
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）
35歳以下 (1) 8時00分～16時30分

(2)12時00分～20時00分

（従業員数 52人 ）

正社員 39050- 2119491 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

（従業員数 52人 ）

パート労働者 39050- 2120291 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- 2121591 就業場所

中型自動車免許一種
30歳以下 (1) 1時00分～10時00分 フォークリフト技能者

（従業員数 5人 ）

正社員 39050- 2122191 就業場所

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- 2113591 就業場所

時給
不問 (1) 8時20分～14時20分

(2) 8時20分～17時05分

（従業員数 27人 ）

パート労働者 39050- 2114191 就業場所高知県吾川郡いの町

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- 2115091 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許二種
不問 (1) 5時30分～20時00分

（従業員数 13人 ）

正社員 39050- 2117691 就業場所高知県土佐市

月給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許二種
18歳以上 (1) 9時00分～17時00分

（従業員数 13人 ）

正社員 39050- 2118991 就業場所高知県土佐市

時給
不問 (1) 7時00分～11時50分

(2)14時30分～18時50分

（従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 1962091 就業場所

時給
不問

（従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 1972691 就業場所

変形（１年単位） 普通自動車免許一種
29歳以下 (1) 8時00分～17時30分

（従業員数 10人 ）

正社員 39050- 1979191 就業場所

変形（１年単位） 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 9時00分～18時00分

（従業員数 8人 ）

正社員 39050- 1980691 就業場所

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～17時00分

（従業員数 3人 ）

正社員以外 39050- 1991891 就業場所

月給 介護支援専門員
不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 1人 ）

正社員 39050- 1996391 就業場所高知県吾川郡いの町

《急募》介護支援専門員 社会福祉法人　ごほ
く静和会　特別養護
老人ホーム　吾北荘

吾川郡いの町下八川丁１６７６
番地

雇用・労
災・健康・
厚生173,000円～

173,000円
雇用期間の定めなし

営業 有限会社　山中保険
事務所

高知県吾川郡いの町枝川１１３
７－２３

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

時給７８０円～
７８０円

月あたり
111,930円～
111,930円

建設作業員 有限会社　テックイ
ン・ヤマナカ

高知県吾川郡いの町下八川甲３
６３番地１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

システムバス・システム
キッチン工事

有限会社　片岡総合
建築

高知県土佐市中島２０６－５ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形雇用期間の定めなし

日給８０００円～
１００００円

月あたり
173,600円～
217,000円

日給９０００円～
９０００円

月あたり
195,300円～
195,300円

（臨時）工場内作業 （有）高橋建材興業 高知県高知市春野町弘岡下３０
０１

雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

介護職 山崎内科泌尿器科 高知県高知市朝倉横町１０－４
５

労災

950円～950円雇用期間の定めなし

貸切バス運転手 土佐市観光（有） 高知県土佐市高岡町乙２６７０
－１

雇用・労
災・健康・
厚生160,000円～

160,000円
雇用期間の定めなし

路線バス運転手 土佐市観光（有） 高知県土佐市高岡町乙２６７０
－１

雇用・労
災・健康・
厚生160,000円～

160,000円
雇用期間の定めなし

製造補助及び販売業務 森の小さなお菓子屋
さん　和田真弥

高知県吾川郡いの町上八川甲１
１６０－２

雇用・労災

780円～780円雇用期間の定めなし

（町）特別支援教育支援
員

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－
１

雇用・公災

1,000円～1,000
円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

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～

228,000円
雇用期間の定めなし

運転手 有限会社　浜田運送 高知県吾川郡いの町鹿敷４９９
－１

雇用・労
災・健康・
厚生・財形雇用期間の定めなし

日給１１４００円
～

月あたり
223,440円～
223,440円

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）

作業員 ダイレイ（株） 吾川郡いの町波川１８４６ 雇用・労災

800円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

作業員 ダイレイ（株） 吾川郡いの町波川１８４６ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形150,000円～

170,000円
雇用期間の定めなし
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時給
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 12人 ）

パート労働者 39050- 2054991 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 建設業経理士（２級）

（従業員数 22人 ）

正社員 39050- 2057891 就業場所高知県吾川郡いの町

時給 普通自動車免許ＡＴ
40歳以下 (1) 9時00分～16時00分

（従業員数 22人 ）

パート労働者 39050- 2058291 就業場所高知県吾川郡いの町

薬剤師
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 160人 ）

正社員以外 39050- 1957991 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00分

（従業員数 7人 ）

正社員 39050- 1958491 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- 1959791 就業場所

時給
不問 (1) 8時00分～11時30分

（従業員数 9人 ）

パート労働者 39050- 1960591 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

（従業員数 28人 ）

パート労働者 39050- 1961191 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- 1954091 就業場所高知県土佐市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
40歳以下 (1) 8時40分～17時40分

（従業員数 43人 ）

正社員以外 39050- 1955391 就業場所徳島県徳島市

製造管理者（徳島工場） （株）土佐電子 高知県土佐市高岡町乙６１－１
０

雇用・労
災・健康・
厚生144,000円～

184,000円
雇用期間の定めなし

大型運転手 （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

《急募》育苗作業 （有）清和ファーム 高知県高知市春野町芳原２１７
８番地

雇用・労災

765円～780円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

リハビリ助手 （医療法人）波川会
田村カルディオクリ
ニック

吾川郡いの町波川５６３ 労災

850円～850円雇用期間の定めなし

カフェスタッフ Ｂｅｒｒｙ農園山本
山本亮

高知県吾川郡いの町上八川丙７
６０３－１

800円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

事務 （有）永尾建設 高知県高知市春野町弘岡中４３
５－１

雇用・労
災・健康・
厚生120,000円～

145,000円
雇用期間の定めなし

（町）薬剤師 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）

一般事務 （株）勝賀瀬土建 高知県吾川郡いの町天王北１－
１－１６

雇用・労災

800円～800円雇用期間の定めなし

日給２００００円
～

月あたり
408,000円～
408,000円

事務 （株）勝賀瀬土建 高知県吾川郡いの町天王北１－
１－１６

雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

180,000円
雇用期間の定めなし

レジ接客 株式会社　村の駅ひ
だか

高知県高岡郡日高村本郷１４７
８－９

労災

800円～810円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）


