
表

年齢・
就業時間

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

190,000円～265,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 088-893-5111 （従業員数 17人 ）

正社員 39050-  276601 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)6時30分～15時30分

150,000円～189,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 088-893-5111 （従業員数 51人 ）

正社員 39050-  277901 就業場所高知県吾川郡いの町

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)6時30分～15時30分

980円～1,130円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 088-893-5111 （従業員数 48人 ）

パート労働者 39050-  278101 就業場所高知県吾川郡いの町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～16時00分

980円～1,130円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 088-893-5111 （従業員数 17人 ）

パート労働者 39050-  279401 就業場所高知県吾川郡いの町

月給

不問 (1)8時30分～18時30分

195,000円～270,000円

TEL 088-840-7345 （従業員数 8人 ）

正社員 39050-  280201 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～15時30分

800円～800円 (2)9時30分～16時00分

(3)9時00分～13時00分

TEL 088-803-2203 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050-  255801 就業場所高知県高知市

時給

不問 (1)9時00分～13時00分

800円～800円

TEL 088-803-2203 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050-  256201 就業場所高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

175,000円～230,000円

TEL 088-828-5220 （従業員数 11人 ）

正社員 39050-  258001 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

160,000円～180,000円

TEL 088-828-5220 （従業員数 11人 ）

正社員以外 39050-  259301 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時00分

149,903円～160,548円

TEL 088-852-7610 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050-  248201 就業場所

時給

不問 (1)12時00分～18時00分

951円～1,019円 (2)10時00分～19時00分

TEL 088-852-7610 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050-  249501 就業場所高知県土佐市

月給 交替制あり
不問 (1)9時30分～18時00分

149,903円～160,548円 (2)12時30分～21時00分

(3)8時00分～16時30分

TEL 088-852-7610 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050-  250601 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

177,000円～187,000円 (2)7時45分～16時45分

(3)8時30分～17時30分

TEL 088-867-3001 （従業員数 31人 ）

正社員 39050-  251901 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)6時45分～15時45分

145,000円～145,000円 (2)10時15分～19時15分

TEL 088-867-3001 （従業員数 31人 ）

正社員 39050-  252101 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

200,500円～200,500円

TEL 088-867-3001 （従業員数 31人 ）

正社員 39050-  253401 就業場所
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職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 加入保険等
必要な免許資格

(要普通自動車運転免
許の場合があります）

年齢制限
該当事由

ケアマネージャー及び
介護職（新別の里）

（医）岡本会　さくら
病院

高知県吾川郡いの町鹿敷１６２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

　1月３１日号

介護職「グループホー
ム」

（医）岡本会　さくら
病院

高知県吾川郡いの町鹿敷１６２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

介護職「グループホー
ム」

（医）岡本会　さくら
病院

高知県吾川郡いの町鹿敷１６２ 雇用・労災・
財形

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

介護職「新別の里」 （医）岡本会　さくら
病院

高知県吾川郡いの町鹿敷１６２ 雇用・労災・
財形

雇用期間の定めなし 不問

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

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 不問

介護職（デイサービ
ス）

ＮＰＯ法人　春野町高
齢者福祉をすすめる会
高知市春野デコの里

高知県高知市春野町西畑２６８０ 雇用・労災 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

調理（デイサービス） ＮＰＯ法人　春野町高
齢者福祉をすすめる会
高知市春野デコの里

高知県高知市春野町西畑２６８０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

５トン限定準中型自
動車免許

準中型自動車免許
雇用期間の定めなし キャリア形成

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 ５トン限定準中型自
動車免許

準中型自動車免許
雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

清掃職員 高知中央西部焼却処理
事務組合

高知県土佐市北地２２９０ 
「土佐市北原クリーンセンター」

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

受付及びプール監視 高知中央西部焼却処理
事務組合

高知県土佐市北地２２９０ 
「土佐市北原クリーンセンター」

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

受付及びプール監視 高知中央西部焼却処理
事務組合

高知県土佐市北地２２９０ 
「土佐市北原クリーンセンター」

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護員（吾北荘） 社会福祉法人　ごほく
静和会　特別養護老人
ホーム　吾北荘

高知県吾川郡いの町下八川丁１６７
６番地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

調理員 社会福祉法人　ごほく
静和会　特別養護老人
ホーム　吾北荘

高知県吾川郡いの町下八川丁１６７
６番地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

生活相談員 社会福祉法人　ごほく
静和会　特別養護老人
ホーム　吾北荘

高知県吾川郡いの町下八川丁１６７
６番地

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉士

雇用期間の定めなし 不問

℡ 088-893-1225

ハローワークいの

（いの公共職業安定所）
◎ 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）


