公災

1,000円～1,000
円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

清掃・製造準備作業 菊屋　株式会社 高知県高知市春野町西分８９７ 労災

900円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

調理員 社会福祉法人　土佐
市社会福祉事業団

土佐市高岡町甲１７９２－２ 雇用・労
災・健康・
厚生150,600円～

161,100円
雇用期間の定めなし

介護福祉士 社会福祉法人　土佐
市社会福祉事業団

土佐市高岡町甲１７９２－２ 雇用・労
災・健康・
厚生163,200円～

173,700円
雇用期間の定めなし

看護師（正・准）
【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191,000円～

331,000円
雇用期間の定めなし

保育士 社会福祉法人　土佐
市社会福祉事業団

土佐市高岡町甲１７９２－２ 雇用・労
災・健康・
厚生160,400円～

170,900円
雇用期間の定めなし

農作業 久保　和利 高知県土佐市新居１００６

765円～765円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

農作業 松岡　隆弘 高知県土佐市新居１００番地

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

時給７７０円～
７７０円

月あたり
123,585円～
123,585円

作業員 株式会社　豊瑛興業 高知県吾川郡いの町枝川２１４
－２

雇用・労
災・健康・
厚生200,000円～

300,000円
雇用期間の定めなし

農作業 森　務 高知県　土佐市　市野々２１９
３

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

時給１０００円～
１２００円

20日間
160,000円～
192,000円

保育士（臨） 宗教法人　天理教高
岡大教会　天理あか
つき保育園

高知県土佐市高岡町乙２５６ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

観光バス運転手 （有）明神観光 高知県吾川郡いの町枝川１４－
２

雇用・労
災・健康・
厚生160,000円～

170,000円
雇用期間の定めなし

日給７５０２円～
７５０２円

月あたり
153,791円～
153,791円

送迎運転手 （社福）高知市社会
福祉協議会　介護セ
ンターあじさい会館

高知県高知市春野町西分１－１ 労災

991円～991円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

生姜の収穫 野村　志成 高知県土佐市西鴨地６５６

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

時給１０００円～
１２５０円

20日間
160,000円～
200,000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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月給 変形（１年単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）

正社員以外 39050- 3021481 就業場所高知県吾川郡いの町

不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 3022781 就業場所

月給 変形（１年単位） 準中型自動車免許
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 準中型一種（５トン限

（従業員数 33人 ）

正社員 39050- 3025181 就業場所

月給 変形（１年単位） 簿記検定（全商３級）
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 33人 ）

正社員 39050- 3026081 就業場所

普通自動車免許ＡＴ
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 3人 ）

正社員以外 39050- 3029981 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1)10時00分～15時00分

(2)11時00分～14時00分

（従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 3006781 就業場所高知県土佐市

時給
不問 (1)15時00分～18時30分

(2)15時00分～18時00分
(3) 9時15分～11時30分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 3007881 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 介護支援専門員
不問 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

保健師

（従業員数 49人 ）

正社員以外 39050- 3009181 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～16時30分

（従業員数 129人 ）

正社員 39050- 3010681 就業場所

月給 変形（１年単位）
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 110人 ）

正社員 39050- 3011981 就業場所高知県高岡郡日高村

月給 変形（１年単位）
18歳～40歳 (1) 5時50分～14時00分

(2)13時50分～22時00分
(3)21時50分～ 6時00分

（従業員数 129人 ）

正社員 39050- 3012581 就業場所

変形（１年単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 110人 ）

正社員以外 39050- 3013481 就業場所高知県高岡郡日高村

変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 110人 ）

正社員以外 39050- 3016281 就業場所高知県高岡郡日高村

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 14人 ）

正社員 39050- 3019381 就業場所高知県高岡郡越知町

農作業（生姜） やの一果彩　矢野弘 高知県土佐市宮ノ内６３７

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

事務 （株）近澤建設 高知県吾川郡いの町波川２５７
９

雇用・労
災・健康・
厚生141,000円～

152,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

時給１０００円～
１０００円

20日間
160,000円～
160,000円

事務 三和段ボール（株） 高知県高知市春野町弘岡上２０
０５－１

雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

165,000円
雇用期間の定めなし

配送 三和段ボール（株） 高知県高知市春野町弘岡上２０
０５－１

雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

170,000円
雇用期間の定めなし

ホールスタッフ
（昼）

株式会社　土佐食菜
森澤

土佐市家俊１００４－３ 労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし

農作業（トマトの栽
培）

ファーム輝　麻岡
哲也

高知県土佐市高岡町甲８８３－
３

労災

雇用期間の定めなし

時給８００円～
１２００円

月あたり
160,000円～
240,000円

（町）介護認定調査員
（ほけん 
福祉課）

いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－
１

雇用・公
災・健康・
厚生189,000円～

220,500円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

採点助手、生徒対応 公文式　算国英　波
川教室

吾川郡いの町波川　波川公民館
内

労災

765円～765円雇用期間の定めなし

芋菓子製造・生産管理 澁谷食品　株式会社 高知県高岡郡日高村本郷７１６ 雇用・労
災・健康・
厚生140,000円～

170,000円
雇用期間の定めなし

技術職 日本製紙パピリア株
式会社　高知工場

高知県吾川郡いの町内野北町１
番地

雇用・労
災・健康・
厚生・財形164,500円～

250,000円
雇用期間の定めなし

菓子製造作業員 澁谷食品　株式会社 高知県高岡郡日高村本郷７１６ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

製造職 日本製紙パピリア株
式会社　高知工場

高知県吾川郡いの町内野北町１
番地

雇用・労
災・健康・
厚生・財形164,500円～

250,000円
雇用期間の定めなし

日給６１６０円～
６１６０円

月あたり
133,672円～
133,672円

移動式クレーン運転士 （有）久武クレーン 高知県吾川郡いの町加田１４１
５－１

雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

芋菓子の製造（本社） 澁谷食品　株式会社 高知県高岡郡日高村本郷７１６ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

日給６４００円～
６４００円

月あたり
138,880円～
138,880円


