
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

時給
不問

（従業員数 9人 ）

パート労働者 39050- 2762091 就業場所

月給
不問 (1) 5時30分～19時00分

（従業員数 64人 ）

正社員以外 39050- 2763391 就業場所

時給
不問 (1)14時00分～19時00分

（従業員数 64人 ）

パート労働者 39050- 2764691 就業場所

月給
44歳以下 (1) 9時00分～18時00分

(2) 9時00分～13時00分

（従業員数 8人 ）

正社員 39050- 2765991 就業場所高知県吾川郡いの町

月給
44歳以下 (1) 9時00分～18時00分

(2) 9時00分～13時00分

（従業員数 7人 ）

正社員 39050- 2766491 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- 2767791 就業場所高知県高知市

時給
不問 (1) 7時00分～12時00分

（従業員数 0人 ）

パート労働者 39050- 2749991 就業場所高知県土佐市

18歳以上 (1)19時30分～ 7時30分
(2)20時00分～ 8時00分
(3)20時30分～ 8時30分

（従業員数 128人 ）

パート労働者 39050- 2750891 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 28人 ）

正社員 39050- 2751291 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
35歳以下 (1) 8時50分～17時30分

（従業員数 5人 ）

正社員 39050- 2752591 就業場所高知県高知市

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分 看護師

介護福祉士

（従業員数 56人 ）

正社員以外 39050- 2753191 就業場所高知県土佐市

月給 変形（１ヶ月単位）
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00分～19時00分

（従業員数 12人 ）

正社員以外 39050- 2754091 就業場所高知県高知市

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30分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ

(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 16人 ）

正社員以外 39050- 2755391 就業場所高知県高知市

不問 (1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～15時00分

（従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 2756691 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時30分～17時30分

(2) 5時30分～14時30分
(3)10時30分～19時30分

（従業員数 73人 ）

正社員 39050- 2757991 就業場所高知県土佐市

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

（従業員数 22人 ）

正社員 39050- 2758491 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
18歳以上 (1) 7時30分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ

(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 17人 ）

正社員以外 39050- 2759791 就業場所

No.22 表　裏 ９月１３日号

所在地・就業場所

日給１０７００円
～

時給
972円～
972円

日給７８５１円～
８３３９円

給食調理 社会福祉法人　高知
小鳩会　障害者支援
施設　あじさい園

高知県高知市春野町秋山２８０
１－１５

雇用・労
災・健康・
厚生148,600円～

148,600円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

鰹節製造工 有限会社　竹内商店 高知県土佐市宇佐町宇佐２８２
４－３

雇用・労
災・健康・
厚生765円～780円雇用期間の定めなし

調剤薬局事務 （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・健康・
厚生・財形142,000円～

150,000円
雇用期間の定めなし

給食調理 社会福祉法人　高知
小鳩会　障害者支援
施設　あじさい園

高知県高知市春野町秋山２８０
１－１５

雇用・労災

1,000円～1,000
円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

農作業（キュウリ） 西浦　伊織 高知県高知市鴨部１丁目１０－
２－３０１

900円～1,000円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

調剤薬局事務 （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・健康・
厚生・財形142,000円～

150,000円
雇用期間の定めなし

非常勤寄宿舎指導員（本
校） 

高知県立高知若草特
別支援学校

高知県高知市春野町弘岡下２９
８０－１

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

農作業 倉橋　康宏 高知県土佐市高岡町丙５０７－
１雅アパート２Ｆ西

800円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

営業 株式会社　ハルノ
トーヨー

高知県高知市春野町弘岡上１８
９０－７

雇用・労
災・公災・
健康200,000円～

200,000円
雇用期間の定めなし

製造作業員 松井建材　有限会社 高知県土佐市高岡町甲１０８０
－１

雇用・労
災・健康・
厚生170,000円～

240,000円
雇用期間の定めなし

介護職員 有限会社　ユニバー
ス

高知市春野町弘岡中　６３９ 雇用・労
災・健康・
厚生140,000円～

170,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

（市）介護認定調査員
（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

月以上）

月あたり
160,160円～
170,115円

みかん収穫と搾酢 西本　農園　西本
勲

高知市岩ケ渕１０７

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

介護職員【新規施設】 有限会社　ユニバー
ス

高知市春野町弘岡中　６３９ 雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

180,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

時給８００円～
８００円

８日間
44,800円～
44,800円

豆腐等の荷造り作業 （株）青木食品 高知県土佐市高岡町甲７３９－
１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

調理補助 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148,000円～

168,000円
雇用期間の定めなし

時給８００円～
８００円

月あたり
138,880円～
138,880円

介護職員 有限会社ユニバース
絆・もりやま

高知県高知市春野町森山３０７
６番地１

雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

180,000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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◎ 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。）

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
18歳以上 (1) 8時00分～16時00分

(2) 8時50分～17時00分
(3)11時00分～19時00分

（従業員数 150人 ）

正社員 39050- 2740491 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師
18歳以上 (1) 8時00分～16時00分

(2) 8時50分～17時00分
(3)11時00分～19時00分

（従業員数 150人 ）

正社員 39050- 2741791 就業場所

変形（１ヶ月単位）
39歳以下

（従業員数 5人 ）

正社員以外 39050- 2742891 就業場所高知県高知市

月給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1)10時00分～19時00分

（従業員数 4人 ）

正社員以外 39050- 2744591 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 1人 ）

正社員以外 39050- 2745191 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- 2729091 就業場所

不問 (1) 7時30分～16時30分

（従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 2730991 就業場所高知県高知市

変形（１年単位）
不問 (1) 9時00分～18時00分

（従業員数 7人 ）

正社員 39050- 2732791 就業場所高知県土佐市

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1)10時00分～15時00分

(2)11時00分～14時00分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 39050- 2733891 就業場所高知県土佐市

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1)10時00分～15時00分

(2)11時00分～14時00分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 39050- 2734291 就業場所高知県土佐市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種
18歳以上 (1) 8時00分～21時30分

(2) 7時00分～22時30分
(3) 9時00分～ 0時00分

（従業員数 10人 ）

正社員 39050- 2737091 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) 8時00分～21時30分

(2) 7時00分～22時30分
(3) 9時00分～ 0時00分

（従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 2738391 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) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 10人 ）

正社員 39050- 2727591 就業場所高知県土佐市

《急募》看護師（正） 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181,000円～

280,000円
雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド販売員 モリミツ石油　株式
会社

高知市春野町内ノ谷　７９５番
地６

雇用・労
災・健康・
厚生・財形雇用期間の定めなし

《急募》准看護師 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170,000円～

235,000円
雇用期間の定めなし

時給８００円～
１０００円

月あたり
149,760円～
187,200円

農作業 片山農園　片山博文 高知市春野町西畑６７１番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

トリマー Ｄｏｇ　ａｎｄ　Ｓ
ｅａ

高知市春野町弘岡下２６５５－
７

雇用・労災

135,880円～
150,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

時給８００円～
９００円

月あたり
160,000円～
180,000円

農作業 山岡農場　山岡博幸 高知県吾川郡いの町枝川４８０
番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

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

時給１０００円～
１２００円

月あたり
216,000円～
259,200円

ホールスタッフ（昼） 
（週２～３日）

株式会社　土佐食菜
森澤

土佐市家俊１００４－３ 労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし

調理人（見習い可） 株式会社　土佐食菜
森澤

土佐市家俊１００４－３ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

時給８００円～
１２００円

月あたり
148,480円～
222,720円

ハイヤー運転手 （有）片山ハイヤー 高知県高知市春野町弘岡中１７
７６ー１

雇用・労災

雇用期間の定めなし

ホールスタッフ（週１～
５日）

株式会社　土佐食菜
森澤

土佐市家俊１００４－３ 労災

850円～1,000円雇用期間の定めなし

その他１２９５４
０

月あたり
129,540円～
129,540円

介護職（グループホーム
「すずらん」）

（有）三愛商事 高知県土佐市高岡町甲１６８４ 
 

雇用・労
災・健康・
厚生148,500円～

170,000円
雇用期間の定めなし

ハイヤー運転手（月１３
日） 

（有）片山ハイヤー 高知県高知市春野町弘岡中１７
７６ー１

雇用・労災

762円～762円雇用期間の定めなし


