
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
35歳以下 (1) 8時00分～17時10分

（従業員数 10人 ）

正社員 39050- 2717891 就業場所

時給
不問 (1) 9時30分～16時30分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 2726291 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 4人 ）

正社員以外 39050- 2667091 就業場所 高知県高知市

時給
不問

（従業員数 1人 ）

パート労働者 39050- 2668391 就業場所 高知県高知市

不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 1人 ）

正社員以外 39050- 2669691 就業場所 高知県高知市

月給 変形（１年単位）
18歳～35歳 (1) 5時50分～14時00分

(2)13時50分～22時00分
(3)21時50分～ 6時00分

（従業員数 129人 ）

正社員 39050- 2706991 就業場所

不問 (1) 8時15分～15時45分

（従業員数 28人 ）

パート労働者 39050- 2707491 就業場所 高知県土佐市

看護師
不問 (1) 8時30分～17時15分 准看護師

（従業員数 260人 ）

正社員以外 39050- 2708791 就業場所

変形（１年単位）
44歳以下 (1) 8時00分～16時30分

（従業員数 19人 ）

正社員以外 39050- 2716791 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 普通自動車免許一種
64歳以下 (1) 9時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 2人 ）

正社員 39050- 2547691 就業場所

一般事務 仁淀川漁業協同組合 高知県吾川郡いの町４０５５番
地５

雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

180,000円
雇用期間の定めなし

製造及び仕上げ作業 四国ブロック工業株
式会社

高知県吾川郡いの町柳瀬上分７
４－１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

日給７０００円～
８８００円

月あたり
167,000円～
227,160円

看護師（正・准） 土佐市立　土佐市民
病院

高知県土佐市高岡町甲１８６７ 雇用・公
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

（市）学校給食調理員６．
５ｈ 
　（臨）

土佐市役所 高知県土佐市高岡町甲２０１７
－１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

日給５７４６円～
５９２２円

時給
884円～
911円

日給９８５１円～
１１００５円

月あたり
201,420円～
224,500円

製造職 日本製紙パピリア株
式会社　高知工場

高知県吾川郡いの町内野北町１
番地

雇用・労
災・健康・
厚生・財形174,500円～

260,000円
雇用期間の定めなし

農作業 荒川　農園　荒川
亨

高知県高知市春野町西畑４６２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

25日間
160,000円～
160,000円

農作業 荒川　農園　荒川
亨

高知県高知市春野町西畑４６２

800円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

農作業 小島　憲明 高知県高知市春野町東諸木２６
１０－１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

営業補助 株式会社　いわさき
高知営業所

高知県高知市鴨部高町４－１７ 雇用・労
災・健康・
厚生862円～862円雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

建具・家具の製作（未経験
者）

有限会社　岩本木工 高知県高知市春野町西分８０－
１

雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

170,000円
雇用期間の定めなし

No.21 表　裏 ９月６日号

所在地・就業場所

時給８００円～
８００円

25日間
160,000円～
160,000円

時給８００円～
８００円
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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。
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◎ 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- 2556991 就業場所

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

(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 8人 ）

正社員 39050- 2570391 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時30分 自動車整備３級ガソ

（従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 2571691 就業場所 高知県高岡郡日高村

変形（１年単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 7時30分～16時30分

(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 43人 ）

正社員 39050- 2654791 就業場所

時給
不問

（従業員数 43人 ）

パート労働者 39050- 2655891 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- 2656291 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- 2657591 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

(2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 73人 ）

正社員 39050- 2662791 就業場所 高知県土佐市

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

（従業員数 1人 ）

パート労働者 39050- 2663891 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

(2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 73人 ）

正社員 39050- 2664291 就業場所 高知県土佐市

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- 2665591 就業場所

時給
不問 (1) 7時00分～13時00分

(2)16時00分～21時00分

（従業員数 41人 ）

パート労働者 39050- 2666191 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

(2)10時00分～19時00分

（従業員数 12人 ）

正社員 39050- 2546391 就業場所

時給 原動機付自転車免許
不問 ホームヘルパー２級

（従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2533791 就業場所 高知県須崎市

月給 医療事務士
不問 (1) 9時00分～18時00分

(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 96人 ）

正社員 39050- 2535291 就業場所

月給 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～23時00分

(2) 8時00分～23時59分
(3) 9時00分～23時59分

（従業員数 13人 ）

正社員 39050- 2536591 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種
18歳以上 (1)17時00分～ 1時00分

（従業員数 33人 ）

正社員 39050- 2537191 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

（従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 2538091 就業場所

用務員 社会福祉法人　　土
佐平成福祉会

高知県高岡郡日高村本村字土橋
５－５

雇用・労
災・健康・
厚生790円～790円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

大型トラック運転手 四国西濃運輸（株）
土佐営業所

高知県土佐市蓮池字青木ケ鼻２
９１０－１

雇用・労
災・健康・
厚生213,400円～

413,400円
雇用期間の定めなし

ハイヤー運転手 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170,000円～

170,000円
雇用期間の定めなし

医療事務（経験者） 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135,000円～

155,000円
雇用期間の定めなし

訪問介護 合同会社　きざし 高知県土佐市蓮池２６３９番地 労災

1,000円～1,300
円

雇用期間の定めなし

事務職 株式会社　モリチッ
プ

高知県吾川郡いの町枝川１２５
３番地１

雇用・労
災・健康・
厚生・財形170,000円～

183,000円
雇用期間の定めなし

客室清掃【急募】 （株）三陽荘 高知県土佐市宇佐町竜５０４－
１

労災

800円～900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

日給１００００円～
１１０００円

月あたり
195,000円～
214,500円

准看護師 社会福祉法人　正晴
会　特別養護老人
ホーム　さくら

高知県土佐市高岡町甲９６９－
１

雇用・労
災・健康・
厚生182,000円～

232,000円
雇用期間の定めなし

製造 北陽商事株式会社
高知営業所

高知県吾川郡いの町駅南町６２
－４－１Ｆ

労災

800円～900円雇用期間の定めなし

正看護師 社会福祉法人　正晴
会　特別養護老人
ホーム　さくら

高知県土佐市高岡町甲９６９－
１

雇用・労
災・健康・
厚生208,000円～

258,000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・健康・
厚生175,000円～

230,000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）

作業員 （株）前川博之商店 高知県土佐市用石１５７ 雇用・労災

790円～800円雇用期間の定めなし

時給１０００円～
１０００円

20～22日間
160,000円～
180,000円

生姜の加工・出荷作業員 （株）前川博之商店 高知県土佐市用石１５７ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

自動車整備士 土佐共同産業（株） 高知県土佐市蓮池２７３５－１ 労災

900円～1,500円雇用期間の定めなし

時給７９０円～
９００円

月あたり
134,946円～
153,736円

自動車整備士 土佐共同産業（株） 高知県土佐市蓮池２７３５－１ 雇用・労
災・健康・
厚生200,000円～

320,000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


