
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

言語聴覚士
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 160人 ）

パート労働者 39050-  709491 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
44歳以下 (1) 6時00分～14時15分

(2) 8時30分～17時00分
(3)12時00分～20時15分

（従業員数 35人 ）

正社員以外 39050-  713091 就業場所

月給 歯科衛生士
不問 (1) 8時30分～18時00分

（従業員数 10人 ）

正社員 39050-  714391 就業場所

不問 (1) 7時30分～16時15分

（従業員数 8人 ）

正社員以外 39050-  715691 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
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 5人 ）

正社員 39050-  697291 就業場所

時給
不問

（従業員数 0人 ）

パート労働者 39050-  700791 就業場所 高知県高知市

月給 変形（１ヶ月単位） 歯科衛生士
59歳以下 (1) 8時30分～19時00分

(2) 8時30分～18時00分

（従業員数 3人 ）

正社員 39050-  701891 就業場所

時給
59歳以下 (1)14時00分～19時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 39050-  702291 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 11人 ）

正社員以外 39050-  703591 就業場所

時給
59歳以下 (1) 8時30分～12時30分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 39050-  704191 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
不問 (1) 7時30分～16時30分

(2) 9時30分～18時30分
(3)11時00分～20時00分

（従業員数 11人 ）

パート労働者 39050-  680591 就業場所

普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 22人 ）

正社員以外 39050-  682091 就業場所 高知県高岡郡日高村

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-  683391 就業場所 高知県吾川郡いの町

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-  684691 就業場所 高知県吾川郡いの町

No.46 表　裏 ３月１日号

所在地・就業場所

日給１５１００円～
１５１００円

時給
1,948円～
1,948円

時給９５０円～
１０００円

紙加工及び梱包 東陽特紙（株） 高知県吾川郡いの町幸町１１２
－１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

（町）言語聴覚士 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）

月あたり
165,300円～
174,000円

調理員 日高村　役場 高知県高岡郡日高村本郷６１－
１

雇用・公
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

歯科衛生士 医療法人　広田歯科
医院

高知県高知市春野町芳原３４０
１

雇用・労
災・厚生

176,200円～
280,000円

雇用期間の定めなし

日給６７００円～
６７００円

20日間
134,000円～
134,000円

農作業 土居　裕幸 高知県高知市春野町甲殿６１８
－６

800円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

製造作業・配達≪急
募≫

土佐海株式会社 高知県土佐市宇佐町宇佐２７５
３－９６

雇用・労
災・健康・
厚生135,000円～

135,000円
雇用期間の定めなし

歯科助手及び医療事務 ふくしまデンタルク
リニック

高知県土佐市高岡町乙３０４番
地

労災

800円～1,000円雇用期間の定めなし

歯科衛生士 ふくしまデンタルク
リニック

高知県土佐市高岡町乙３０４番
地

雇用・労
災・健康・
厚生190,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

歯科助手及び医療事務 ふくしまデンタルク
リニック

高知県土佐市高岡町乙３０４番
地

労災

800円～1,000円雇用期間の定めなし

事務補助 いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－
１

雇用・公
災・健康・
厚生149,100円～

149,100円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

プラント運転業務及び土
木作業

協拓建設株式会社
日下川放水路出張所

高知県高岡郡日高村下分３２９
８－１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

介護職員 有限会社　キラリ 高知県高岡郡日高村下分２７２
－２

労災

800円～800円雇用期間の定めなし

日給１００００円～
１２０００円

月あたり
213,000円～
255,600円

（町）放課後児童クラブ
加配支援員（臨）

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－
１

雇用・公災

916円～916円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

（町）放課後児童クラブ
支援員　（臨）

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－
１

雇用・公災

916円～916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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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-  685991 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（１年単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 22人 ）

正社員 39050-  689291 就業場所

時給
不問 (1) 8時00分～12時00分

(2) 8時00分～16時00分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  690091 就業場所 高知県高知市

時給
不問 (1)16時00分～ 0時00分

(2) 0時00分～ 9時00分
(3) 9時00分～16時00分

（従業員数 15人 ）

パート労働者 39050-  691391 就業場所

月給 社会福祉士
不問 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 58人 ）

正社員以外 39050-  692691 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 58人 ）

正社員以外 39050-  693991 就業場所 高知県吾川郡いの町

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

（従業員数 23人 ）

正社員以外 39050-  695791 就業場所

変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 17人 ）

正社員 39050-  705091 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～13時00分

(2)15時00分～17時00分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 39050-  672591 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師
18歳～59歳 (1) 9時00分～18時00分

(2) 8時30分～17時30分
(3)12時00分～21時00分

（従業員数 102人 ）

正社員 39050-  676691 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問

（従業員数 11人 ）

パート労働者 39050-  678491 就業場所

月給 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時00分～17時15分

（従業員数 49人 ）

正社員 39050-  679791 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 8人 ）

正社員以外 39050-  669991 就業場所

月給 変形（１年単位）
44歳以下 (1) 8時15分～16時45分

（従業員数 37人 ）

正社員 39050-  670891 就業場所

豆腐等の荷造り作業 （株）青木食品 高知県土佐市高岡町甲７３９－
１

雇用・労
災・健康・
厚生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
月以上）

時給７８０円～
７８０円

月あたり
135,408円～
135,408円

コンビニスタッフ ローソン日高総合運
動公園前店

高知県高岡郡日高村岩目地８７
５－２

雇用・労災

780円～980円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

施設栽培（キュウ
リ）

仁井田農園　仁井田
浩一

高知県高知市春野町西分４５４
７－１

労災

770円～770円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

（町）事務補助員 
（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149,100円～

149,100円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

（町）生活支援コーディ
ネーター（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220,500円～

220,500円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

作業員 有限会社　伊藤組 吾川郡いの町加茂３２９３－２ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

管理栄養士 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
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

日給１００００円～
１３０００円

月あたり
222,000円～
288,600円

准看護師 医療法人　光陽会
いの病院

高知県吾川郡いの町３８６４－
１

雇用・労
災・健康・
厚生172,000円～

222,000円
雇用期間の定めなし

リハビリ助手及び雑務 医療法人　いよき会
伊与木クリニック

高知県土佐市蓮池１２２７－５ 労災

770円～770円雇用期間の定めなし

紙加工（正社員） 富士紙化学（株） 高知県土佐市高岡町乙１２２５
－１

雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

200,000円
雇用期間の定めなし

送迎バスの運転手 （株）新土佐自動車
学校

高知県土佐市蓮池２０５７番地 雇用・労災

800円～800円雇用期間の定めなし

一般事務 株式会社　エッグ
メール

高知県高知市春野町弘岡中１０
３４番地１５

雇用・労
災・健康・
厚生151,965円～

172,925円
雇用期間の定めなし

廃棄物の受入・処理業務 公益財団法人　エコ
サイクル高知

高知県高岡郡日高村本村字焼坂
６５９番１

雇用・労
災・健康・
厚生166,800円～

166,800円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）


