
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
不問 (1) 6時45分～15時30分

(2)10時15分～19時00分
(3) 8時30分～17時15分

（従業員数 260人 ）

正社員以外 39050- 3150591 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

（従業員数 18人 ）

パート労働者 39050- 3151191 就業場所

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

44歳以下 (1) 8時00分～16時00分
(2) 8時00分～14時00分

（従業員数 18人 ）

正社員 39050- 3152091 就業場所

変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 6時00分～14時15分 フォークリフト運転技能者

(2)12時00分～20時15分
(3) 7時00分～15時15分

（従業員数 50人 ）

正社員以外 39050- 3153391 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 6時00分～14時15分
(2)12時00分～20時15分
(3) 7時00分～15時15分

（従業員数 50人 ）

正社員以外 39050- 3154691 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 6時00分～14時15分
(2)12時00分～20時15分
(3) 7時00分～15時15分

（従業員数 50人 ）

正社員以外 39050- 3155991 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（１年単位）
59歳以下 (1) 6時00分～14時15分

(2)12時00分～20時15分
(3) 7時00分～15時15分

（従業員数 50人 ）

正社員以外 39050- 3156491 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 精神保健福祉士

不問 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 80人 ）

正社員 39050- 3157791 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- 3143191 就業場所

時給
不問 (1) 8時30分～16時30分

(2) 9時00分～15時30分

（従業員数 18人 ）

パート労働者 39050- 3144091 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- 3145391 就業場所

変形（１年単位） 準中型自動車免許

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 ５トン限定準中型自動車免許

（従業員数 13人 ）

正社員 39050- 3146691 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給
不問 (1) 8時00分～12時00分

（従業員数 26人 ）

パート労働者 39050- 3147991 就業場所

時給
不問 (1) 8時00分～12時00分

（従業員数 26人 ）

パート労働者 39050- 3148491 就業場所 高知県高知市

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 259人 ）

正社員以外 39050- 3149791 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) 8時30分～12時30分

（従業員数 142人 ）

正社員 39050- 3136091 就業場所

時給 理学療法士
不問 (1) 9時00分～15時30分 作業療法士

言語聴覚士

（従業員数 12人 ）

パート労働者 39050- 3137391 就業場所

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）

機能訓練指導員（急募） 株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川　６６
４－１

労災

1,200円～1,400
円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護支援専門員 医療法人　永島会
永井病院

高知県高知市春野町西分２０２
７－３

雇用・労
災・健康・
厚生・財形160,500円～

220,500円
雇用期間の定めなし

（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

月以上）

日給６８５１円～
６８５１円

20日間
137,020円～
137,020円

袋詰め作業及び選果作業 株式会社　トマトの
村

高知県高知市春野町西畑３５３ 労災

790円～790円雇用期間の定めなし

トマトの収穫作業及び世
話

株式会社　トマトの
村

高知県高知市春野町西畑３５３ 労災

790円～790円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

作業員 株式会社　ダック
テック

高知県吾川郡いの町駅東町１０
５番地

雇用・労
災・健康・
厚生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

日給９０００円～
１１０００円

月あたり
208,800円～
255,200円

作業 （有）石元食品 高知県高知市春野町弘岡上５７
０

雇用・労災

830円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

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

相談員（精神保健福祉
士） 

医療法人　仁新会
石川記念病院

吾川郡いの町波川７７ 雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

180,000円
雇用期間の定めなし

紙加工・製品検品≪急募
≫

東陽特紙（株） 高知県吾川郡いの町幸町１１２
－１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

時給８７０円～
９２０円

月あたり
151,380円～
160,080円

紙加工及び梱包≪急募≫ 東陽特紙（株） 高知県吾川郡いの町幸町１１２
－１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

紙製品加工≪急募≫ 東陽特紙（株） 高知県吾川郡いの町幸町１１２
－１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

月あたり
170,520円～
182,700円

時給９８０円～
１０５０円

月あたり
170,520円～
182,700円

製品運搬・出荷≪急募≫ 東陽特紙（株） 高知県吾川郡いの町幸町１１２
－１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

油揚等の製造・加工 （有）池田食品 高知県土佐市高岡町丙４７４－
２

雇用・労
災・健康・
厚生138,500円～

150,000円
雇用期間の定めなし

出荷・軽作業 （有）池田食品 高知県土佐市高岡町丙４７４－
２

雇用・労
災・健康・
厚生790円～820円雇用期間の定めなし

看護補助者 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162,700円～

168,600円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

No.29 表　裏 １１月１日号

所在地・就業場所

時給９８０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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不問 (1) 8時30分～17時00分

（従業員数 107人 ）

正社員以外 39050- 3138691 就業場所

月給
不問 (1) 8時30分～17時00分

（従業員数 24人 ）

正社員以外 39050- 3139991 就業場所 高知県高知市

月給 ５トン限定準中型自動車免許

18歳以上 (1) 5時00分～12時00分 準中型自動車免許
(2) 3時00分～12時00分

（従業員数 3人 ）

正社員 39050- 3140891 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 3141291 就業場所 高知県高知市

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 12人 ）

正社員 39050- 3130491 就業場所 高知県香美市

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 12人 ）

正社員以外 39050- 3131791 就業場所 高知県香美市

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 12人 ）

正社員 39050- 3132891 就業場所 高知県香美市

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 12人 ）

正社員以外 39050- 3133291 就業場所 高知県香美市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許
不問 (1) 9時00分～17時30分

（従業員数 25人 ）

正社員 39050- 3134591 就業場所

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許
不問 (1) 5時00分～12時45分

（従業員数 15人 ）

正社員以外 39050- 3135191 就業場所 高知県高知市

変形（１年単位） 中型自動車免許
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 5人 ）

正社員 39050- 3127091 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給 看護師
不問 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 19人 ）

パート労働者 39050- 3128391 就業場所 高知県高岡郡佐川町

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

（従業員数 28人 ）

正社員 39050- 3129691 就業場所

運転手 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190,000円～

240,000円
雇用期間の定めなし

看護師（正） 社会福祉法人　秋桜
会

高知県高岡郡日高村沖名１番地 労災

1,200円～1,200
円

雇用期間の定めなし

土木作業員 中野興業（有） 高知県高岡郡日高村宮ノ谷５７
７－２

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

仕分け・運搬作業 エイト産業　株式会
社

高知市朝倉丙１６５３－２５ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

日給６１００円～
６１００円

月あたり
154,250円～
154,250円

日給９０００円～
１３０００円

月あたり
207,000円～
299,000円

洗車・引取・納車及び中
古車再生作業

宮地自動車工業
（株）

高知県高知市春野町東諸木２８
０

雇用・労
災・健康・
厚生148,000円～

178,000円
雇用期間の定めなし

介護職【香美】（急募） 株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川　６６
４－１

雇用・労
災・健康・
厚生158,200円～

193,200円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護職【香美】（急募） 株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川　６６
４－１

雇用・労
災・健康・
厚生158,200円～

193,200円
雇用期間の定めなし

介護職【香美】（急募） 株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川　６６
４－１

雇用・労
災・健康・
厚生163,200円～

208,200円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護職【香美】（急募） 株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川　６６
４－１

雇用・労
災・健康・
厚生163,200円～

208,200円
雇用期間の定めなし

農作業（生姜） やの一果彩　矢野弘 高知県土佐市宮ノ内６３７

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

時給１０００円～
１０００円

20日間
160,000円～
160,000円

運転手 高知クリーンサービ
ス社

高知県高知市春野町弘岡中６０
３

雇用・労
災・健康・
厚生180,000円～

220,000円
雇用期間の定めなし

臨時的任用職員 
（みかづき分校事務補
助）

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

141,900円～
150,800円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

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）

日給７４４０円～
７４４０円

20日間
148,800円～
148,800円


