
表

年齢・
就業時間

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

200,000円～300,000円

TEL 088-852-1188 （従業員数 14人 ）

正社員 39050-  578221 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

175,000円～300,000円

TEL 088-852-1188 （従業員数 14人 ）

正社員 39050-  579521 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～16時00分

898円～1,159円 (2)9時00分～16時30分

TEL 088-893-1225 （従業員数 32人 ）

パート労働者 39050-  580321 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)7時00分～16時00分

155,000円～225,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-849-3330 （従業員数 20人 ）

正社員 39050-  594821 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時30分～16時30分

155,000円～225,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)11時00分～20時00分
TEL 088-849-3330 （従業員数 20人 ）

正社員 39050-  595221 就業場所 高知県高知市

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

175,000円～240,000円

TEL 088-849-3330 （従業員数 20人 ）

正社員 39050-  598321 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

165,000円～225,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～9時00分
TEL 088-841-0188 （従業員数 20人 ）

正社員 39050-  602321 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

165,000円～225,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～9時00分
TEL 088-841-0188 （従業員数 20人 ）

正社員 39050-  603621 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時40分～17時40分

TEL 088-852-6633 （従業員数 54人 ）

正社員以外 39050-  605121 就業場所

時給

不問

820円～900円

TEL 088-841-0188 （従業員数 22人 ）

パート労働者 39050-  577821 就業場所 高知県高知市

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～17時00分

1,200円～1,400円 (2)8時30分～17時30分

TEL 088-892-4976 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050-  557921 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)6時00分～9時00分

850円～900円 (2)14時00分～19時00分

(3)7時00分～12時00分
TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

パート労働者 39050-  567021 就業場所

時給

不問

897円～1,169円

TEL 088-869-2331 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050-  568721 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時15分

1,119円～1,201円 (2)17時00分～8時30分

TEL 088-869-2331 （従業員数 28人 ）

パート労働者 39050-  569821 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)8時30分～16時30分

897円～951円

TEL 088-869-2331 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  570421 就業場所 高知県吾川郡いの町

　週間最新求人情報            Ｎo.45

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

機械加工　（フライ
ス、旋盤）《経験者》

株式会社　西原鉄工所 高知県土佐市高岡町甲８９５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 不問

　2月25日号

機械加工　（フライ
ス、旋盤）《未経験
者》

株式会社　西原鉄工所 高知県土佐市高岡町甲８９５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 不問

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職員 有限会社　ユニバース
絆・わかくさ

高知県高知市若草町１－２４ 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

介護職員（正社員） 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３０７６番
地１

　
【送付先別】

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

施設ケアマネ 有限会社　ユニバース
絆・わかくさ

高知県高知市若草町１－２４ 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

雇用期間の定めなし 不問

介護職員（管理者）
《ほっと館》

（医）仁照会　はるの
森澤クリニック

高知県高知市春野町東諸木３１６３ 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めなし 定年を上限

その他の福祉・介護
関係資格

介護職員（管理者）
《とさの森》

（医）仁照会　はるの
森澤クリニック

高知県高知市春野町東諸木３１６３ 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めなし 定年を上限

その他の福祉・介護
関係資格

棚卸し作業（本社工
場）【急募】（３／１
～３／２５）

（株）土佐電子 高知県土佐市高岡町乙６１－１０ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給１，１００円～
１，１００円

18日間
155,034円～
155,034円

《急募》介護職員
（ほっと館）

（医）仁照会　はるの
森澤クリニック

高知県高知市春野町東諸木３１６３ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護職（デイサービス
駅前ゆとりあ）

社会福祉法人　伊野福
祉会

高知県吾川郡いの町波川５６０番２ 雇用・労災 看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 不問

調理員 医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

保育補助員及び雑務
（本川へき地保育園）

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

みどり寮寮母 いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

事務補助員（本川教育
事務所・本川新郷土
館）

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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）



裏

年齢・
就業時間

時給

不問 (1)8時00分～15時45分

878円～931円

TEL 088-869-2331 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050-  571321 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)7時30分～15時15分

878円～878円

TEL 088-869-2331 （従業員数 28人 ）

パート労働者 39050-  572621 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時15分

1,649円～1,701円 (2)17時00分～8時30分

TEL 088-869-2331 （従業員数 28人 ）

パート労働者 39050-  573921 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～14時45分

945円～1,011円 (2)10時00分～18時45分

TEL 088-869-2331 （従業員数 28人 ）

パート労働者 39050-  574121 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

900円～900円

TEL 088-894-3033 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050-  575021 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)7時00分～8時30分

1,000円～1,100円 (2)15時45分～17時15分

TEL 088-850-2385 （従業員数 14人 ）

パート労働者 39050-  546421 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時00分～16時00分

820円～820円

TEL 088-852-2300 （従業員数 82人 ）

パート労働者 39050-  547321 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時00分～12時00分

830円～830円

TEL 088-852-2300 （従業員数 82人 ）

パート労働者 39050-  548621 就業場所 高知県土佐市

変形（1ヶ月単位）
18歳～44歳 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-893-1414 （従業員数 11人 ）

正社員 39050-  549921 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)6時00分～15時00分

(2)8時00分～17時00分

TEL 088-893-1414 （従業員数 11人 ）

正社員以外 39050-  550721 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時30分～16時30分

TEL 088-893-1115 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050-  551821 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時30分～16時30分

TEL 088-867-2322 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050-  552221 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

140,000円～180,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 10人 ）

正社員以外 39050-  555321 就業場所 高知県高知市

　職場でのトラブルでお悩みの方は「総合労働相談コーナー」へ！

　【問い合わせ先】

　●高知労働局総合労働相談コーナー

　　ＴＥＬ　０８８　（８８５）　６０２７

　●高知総合労働相談コーナー（高知労働基準監督署内） ●須崎総合労働相談コーナー（須崎労働基準監督署内）

　　ＴＥＬ　０８８　（８８５）　６０１０ 　ＴＥＬ　０８８９　（４２）　１８６６

　週間最新求人情報            Ｎo.45

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

(要自動車運転免許の
場合があります）

年齢制限
該当事由

学校用務員兼事務補助
員（長沢小学校）

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

　2月25日号

学校用務員兼事務補助
員（本川中学校）

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

みどり寮指導員 いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理補助員（みどり
寮）

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

鮮魚係 高知県農業協同組合高
知地区　春野支所

高知県高知市春野町西分５１２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

送迎運転手（第１太陽
福祉園）

社会福祉法人　太陽福
祉会

高知県土佐市波介１２７６－４ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

惣菜係（ポプラ店）
【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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

水産係（ポプラ店）
【月１５日休日】

株式会社　サンプラザ 高知県土佐市高岡町乙２７－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

鉄筋工 株式会社　井上興業 高知県吾川郡いの町大内２７２７－
１

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

日給８，５００円～
１２，０００円

月あたり
199,750円～
282,000円

大型運転手・作業 株式会社　井上興業 高知県吾川郡いの町大内２７２７－
１

雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

日給９，０００円～
１１，０００円

月あたり
188,100円～
229,900円

事務補助員（産業経済
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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

月給１３１，９６１円～
１３９，９０９円

時給
897円～
951円

事務補助員　（吾北庁
舎　森林政策課）

いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

月給１３１，９６１円～
１３９，９０９円

時給
897円～
951円

職業支援及び介護業務 特定非営利活動法人
高知県自閉症協会

高知県高知市春野町芳原７３７番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

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

℡ 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）


