
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

変形（１ヶ月単位）
44歳以下 (1) 9時00分～17時30分

（従業員数 50人 ）

正社員以外 39050-  191191 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～17時00分

（従業員数 48人 ）

パート労働者 39050-  192091 就業場所高知県土佐市

不問 (1) 5時30分～13時30分
(2) 9時00分～17時00分
(3) 9時45分～17時45分

（従業員数 9人 ）

正社員以外 39050-  193391 就業場所高知県高知市

月給 変形（１ヶ月単位） 中型自動車免許一種
不問 (1) 4時30分～12時30分

（従業員数 20人 ）

正社員 39050-  194691 就業場所高知県高知市

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 3人 ）

パート労働者 39050-  195991 就業場所

月給
不問 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 19人 ）

正社員 39050-  197791 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00分

(2) 8時00分～13時00分
(3)13時00分～17時00分

（従業員数 10人 ）

正社員以外 39050-  199291 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 中学校教諭免許
不問 (1) 8時30分～17時00分 保育士

(2) 5時30分～ 9時30分 小学校教諭免許
(3)16時00分～21時30分

（従業員数 20人 ）

正社員以外 39050-  200291 就業場所

理学療法士
不問 (1) 8時30分～17時15分 作業療法士

（従業員数 160人 ）

正社員以外 39050-  203091 就業場所高知県吾川郡いの町

時給
59歳以下 (1) 9時00分～16時30分

(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 39050-  181291 就業場所高知県高知市

月給 変形（１ヶ月単位）
44歳以下 (1) 9時00分～17時30分

（従業員数 50人 ）

正社員 39050-  188491 就業場所

不問 (1) 8時15分～17時00分
(2) 8時20分～17時05分
(3) 8時00分～16時45分

（従業員数 200人 ）

正社員以外 39050-  133091 就業場所高知県吾川郡いの町

時給
不問 (1) 8時15分～14時15分

(2) 8時00分～13時00分

（従業員数 110人 ）

パート労働者 39050-  143691 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 看護師
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 80人 ）

正社員以外 39050-  144991 就業場所高知県吾川郡いの町

時給 ホームヘルパー２級
不問

（従業員数 44人 ）

パート労働者 39050-  145491 就業場所高知県高知市

時給 ホームヘルパー２級
不問 (1) 8時30分～17時30分 原動機付自転車免許

（従業員数 44人 ）

パート労働者 39050-  146791 就業場所高知県高知市

月給 介護福祉士
不問 (1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

(2) 9時00分～18時00分 ホームヘルパー２級

（従業員数 11人 ）

正社員 39050-  147891 就業場所

看護助手（準社員） 医療法人　博恵会
町田整形外科

高知県吾川郡いの町天王南１丁
目６－３

雇用・労
災・健康・
厚生・財形雇用期間の定めなし

No.39 表　裏 １月１１日号

所在地・就業場所

時給７８０円～
９００円

月あたり
129,285円～
149,175円

調理業務 エイト産業　株式会
社

高知市朝倉丙１６５３－２５ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

事務担当（電算セン
ター）　　【月１５
日】

株式会社　サンプラ
ザ

高知県土佐市高岡町乙２７－１ 雇用・労災

765円～765円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

時給９５０円～
９５０円

月あたり
144,970円～
144,970円

配達・雑務 （株）伸和 高知県高知市春野町芳原８２３ 雇用・労災

1,000円～1,000
円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ルート配送員（４ｔ）
（県内）

（有）ハカタ貨物 高知県土佐市北地７１５－５ 雇用・労
災・健康・
厚生185,000円～

185,000円
雇用期間の定めなし

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150,000円～

190,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護職（生活相談員）
【急募】

株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川　６６
４－１

雇用・労
災・健康・
厚生183,200円～

223,200円
雇用期間の定めなし

（町）理学療法士又
は作業療法士

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ヶ月以上）

児童指導員 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）

日給１５１００円～
１５１００円

月あたり
308,040円～
308,040円

看護助手（正社員） 医療法人　博恵会
町田整形外科

高知県吾川郡いの町天王南１丁
目６－３

雇用・労
災・健康・
厚生・財形130,000円～

150,000円
雇用期間の定めなし

事務補助 （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

770円～800円雇用期間の定めなし

（町）町立学校給食
調理補助員

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－
１

雇用・労災

864円～864円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

（町）町立学校給食
調理補助員

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－
１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

日給６７００円～
６７００円

月あたり
113,900円～
113,900円

介護職員 （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
月未満）

（町）看護師 いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－
１

雇用・公
災・健康・
厚生220,500円～

220,500円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護職員 
（デイサービス　いごっそ
う）

有限会社　それいゆ 高知県高知市春野町仁ノ３２９
１番地

雇用・労
災・健康・
厚生142,500円～

188,000円
雇用期間の定めなし

訪問介護 （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

1,100円～1,300
円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

℡ 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。）

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分 栄養士

（従業員数 68人 ）

正社員以外 39050-  167091 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 5時30分～12時00分 準中型自動車免許

（従業員数 3人 ）

パート労働者 39050-  168391 就業場所

月給 普通自動車免許一種
44歳以下 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 1人 ）

正社員 39050-  170491 就業場所高知県高岡郡日高村

18歳以上 (1)19時30分～ 7時30分
(2)20時00分～ 8時00分
(3)20時30分～ 8時30分

（従業員数 128人 ）

パート労働者 39050-    9791 就業場所

時給
不問 (1)14時00分～18時00分

(2) 8時30分～13時30分
(3)13時00分～18時00分

（従業員数 97人 ）

パート労働者 39050-   11191 就業場所高知県吾川郡いの町

時給 薬剤師
不問 (1) 9時00分～16時00分

(2)14時00分～18時00分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-   47691 就業場所

時給 原動機付自転車免許
不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 3人 ）

パート労働者 39050-   60191 就業場所

時給
不問 (1)17時00分～21時00分

(2)18時00分～22時00分
(3)19時00分～22時00分

（従業員数 64人 ）

パート労働者 39050-  117191 就業場所高知県吾川郡いの町

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-  118091 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
不問

（従業員数 30人 ）

正社員 39050-  126391 就業場所高知県高知市

運転手 高知クリーンサービ
ス社

高知県高知市春野町弘岡中６０
３

雇用・労災

1,000円～1,000
円

雇用期間の定めなし

（市）栄養士（臨
時）

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６９９１円～
６９９１円

20日間
139,820円～
139,820円

非常勤寄宿舎指導員
（本校） 

高知県立高知若草養
護学校

高知県高知市春野町弘岡下２９
８０－１

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

電気工事 有限会社　森下電気 高知県高岡郡日高村沖名３０１
２

雇用・労
災・健康・
厚生140,000円～

210,000円
雇用期間の定めなし

日給１０５７０円
～

時間額
960円～
960円

薬剤師 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

2,000円～2,500
円

雇用期間の定めなし

（町）放課後児童クラ
ブ補助支　　　援員
（臨）

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－
１

公災

916円～916円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

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
月未満）

荷造り 福留青果　福留　昭
祐

高知県土佐市高岡町乙１３３－
２

雇用・労災

765円～765円雇用期間の定めなし

調理人 ＨＯＴＥＬ　ＳＰ
‐ｈａｒｕｎｏ‐

高知県高知市春野町芳原２４８
５

雇用・労
災・健康・
厚生・財形153,000円～

240,000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・健康・
厚生790円～790円雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）


