
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）
59歳以下 (1) 8時30分～16時45分

（従業員数 37人 ）

正社員 39050- 3123891 就業場所

時給
不問 (1) 8時45分～17時00分

(2)10時45分～19時00分

（従業員数 12人 ）

パート労働者 39050- 3126191 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
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 44人 ）

正社員 39050- 3117591 就業場所高知県吾川郡いの町 厚生年金基金

時給
不問 (1) 8時30分～16時00分

(2) 9時45分～17時15分

（従業員数 23人 ）

パート労働者 39050- 3118191 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- 3103691 就業場所

時給
不問 (1) 9時30分～17時30分

（従業員数 25人 ）

パート労働者 39050- 3104991 就業場所

時給
不問

（従業員数 9人 ）

パート労働者 39050- 3105491 就業場所高知県高知市

不問 (1) 7時00分～21時00分

（従業員数 9人 ）

正社員以外 39050- 3106791 就業場所高知県高知市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 44人 ）

正社員 39050- 3107891 就業場所 厚生年金基金

時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）
不問 (1)10時30分～16時30分

(2)11時30分～17時30分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 3108291 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１年単位）
不問 (1) 8時15分～16時30分

（従業員数 37人 ）

正社員 39050- 3109591 就業場所

時給
不問 (1)11時00分～17時00分

（従業員数 14人 ）

パート労働者 39050- 3112991 就業場所

時給
不問 (1)11時00分～17時00分

（従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 3113491 就業場所高知県高岡郡佐川町

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 58人 ）

正社員以外 39050- 3114791 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１年単位）
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 85人 ）

正社員 39050- 3096591 就業場所

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

35歳以下 (1) 9時00分～18時00分

（従業員数 5人 ）

正社員 39050- 3097191 就業場所

保育士
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 79人 ）

正社員以外 39050- 3098091 就業場所高知県土佐市

保育士
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 79人 ）

正社員以外 39050- 3099391 就業場所高知県土佐市

不問 (1) 7時30分～10時30分
(2)15時30分～18時30分

（従業員数 79人 ）

パート労働者 39050- 3100191 就業場所高知県土佐市

不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 3101091 就業場所高知県土佐市

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 9時00分～18時00分

（従業員数 3人 ）

正社員 39050- 3102391 就業場所

一般事務職員 株式会社　ワイ・エ
ム・インターナショ
ナル

高知県土佐市高岡町乙１１７９
番地２１　ＹＭマンション２０
３号

雇用・労
災・健康・
厚生135,000円～

150,000円
雇用期間の定めなし

農作業 野田　正 高知県土佐市甲原３０６３

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

日給７０００円～
９０００円

10日間
70,000円～
90,000円

（市）保育士（臨時） 土佐市役所 高知県土佐市高岡町甲２０１７
－１

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

日給２７３３円～
２９３１円

時給
911円～
977円

（市）保育士（臨時） 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

月以上）

日給７０６１円～
７５７２円

20日間
141,220円～
151,440円

（市）保育士（臨時） 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

月以上）

日給７５７２円～
７５７２円

20日間
151,440円～
151,440円

営業員 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・財形179,800円～

281,000円
雇用期間の定めなし

包装、検査作業スタッフ 菊屋　株式会社 高知県高知市春野町西分８９７ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形137,800円～

137,800円
雇用期間の定めなし

（町）事務補助員 
（ほけん福祉課）

いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－
１

雇用・公
災・健康・
厚生149,100円～

149,100円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

携帯電話設定フォロー業務
（ドコモショップ佐川店）

（有）　キシモト通
信サービス

高知県吾川郡いの町４４３ 労災

900円～900円雇用期間の定めなし

携帯電話設定フォロー業務
（ドコモショップ伊野店）

（有）　キシモト通
信サービス

高知県吾川郡いの町４４３ 労災

900円～900円雇用期間の定めなし

一般事務 株式会社　エッグ
メール

高知県高知市春野町弘岡中１０
３４番地１５

雇用・労
災・健康・
厚生151,965円～

172,925円
雇用期間の定めなし

高知アイス売店スタッフ （有）高知アイス 高知県吾川郡いの町下八川乙６
８３

労災

830円～880円雇用期間の定めなし

管理技術者 （株）四国ネット 高知県吾川郡いの町下八川甲３
７３

雇用・労
災・健康・
厚生・財形230,000円～

380,000円
雇用期間の定めなし

カフェスタッフ （有）高知アイス 高知県吾川郡いの町下八川乙６
８３

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

時給８３０円～
８８０円

126,077円～
126,077円

カフェスタッフ （有）高知アイス 高知県吾川郡いの町下八川乙６
８３

労災

830円～880円雇用期間の定めなし

一般事務 （有）高知アイス 高知県吾川郡いの町下八川乙６
８３

労災

830円～830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）

事務補助員 高知労働局 高知県高知市南金田１－３９ 雇用・公
災・健康・
厚生885円～1,009円雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

現場作業員 （株）四国ネット 高知県吾川郡いの町下八川甲３
７３

雇用・労
災・健康・
厚生・財形230,000円～

368,000円
雇用期間の定めなし

レジ係（リッチ土佐店）
【週３５時間】

株式会社　サンプラ
ザ

高知県土佐市高岡町乙２７－１ 雇用・労
災・健康・
厚生815円～880円雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

作業員 株式会社　エッグ
メール

高知県高知市春野町弘岡中１０
３４番地１５

雇用・労
災・健康・
厚生158,867円～

172,575円
雇用期間の定めなし

No.28 表　裏 １０月２５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。）


