
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 普通自動車免許ＡＴ
(3)11時00分～20時00分

（従業員数 0人 ）

正社員 39050- 2525791 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

(2) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 30人 ）

正社員 39050- 2526891 就業場所高知県吾川郡いの町

時給 ホームヘルパー２級
不問

（従業員数 44人 ）

パート労働者 39050- 2527291 就業場所高知県高知市

時給 ホームヘルパー２級
不問 (1) 8時30分～17時30分 原動機付自転車免許

（従業員数 44人 ）

パート労働者 39050- 2528591 就業場所高知県高知市

月給 医療事務士
不問 (1) 8時30分～17時30分

(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 50人 ）

正社員 39050- 2529191 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種
18歳以上 (1) 7時00分～21時00分

(2) 8時00分～22時00分
(3)10時00分～ 0時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 2530691 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 11人 ）

正社員以外 39050- 2531991 就業場所高知県高知市

不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 116人 ）

正社員以外 39050- 2518891 就業場所

月給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時00分

(2)10時30分～19時00分

（従業員数 10人 ）

正社員以外 39050- 2519291 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)13時30分～22時00分

（従業員数 10人 ）

正社員 39050- 2520091 就業場所

時給 歯科衛生士
不問 (1) 9時00分～18時00分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 2521391 就業場所

月給 歯科衛生士
不問 (1) 8時30分～19時00分

(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 8人 ）

正社員 39050- 2522691 就業場所

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- 2512091 就業場所

時給 准看護師
不問 (1) 8時30分～17時00分

(2) 9時30分～18時00分

（従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2513391 就業場所

時給 看護師
不問 (1) 8時30分～15時30分 准看護師

(2) 8時30分～16時30分

（従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 2514691 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- 2515991 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 4人 ）

正社員 39050- 2516491 就業場所高知県高知市

介護支援専門員（居
宅）

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180,000円～

280,000円
雇用期間の定めなし

製缶エ （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

看護職員（正・准）　 
（なごみ館）

株式会社　ライズ 高知県土佐市高岡町甲　２１９
０－７

雇用・労
災・健康・
厚生1,200円～1,300

円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

准看護師 山内内科 高知県吾川郡いの町枝川２４７
－１１

雇用・労
災・健康・
厚生1,000円～1,000

円
雇用期間の定めなし

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

歯科衛生士 医療法人大空会　安
光歯科

高知県吾川郡いの町天王南２丁
目１－１

雇用・労
災・健康・
厚生195,000円～

270,000円
雇用期間の定めなし

歯科衛生士 医療法人大空会　安
光歯科

高知県吾川郡いの町天王南２丁
目１－１

労災

1,100円～1,500
円

雇用期間の定めなし

製造作業員（ペットケ
ア用品「ネコ砂」の製
造）

株式会社　エスエス 高岡郡日高村下分２５５６－１ 雇用・労
災・健康・
厚生160,000円～

160,000円
雇用期間の定めなし

出荷場オペレーター 高知県農業協同組合
高知地区　春野支所

高知県高知市春野町西分５１２
－２

雇用・労
災・健康・
厚生200,000円～

200,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

教務、事務補助 学校法人高知学園
高知リハビリテー
ション専門職大学

高知県土佐市高岡町乙１１３９
－３

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

月あたり
148,800円～
148,800円

軽作業 山北造園株式会社 高知県高知市春野町平和３３９
３－３３

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

ハイヤー乗務員 有限会社　宇佐観光
ハイヤー

高知県土佐市宇佐町宇佐２７５
７－３３

雇用・労災

790円～1,122円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

日給７０００円～
１００００円

月あたり
137,900円～
197,000円

医療事務員 医療法人　高尚会川
田整形外科

高知県土佐市高岡町甲９２０－
１

雇用・労
災・健康・
厚生・財形145,000円～

175,000円
雇用期間の定めなし

訪問介護 （社福）高知市社会
福祉協議会　介護セ
ンターあじさい会館

高知県高知市春野町西分１－１ 労災

1,100円～1,300
円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

介護職員 （社福）高知市社会
福祉協議会　介護セ
ンターあじさい会館

高知県高知市春野町西分１－１ 労災

991円～991円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護（デイサービスセン
ター 
寿幸園）

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～

190,000円
雇用期間の定めなし

介護職（新規開設） 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～

212,000円
雇用期間の定めなし

No.20 表　裏 ８月３０日号

所在地・就業場所

℡ 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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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。）

不問 (1) 8時30分～17時00分

（従業員数 50人 ）

正社員以外 39050- 2517791 就業場所高知県土佐市

不問 (1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～12時00分
(3)13時00分～17時00分

（従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 2507991 就業場所高知県高知市

時給
不問

（従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2508491 就業場所

月給 変形（１年単位）
不問 (1) 9時00分～18時00分

（従業員数 96人 ）

正社員 39050- 2509791 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員
18歳以上 (1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

（従業員数 15人 ）

正社員 39050- 2510591 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- 2511191 就業場所高知県吾川郡いの町

時給 准看護師
不問 (1) 8時30分～12時00分 看護師

(2) 8時30分～13時00分

（従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 2503191 就業場所

時給
不問

（従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2504091 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 保育士

（従業員数 4人 ）

正社員以外 39050- 2505391 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～18時00分

(2)11時00分～21時00分

（従業員数 18人 ）

正社員 39050- 2506691 就業場所高知県吾川郡いの町

接客（くらうど） 西川建設（株） 高知県吾川郡いの町鹿敷１３７
９－１

雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

230,000円
雇用期間の定めなし

支援補助（町）（臨
時）

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－
１

雇用・公
災・健康・
厚生149,100円～

165,900円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

農作業 中内　浩順 高知県土佐市新居２６９－３

762円～762円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

看護師（正・准） 医療法人　桔梗ケ丘
会　橋本外科胃腸科
内科

高知県土佐市高岡町甲７５０－
１

労災

1,300円～1,500
円

雇用期間の定めなし

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

労災

850円～850円雇用期間の定めなし

ケアマネージャー（グ
ループホーム　アビタシ
オン微風）

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180,000円～

230,000円
雇用期間の定めなし

リハビリ助手 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133,000円～

148,000円
雇用期間の定めなし

学習済みプリント採点
業務等

公文式　福井教室 高知県高知市福井東町３３－２
３

労災

850円～850円雇用期間の定めなし

農作業（キュウリ） 片山　一也 高知市春野町西畑３１４

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

臨時的任用職員（用務
補助）

高知県立高知海洋高
等学校

土佐市宇佐町福島１番地 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

20日間
148,800円～
148,800円

時給８００円～
８００円

月あたり
160,000円～
160,000円


