
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
不問 (1) 8時00分～17時30分

（従業員数 1人 ）

パート労働者 39050-  948591 就業場所高知県高知市

不問 (1) 9時00分～18時00分
(2)12時00分～21時00分
(3) 8時00分～17時00分

（従業員数 27人 ）

正社員以外 39050-  951991 就業場所

月給 視能訓練士
不問 (1) 8時50分～17時00分

(2) 8時50分～12時30分

（従業員数 150人 ）

正社員 39050-  952491 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～13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-  935991 就業場所

月給 保育士
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 54人 ）

正社員以外 39050-  936491 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 13人 ）

正社員 39050-  937791 就業場所高知県吾川郡いの町

時給
不問 (1)15時30分～19時30分

（従業員数 42人 ）

パート労働者 39050-  938891 就業場所

時給
不問 (1)13時30分～19時30分

(2)14時30分～19時30分

（従業員数 42人 ）

パート労働者 39050-  939291 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時00分

（従業員数 42人 ）

正社員以外 39050-  941391 就業場所

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 9人 ）

正社員 39050-  942691 就業場所 厚生年金基金

時給
不問 (1) 9時00分～13時00分

(2)13時00分～17時00分

（従業員数 15人 ）

パート労働者 39050-  943991 就業場所高知県吾川郡いの町

月給
不問 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 22人 ）

正社員 39050-  944491 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

（従業員数 22人 ）

パート労働者 39050-  945791 就業場所

時給
不問 (1) 9時30分～16時30分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  946891 就業場所高知県土佐市

時給
不問 (1) 8時30分～17時00分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 39050-  930591 就業場所高知県吾川郡いの町

時給
不問

（従業員数 3人 ）

パート労働者 39050-  931191 就業場所高知県高知市

時給
不問

（従業員数 0人 ）

パート労働者 39050-  932091 就業場所高知県高知市

No.48 表　裏 ３月１５日号

所在地・就業場所

受付及びプール監視 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
月未満）

日給７３０１円～
７３０１円

20日間
146,020円～
146,020円

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

雇用・労災

800円～850円雇用期間の定めなし

視能訓練士または眼科
検査員

医療法人　広正会
井上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 雇用・労
災・健康・
厚生160,000円～

260,000円
雇用期間の定めなし

事務 （有）丸英製紙 高知県吾川郡いの町鹿敷５２３
－２

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

一時預かり保育 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165,900円～

165,900円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

日給６２４０円～
６２４０円

月あたり
124,800円～
124,800円

非常勤給食調理員（昼
～） 
　　（県）（臨時）

高知県立　高岡高等
学校

土佐市高岡町甲２２００ 労災

1,020円～1,020
円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

非常勤給食調理員（夕
方～）　（県）（臨
時）

高知県立　高岡高等
学校

土佐市高岡町甲２２００ 労災

1,020円～1,020
円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

自動車整備 有限会社　橋本ガ
レーヂ

高知県土佐市蓮池３１９３－１ 雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

230,000円
雇用期間の定めなし

図書補助　（県）
（臨）

高知県立　高岡高等
学校

土佐市高岡町甲２２００ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

日給７４４０円～
７４４０円

20日間
148,800円～
148,800円

事務 （有）森木組 高知県吾川郡いの町４９７２－
１

雇用・労
災・健康・
厚生130,000円～

150,000円
雇用期間の定めなし

調理員（小規模多機能型
居宅介護　アビタシオン
青空）

医療法人　光陽会
いの病院

高知県吾川郡いの町３８６４－
１

労災

812円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

養殖作業員 株式会社　タナック
土佐工場

高知県土佐市蓮池６０９－１ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形850円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

事務 （有）森木組 高知県吾川郡いの町４９７２－
１

労災

800円～900円雇用期間の定めなし

農作業 高橋　希雄 高知県高知市春野町東諸木２６
７５

850円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

製造補助及び販売業務 森の小さなお菓子屋
さん

高知県吾川郡いの町上八川甲１
１６０－２

労災

780円～780円雇用期間の定めなし

調理・接客 土佐共同産業（株） 高知県土佐市蓮池２７３５－１ 労災

800円～1,025円雇用期間の定めなし

℡ 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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（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。
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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

（従業員数 0人 ）

パート労働者 39050-  933391 就業場所

不問

（従業員数 0人 ）

正社員 39050-  934691 就業場所

時給 看護師
不問 (1) 8時45分～18時00分 准看護師

(2) 8時45分～13時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 39050-  917391 就業場所

時給 ホームヘルパー２級
64歳以下 原動機付自転車免許

（従業員数 7人 ）

パート労働者 39050-  919991 就業場所高知県吾川郡いの町

普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 72人 ）

パート労働者 39050-  921291 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時00分

（従業員数 69人 ）

正社員以外 39050-  924091 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 83人 ）

正社員 39050-  925391 就業場所

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 4人 ）

正社員 39050-  927991 就業場所

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-  904291 就業場所

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 7人 ）

正社員 39050-  914591 就業場所

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 4人 ）

正社員以外 39050-  915191 就業場所高知県吾川郡いの町

販売 ファミリーマートい
の町吾北店

高知県吾川郡いの町下八川甲３
７６

780円～800円雇用期間の定めなし

《急募》看護師（正・
准）

医療法人　杏クリ
ニック

土佐市高岡町丙６４－１ 雇用・労災

1,200円～1,400
円

雇用期間の定めなし

販売 ファミリーマートい
の町吾北店

高知県吾川郡いの町下八川甲３
７６

雇用期間の定めなし

時給７８０円～
８００円

月あたり
136,032円～
139,520円

現場監督 高知県中央西土木事
務所

高知県吾川郡いの町１３８１ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

訪問介護 有限会社　第一四国 高知県吾川郡いの町６４８３－
８

労災

1,200円～1,200
円

雇用期間の定めなし

月給１５７３００
～

時給
1,353円～
1,353円

芋菓子の製造・生産管
理担当 

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180,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

（県）用務補助（臨
時）

高知県立　伊野商業
高等学校

高知県吾川郡いの町３３２－１ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

日給７４４０円～
７４４０円

21日間
148,800円～
148,800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円雇用期間の定めなし

板金、修理業務 株式会社　津野ボ
ディーサービス

高知県土佐市高岡町乙１４２７
―８

雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

事務補助員（紙の博物
館） 
【４／１日～雇用】

いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－
１

雇用・公
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

機械加工及び部品製
作・修理作業員

（有）徳弘鉄工 高知県土佐市高岡町丁１０１－
１

雇用・労
災・健康・
厚生170,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

日給７１００円～
７１００円

21日間
149,100円～
149,100円


