
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 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～18時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 39050- 1943291 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時00分

（従業員数 107人 ）

正社員以外 39050- 1945191 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 33人 ）

正社員以外 39050- 1946091 就業場所

月給 変形（１年単位） 準中型一種（５トン限
29歳以下 (1) 9時05分～18時25分 準中型自動車免許

(2)10時05分～19時25分 自動車教習所指導員
(3)11時05分～20時25分

（従業員数 33人 ）

正社員 39050- 1947391 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 建築士（２級）

建築施工管理技士２級

（従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 1948691 就業場所

変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 9時00分～17時30分 建築士（２級）

建築施工管理技士２級

（従業員数 3人 ）

正社員 39050- 1949991 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30分 建築士（２級）

建築施工管理技士２級

（従業員数 3人 ）

正社員 39050- 1950891 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- 1951291 就業場所

時給
不問

（従業員数 23人 ）

パート労働者 39050- 1930991 就業場所高知県吾川郡いの町

時給
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 1933891 就業場所

月給 看護師
不問 (1) 8時00分～17時00分 准看護師

（従業員数 13人 ）

正社員 39050- 1934291 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 看護師
不問 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

（従業員数 38人 ）

正社員 39050- 1935591 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
18歳以上 (1) 7時00分～16時00分

(2) 7時45分～16時45分
(3) 8時30分～17時30分

（従業員数 38人 ）

正社員 39050- 1936191 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) 7時00分～16時00分

(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時30分～18時30分

（従業員数 16人 ）

正社員 39050- 1937091 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１ヶ月単位）
18歳以上 (1) 8時00分～17時30分

(2) 9時00分～18時30分
(3)17時00分～ 9時00分

（従業員数 95人 ）

正社員 39050- 1938391 就業場所高知県吾川郡いの町

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

（従業員数 30人 ）

パート労働者 39050- 1939691 就業場所高知県高岡郡日高村

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- 1940491 就業場所高知県土佐市

（市）一般事務員（臨
時）

土佐市役所 高知県土佐市高岡町甲２０１７
－１

雇用・公
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

日給６８５１円～
６８５１円

月あたり
139,760円～
139,760円

作業員（７月１日～３
０日）

株式会社　イチネン
農園

大阪府大阪市中央区久太郎町１
丁目６番２９号　フォーキャス
ト堺筋本町

労災

1,100円～1,100
円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

介護職「さくら病院」 （医）岡本会　さく
ら病院

高知県吾川郡いの町鹿敷１６２ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形175,000円～

229,000円
雇用期間の定めなし

介護職「新別の里」 （医）岡本会　さく
ら病院

高知県吾川郡いの町鹿敷１６２ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形175,000円～

219,000円
雇用期間の定めなし

介護員（吾北荘） 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177,000円～

177,000円
雇用期間の定めなし

看護職員（吾北荘） 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204,000円～

231,000円
雇用期間の定めなし

看護職員（デイサービ
ス） 

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204,000円～

231,000円
雇用期間の定めなし

梱包等の作業 望月製紙　株式会社 高知県土佐市北地３００８―１ 労災

800円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

（町）町立学校給食調
理補助員

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－
１

雇用・労災

864円～864円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

事務補助（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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

建築技術者 有限会社　創栄工務
店

高知県高知市春野町西分２０２
８－２

雇用・労
災・健康・
厚生205,000円～

330,000円
雇用期間の定めなし

日給７４４０円～
７４４０円

20日間
148,800円～
148,800円

設計業務 有限会社　創栄工務
店

高知県高知市春野町西分２０２
８－２

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

設計業務 有限会社　創栄工務
店

高知県高知市春野町西分２０２
８－２

労災

1,100円～1,590
円

雇用期間の定めなし

時給１１００円～
１５９０円

月あたり
167,090円～
227,850円

教習指導員 株式会社高知自動車
協会　高知自動車学
校

高知県高知市本宮町２２３ 雇用・労
災・健康・
厚生136,100円～

163,000円
雇用期間の定めなし

教習指導員候補 株式会社高知自動車
協会　高知自動車学
校

高知県高知市本宮町２２３ 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
139,520円～
139,520円

環境整備（臨時的任用
職員）

高知県立日高特別支
援学校

高知県高岡郡日高村下分６０ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

運転手 合同会社さんさん 高知県吾川郡いの町天王南２丁
目１１－３

雇用・労
災・健康・
厚生133,000円～

150,000円
雇用期間の定めなし

No.11 表　裏 ６月２８日号

所在地・就業場所

日給７４４０円～
７４４０円

20日間
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148,800円

時給８００円～
８００円

℡ 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 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 150人 ）

正社員以外 39050- 1941791 就業場所

不問 (1) 8時30分～16時30分
(2) 8時30分～12時00分

（従業員数 35人 ）

正社員 39050- 1942891 就業場所

時給
59歳以下 (1) 9時45分～19時15分

(2) 9時45分～13時15分

（従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 1944591 就業場所

時給 普通自動車免許二種
18歳以上 (1)16時00分～ 1時00分

（従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 1922991 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 20人 ）

正社員 39050- 1923491 就業場所

時給
不問 (1) 8時30分～15時30分

（従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 1924791 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 準中型一種（５トン限
35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 準中型自動車免許

（従業員数 11人 ）

正社員 39050- 1926291 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 3人 ）

正社員以外 39050- 1927591 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
18歳～40歳 (1) 8時00分～16時30分

(2)16時00分～ 0時30分

（従業員数 61人 ）

正社員 39050- 1928191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
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 5人 ）

正社員 39050- 1929091 就業場所

時給
不問

（従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 1932791 就業場所

変形（１ヶ月単位） 準中型一種（５トン限
不問 (1) 8時30分～17時30分 準中型自動車免許

（従業員数 11人 ）

正社員以外 39050- 1915491 就業場所

月給 歯科衛生士
不問 (1) 8時35分～18時05分

（従業員数 4人 ）

正社員 39050- 1916791 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 160人 ）

正社員以外 39050- 1917891 就業場所

時給
不問 (1) 7時00分～14時00分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 1918291 就業場所高知県高知市

農作業 塩田　博純 高知県高知市春野町森山１０３
５

850円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

（町）薬剤助手 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ヶ月未満）

日給７１００円～
７１００円

月あたり
144,840円～
144,840円

歯科衛生士 前田歯科医院 高知県高知市朝倉西町２丁目
アーネスト針木２１７

雇用・労
災・健康・
厚生175,000円～

220,000円
雇用期間の定めなし

テント・看板製作、取
付、イベント会場設営

（有）カリヤテント 高知県土佐市波介１８７８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

20～22日間
160,000円～
180,000円

時給１０００円～
１０００円

通販業務 望月製紙　株式会社 高知県土佐市北地３００８―１ 労災

800円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

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

雇用・労
災・健康・
厚生135,000円～

175,000円
雇用期間の定めなし

作業員（加工～仕上
げ） 

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165,000円～

190,000円
雇用期間の定めなし

農作業 森　務 高知県　土佐市　市野々２１９
３

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

時給１０００円～
１０００円

15日間
120,000円～
120,000円

テント・看板製作、取
付、イベント会場設営

（有）カリヤテント 高知県土佐市波介１８７８－１ 雇用・労
災・健康・
厚生175,000円～

230,000円
雇用期間の定めなし

事務及び配車 （有）明神ハイヤー 高知県吾川郡いの町新町７４ 雇用・労災

800円～800円雇用期間の定めなし

事務及び配車 （有）明神ハイヤー 高知県吾川郡いの町新町７４ 雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

150,000円
雇用期間の定めなし

ハイヤー乗務員≪急募
≫

（有）明神ハイヤー 高知県吾川郡いの町新町７４ 労災

762円～779円雇用期間の定めなし

ファッション衣料販売
スタッフ

ファッションセン
ターしまむら　土佐
店

高知県土佐市高岡町甲８８７－
１

雇用・労災

920円～1,000円雇用期間の定めなし

事務職 朝倉ハイヤー　有限
会社

高知市福井町１７２８－１ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

時給８００円～
８００円

月あたり
123,200円～
123,200円

介護支援専門員 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180,000円～

210,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）


