
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年単位） 中型自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 5人 ）

正社員 39050- 1907491 就業場所高知県吾川郡いの町

時給 看護師
不問 (1) 9時00分～17時30分 准看護師

(2)10時00分～16時00分

（従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 1908791 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１年単位） 看護師
40歳以下 (1) 9時00分～17時30分 准看護師

(2)17時00分～ 9時30分

（従業員数 50人 ）

正社員 39050- 1909891 就業場所

時給
59歳以下 (1) 9時00分～15時30分

(2) 9時00分～13時30分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 1910191 就業場所高知県安芸市

月給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 20人 ）

正社員 39050- 1911091 就業場所岡山県赤磐市

月給 変形（１年単位）
39歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 34人 ）

正社員 39050- 1912391 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～17時00分

（従業員数 9人 ）

正社員 39050- 1913691 就業場所

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 39050- 1914991 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
35歳以下 (1) 8時30分～18時00分

（従業員数 214人 ）

正社員 39050- 1900291 就業場所

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
不問 (1) 7時00分～16時00分

（従業員数 5人 ）

正社員 39050- 1901591 就業場所高知県土佐市

月給 普通自動車免許ＡＴ
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 8人 ）

正社員 39050- 1902191 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

(2)10時00分～17時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 1903091 就業場所

普通自動車免許一種
不問 (1) 7時30分～16時30分 準中型自動車免許

（従業員数 5人 ）

正社員以外 39050- 1904391 就業場所

時給 変形（１年単位）
不問 (1) 9時00分～17時30分

（従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 1905691 就業場所

変形（１年単位）
44歳以下 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 8人 ）

正社員 39050- 1906991 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 138人 ）

パート労働者 39050- 1889791 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 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)10時00分～19時00分

（従業員数 50人 ）

正社員 39050- 1890591 就業場所

土木作業員 中野興業（有） 高知県高岡郡日高村宮ノ谷５７
７－２

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

No.10 表　裏 ６月２１日号

所在地・就業場所

日給９０００円～
１３０００円

月あたり
207,000円～
299,000円

正・准看護師（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163,000円～

303,000円
雇用期間の定めなし

（日勤）看護師（正、
准）

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

労災

900円～1,200円雇用期間の定めなし

営業・配達 株式会社　仁淀デン
ツウ

高知県吾川郡いの町枝川１１２
８

雇用・労
災・健康・
厚生200,000円～

300,000円
雇用期間の定めなし

調剤薬局事務補助 （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

一般事務 吉岡工栄　株式会社 高知県高知市鴨部１丁目１０－
２７

雇用・労
災・健康・
厚生130,000円～

150,000円
雇用期間の定めなし

製造作業員 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155,000円～

230,000円
雇用期間の定めなし

営業 三昭紙業　株式会社 高知県土佐市北地２４２４－７ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形180,000円～

220,000円
雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　生態系エ
ンジニア

高知県土佐市蓮池２５１４－１ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

日給６５００円～
１００００円

時間額
866円～
1,333円

一般事務・経理事務 日本道路株式会社
土佐アスコン

高知県高岡郡日高村大字沖名７
７１３

雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

180,000円
雇用期間の定めなし

大型運転手 （株）タックトラン
スポート

高知県土佐市甲原６７８－２ 雇用・労
災・健康・
厚生180,000円～

225,000円
雇用期間の定めなし

運転手及び作業員（見習
い）

西分衛生有限会社 高知県高知市春野町西分１４０ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

事務職 西分衛生有限会社 高知県高知市春野町西分１４０ 労災

1,000円～1,000
円

雇用期間の定めなし

日給１００００円
～

月あたり
195,000円～
214,500円

製紙作業員（高知麻紙） 株式会社　尾崎製紙
所

高知県吾川郡いの町加田６３ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

製紙作業員 株式会社　尾崎製紙
所

高知県吾川郡いの町加田６３ 雇用・労災

770円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

日給５７７５円～
８０００円

月あたり
133,980円～
185,600円

介護福祉士（はるの若菜
荘） 
【７月１６日面接会】

社会福祉法人　高春
福祉会

高知県高知市春野町東諸木３０
５８－１

雇用・労
災・健康・
厚生170,000円～

206,000円
雇用期間の定めなし

運転手 医療法人　永島会
永井病院

高知県高知市春野町西分２０２
７－３

雇用・労
災・財形

800円～900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 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
18歳以上 (1) 7時00分～16時00分

(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 50人 ）

正社員以外 39050- 1891191 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問

（従業員数 52人 ）

パート労働者 39050- 1892091 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1)17時00分～20時30分

（従業員数 26人 ）

パート労働者 39050- 1893391 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

(2) 8時30分～15時30分
(3) 8時30分～14時00分

（従業員数 8人 ）

正社員 39050- 1894691 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時15分～17時00分

（従業員数 23人 ）

正社員 39050- 1895991 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 40人 ）

正社員 39050- 1896491 就業場所高知県須崎市

月給 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 準中型自動車免許

（従業員数 2人 ）

正社員 39050- 1899291 就業場所高知県高知市

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
18歳以上 (1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

(2)10時00分～19時00分 介護職員初任者研修
(3)11時00分～20時00分

（従業員数 0人 ）

正社員 39050- 1885391 就業場所高知県吾川郡いの町

時給 介護職員初任者研修
不問 (1) 7時00分～19時00分 ホームヘルパー２級

（従業員数 0人 ）

パート労働者 39050- 1886691 就業場所高知県吾川郡いの町

普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 3人 ）

正社員 39050- 1878691 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 9時30分～18時00分

(2)11時30分～20時00分
(3)13時45分～22時15分

（従業員数 50人 ）

正社員 39050- 1879991 就業場所

変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 9時30分～18時00分

(2)11時30分～20時00分
(3)13時45分～22時15分

（従業員数 50人 ）

正社員以外 39050- 1880891 就業場所

介護職員（若菜荘） 
【７月１６日面接会】

社会福祉法人　高春
福祉会

高知県高知市春野町東諸木３０
５８－１

労災

820円～1,400円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

介護職員（はるの若菜
荘） 
【７月１６日面接会】

社会福祉法人　高春
福祉会

高知県高知市春野町東諸木３０
５８－１

雇用・労
災・健康・
厚生151,000円～

202,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

看護師（正・准） 土佐やまもと眼科 土佐市高岡町乙５１番２ 雇用・労
災・健康・
厚生250,000円～

290,000円
雇用期間の定めなし

受付守衛 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

1,100円～1,100
円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ホール・カウンター係昼
間 
（セントラルディーボ須

株式会社　ジムス 高知県土佐市高岡町甲２２１－
１

雇用・労
災・健康・
厚生175,000円～

175,000円
雇用期間の定めなし

一般事務 （株）進和技研 高知県高岡郡日高村沖名３５８
６－１０

雇用・労
災・健康・
厚生175,000円～

175,000円
雇用期間の定めなし

介護職【７月１１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150,000円～

214,000円
雇用期間の定めなし

作業員 昌永産業　株式会社 高知県高知市神田１４６番地７
７

雇用・労
災・健康・
厚生200,000円～

225,000円
雇用期間の定めなし

集荷・発送等（生姜） 西川商店　西川雅秀 高知県吾川郡いの町柳町１１７
番地

雇用・労災

雇用期間の定めなし

介護職【７月１１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

労災

850円～950円雇用期間の定めなし

時給１１００円～
１１００円

20日間
176,000円～
176,000円

スポーツトレーナー助手 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・
厚生雇用期間の定めなし

スポーツトレーナー 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135,000円～

150,000円
雇用期間の定めなし

時給８００円～
８５０円

月あたり
132,600円～
140,888円


