
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） 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～18時00分

（従業員数 7人 ）

正社員以外 39050- 3091281 就業場所 高知県高知市

時給
不問 (1)10時00分～16時00分

（従業員数 9人 ）

パート労働者 39050- 3093081 就業場所

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

（従業員数 75人 ）

正社員 39050- 3095681 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00分～17時00分 ホームヘルパー２級

(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 9人 ）

正社員 39050- 3087681 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給
不問 (1) 9時00分～13時00分

(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 3088981 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 33人 ）

正社員 39050- 3089581 就業場所

月給 介護福祉士
18歳以上 (1) 7時00分～16時00分

(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時00分

（従業員数 50人 ）

正社員 39050- 3071581 就業場所

保育士
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 15人 ）

正社員以外 39050- 3074881 就業場所 高知県土佐市

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 11人 ）

正社員以外 39050- 3075281 就業場所 高知県土佐市

時給 准看護師
不問 (1) 8時30分～16時30分 看護師

（従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 3076181 就業場所 高知県土佐市

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

（従業員数 18人 ）

パート労働者 39050- 3077081 就業場所

時給
不問 (1) 6時00分～10時00分

(2)16時15分～20時00分

（従業員数 64人 ）

パート労働者 39050- 3078381 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許二種
不問 (1) 7時00分～18時00分

（従業員数 9人 ）

正社員 39050- 3079681 就業場所 厚生年金基金

月給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 20人 ）

正社員以外 39050- 3083281 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時30分～17時00分

(2) 6時00分～15時00分
(3)13時00分～21時00分

（従業員数 20人 ）

正社員以外 39050- 3084181 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 5時00分～ 8時00分

(2)17時00分～20時00分
(3) 8時30分～17時00分

（従業員数 18人 ）

正社員以外 39050- 3085081 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～21時00分

(2) 6時00分～22時00分

（従業員数 31人 ）

パート労働者 39050- 3090881 就業場所 高知県土佐市

No.29 表　裏 １０月２６日号

所在地・就業場所

日給６９９１円～
７５０２円

鰹節製造工 有限会社　竹内商店 高知県土佐市宇佐町福島２８２
４ー３

雇用・労災

765円～780円雇用期間の定めなし

看板製作その他作業 株式会社　トライ 高知県高知市春野町東諸木３３
６８

雇用・労
災・健康・
厚生140,000円～

200,000円雇用期間の定めなし

看護師・准看護師 社会福祉法人　ファ
ミーユ高知

高知市春野町内ノ谷６３番地６ 雇用・労
災・健康・
厚生152,000円～

228,000円雇用期間の定めなし

事務員 有限会社　ファイン
みなみ薬局

高知県吾川郡いの町天王南１丁
目５－４

労災

800円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

生活支援員 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168,000円～

182,000円雇用期間の定めなし

介護職員 
【１１月２０日面接会】

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155,000円～

214,000円雇用期間の定めなし

紙加工・現場作業員 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～

160,000円雇用期間の定めなし

介護職員 医療法人　清涼会
岸本内科

高知県土佐市宇佐町宇佐１７３
８

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

（市）保育士（臨
時）

土佐市役所 高知県土佐市高岡町甲２０１７
－１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

20日間
139,820円～
150,040円

時給８００円～
８００円

月あたり
138,880円～
138,880円

出荷・軽作業 （有）池田食品 高知県土佐市高岡町丙４７４－
２

雇用・労
災・健康・
厚生780円～780円雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

看護師（正・准） 医療法人　清涼会
岸本内科

高知県土佐市宇佐町宇佐１７３
８

労災

1,200円～1,200
円雇用期間の定めなし

観光バス運転手 有限会社　宮地観光
バス

高知県高知市春野町東諸木２７
２ー１

雇用・労
災・健康・
厚生140,000円～

140,000円雇用期間の定めなし

食器洗浄係及び調理
補助

日本郵政株式会社
かんぽの宿伊野

高知県吾川郡いの町波川１５６
９

雇用・労災

790円～790円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

生活支援員 社会福祉法人　光の
村

高知県土佐市新居２７９８－６ 雇用・労
災・健康・
厚生155,000円～

223,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

事務 社会福祉法人　光の
村

高知県土佐市新居２７９８－６ 雇用・労
災・健康・
厚生160,000円～

200,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

コールセンターオペレー
ター　業務（１１月８日～
１３日）

株式会社　ＮＩＣ土
佐コンタクトセン
ター

高知県土佐市高岡町甲７０６番
地５

労災

850円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

グループホーム世話
人 
（支援員）

社会福祉法人　光の
村

高知県土佐市新居２７９８－６ 雇用・労
災・健康・
厚生160,000円～

165,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

℡ 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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◎ 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。）

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- 3067281 就業場所

月給 変形（１年単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 4人 ）

正社員以外 39050- 3068181 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時00分

（従業員数 5人 ）

正社員 39050- 3069081 就業場所 高知県高知市

時給 普通自動車免許一種
不問

（従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 3070981 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

（従業員数 70人 ）

パート労働者 39050- 3060381 就業場所

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 38人 ）

正社員 39050- 3061681 就業場所

時給
不問 (1) 8時00分～15時00分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 3062981 就業場所 高知県土佐市

変形（１年単位）
44歳以下 (1) 8時00分～16時30分

（従業員数 19人 ）

正社員以外 39050- 3066881 就業場所 高知県吾川郡いの町

ボーリング助手
（見習い可）

株式会社　高知地質
調査

吾川郡いの町枝川３４１４ 雇用・労
災・健康・
厚生220,000円～

300,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

製造作業員 ダイレイ（株） 吾川郡いの町波川１８４６ 雇用・労災

800円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

事務・軽作業【急
募】

株式会社　オオサキ
モータース

高知県土佐市蓮池３１１５－２ 雇用・労災

800円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

一般事務 有限会社　手箱建設 高知県吾川郡いの町戸中８１－
５

雇用・労
災・健康・
厚生135,000円～

150,000円雇用期間の定めなし

家庭紙製造・生産管
理

四国特紙（株） 高知県吾川郡いの町４０１３ 雇用・労
災・健康・
厚生153,600円～

161,280円雇用期間の定めなし

包装、検査作業ス
タッフ 

菊屋　株式会社 高知県高知市春野町西分８９７ 労災

850円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

製造及び仕上げ作業 四国ブロック工業株
式会社

高知県吾川郡いの町柳瀬上分７
４－１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

農作業 田所農園　田所尚倫 高知県土佐市波介６１

800円～1,000円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

日給７０００円～
８７００円

月あたり
162,600円～
202,840円


