
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）
18歳～59歳 (1) 8時00分～16時40分

(2)15時40分～ 0時20分
(3)12時00分～20時40分

（従業員数 37人 ）

正社員 39050-  234291 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) 8時00分～16時40分

(2)16時30分～ 1時10分

（従業員数 38人 ）

正社員 39050-  235591 就業場所

時給
不問 (1) 6時30分～ 8時30分

(2)12時30分～14時30分

（従業員数 20人 ）

パート労働者 39050-  228191 就業場所高知県土佐市

時給
不問 (1) 9時30分～18時30分

(2)10時30分～19時30分

（従業員数 20人 ）

パート労働者 39050-  229091 就業場所高知県土佐市

時給
不問 (1) 8時00分～12時30分

（従業員数 150人 ）

パート労働者 39050-  230991 就業場所

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分 フォークリフト技能者

（従業員数 16人 ）

正社員 39050-  232791 就業場所高知県土佐市

普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 1人 ）

正社員以外 39050-  233891 就業場所

時給 ホームヘルパー２級
不問 (1) 9時00分～17時00分

（従業員数 13人 ）

パート労働者 39050-  224791 就業場所

時給
不問

（従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  227591 就業場所高知県土佐市

月給
不問 (1) 9時00分～18時30分

（従業員数 3人 ）

正社員 39050-  208791 就業場所

時給 変形（１年単位）
不問 (1) 8時00分～16時00分

（従業員数 55人 ）

パート労働者 39050-  210191 就業場所高知県土佐市

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～18時00分

（従業員数 23人 ）

パート労働者 39050-  211091 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30分

（従業員数 23人 ）

正社員以外 39050-  212391 就業場所高知県吾川郡いの町

時給
不問 (1) 7時00分～11時00分

(2)11時00分～17時00分
(3)17時00分～21時00分

（従業員数 9人 ）

パート労働者 39050-  213691 就業場所高知県高知市

不問 (1) 7時00分～21時00分
(2) 7時00分～23時00分

（従業員数 9人 ）

正社員以外 39050-  214991 就業場所高知県高知市

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1)10時30分～16時30分

(2)11時30分～17時30分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 39050-  215491 就業場所高知県吾川郡いの町

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 6時30分～10時00分

(2)13時30分～19時00分
(3)14時00分～18時00分

（従業員数 67人 ）

パート労働者 39050-  216791 就業場所高知県高知市

No.40 表　裏 １月１８日号

所在地・就業場所

時給１０００円～
１０００円

月あたり
200,000円～
200,000円

時給８３０円～
８３０円

月あたり
144,088円～
144,088円

時給８００円～
８５０円

月あたり
121,520円～
121,520円

加工作業員 （株）ヒカリ加工 高知県土佐市用石１０５８ 雇用・労
災・健康・
厚生135,000円～

135,000円
雇用期間の定めなし

不織布加工 株式会社　アサヒ加
工

高知県高岡郡日高村下分２７７
－２９

雇用・労
災・健康・
厚生・財形135,000円～

135,000円
雇用期間の定めなし

集配助手（土佐セン
ター）

ヤマト運輸（株）高
知土佐支店

土佐市蓮池２１８８－１ 雇用・労災

800円～950円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

仕分け作業（土佐セ
ンター）

ヤマト運輸（株）高
知土佐支店

土佐市蓮池２１８８－１ 労災

800円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

大型長距離運転手 （有）新友運輸 高知県土佐市用石１９０－１ 雇用・労
災・健康・
厚生225,000円～

225,000円
雇用期間の定めなし

清掃員 医療法人　広正会
井上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 労災

800円～800円雇用期間の定めなし

介護員 特定非営利活動法人
宇佐在宅介護センタ
一

高知県土佐市宇佐町宇佐３９８
番地５

労災

900円～900円雇用期間の定めなし

文旦の出荷作業 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）

歯科助手 医療法人　健咬会
谷歯科医院

高知県高知市春野町芳原７９１
－１

雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

170,000円
雇用期間の定めなし

農作業 おじま農園　　小島
賢治郎

高知県高知市春野町仁ノ３３８
０

780円～780円雇用期間の定めなし

アイスクリーム製造
及び発送業務

（有）高知アイス 高知県吾川郡いの町下八川乙６
８３

雇用・労災

830円～830円雇用期間の定めなし

検査員　（高岡工
場）

伊野紙（株） 高知県吾川郡いの町３８９５ 雇用・労
災・健康・
厚生800円～800円雇用期間の定めなし

カフェスタッフ （有）高知アイス 高知県吾川郡いの町下八川乙６
８３

労災

800円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

アイスクリーム製造
及び発送業務

（有）高知アイス 高知県吾川郡いの町下八川乙６
８３

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

高知アイス売店ス
タッフ

（有）高知アイス 高知県吾川郡いの町下八川乙６
８３

労災

800円～850円雇用期間の定めなし

カフェスタッフ （有）高知アイス 高知県吾川郡いの町下八川乙６
８３

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

送迎運転手 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 労災

850円～1,100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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月給
29歳以下 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 100人 ）

正社員 39050-  217891 就業場所

月給 変形（１年単位）
25歳以下 (1) 6時00分～14時00分

(2)14時00分～22時00分
(3)22時00分～ 6時00分

（従業員数 52人 ）

正社員 39050-  218291 就業場所高知県土佐市 厚生年金基金

変形（１年単位）
18歳～44歳 (1) 6時00分～14時00分

(2)14時00分～22時00分
(3)22時00分～ 6時00分

（従業員数 85人 ）

正社員 39050-  219591 就業場所高知県高岡郡日高村

月給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時00分 危険物取扱者（丙種）

危険物取扱者（乙種）

（従業員数 141人 ）

正社員以外 39050-  220391 就業場所高知県高知市

月給 変形（１年単位）
40歳以下 (1) 8時20分～17時00分

（従業員数 56人 ）

正社員 39050-  221691 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問 (1)14時00分～18時00分 中型自動車免許一種

（従業員数 20人 ）

パート労働者 39050-  222991 就業場所

月給 変形（１年単位） 保育士
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 20人 ）

正社員以外 39050-  223491 就業場所

日給６０００円～
７５００円

月あたり
148,800円～
186,000円

一般行政職 日高村　役場 高知県高岡郡日高村本郷６１－
１

公災・健
康・厚生

148,600円～
214,800円

雇用期間の定めなし

マシンオペレーター
及び軽作業

池田紙業　株式会社 高知県吾川郡いの町波川３６７ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形雇用期間の定めなし

製紙工（高岡工場） 伊野紙（株） 高知県吾川郡いの町３８９５ 雇用・労
災・健康・
厚生201,500円～

201,500円
雇用期間の定めなし

購買管理 テクノヒロセ　株式
会社

高知県高岡郡日高村下分２７７
－２　清水工業団地

雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

164,000円
雇用期間の定めなし

加工作業兼重油配送
（臨時）

高知県農業協同組合
高知地区　春野支所

高知県高知市春野町西分５１２
－２

雇用・労
災・健康・
厚生200,000円～

250,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

保育士 学校法人　上田学園
認定こども園　へい
わ幼稚園

高知県高知市春野町芳原前田山
３２６４

雇用・労災

160,000円～
160,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

運転及び雑務 学校法人　上田学園
認定こども園　へい
わ幼稚園

高知県高知市春野町芳原前田山
３２６４

雇用・労災

1,250円～1,250
円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）


