
表

年齢・
就業時間

時給 変形（1年単位）
不問 (1)9時00分～16時00分

800円～900円

TEL 088-847-1711 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050-  568011 就業場所 高知県高知市

不問 (1)8時30分～17時30分

TEL 088-894-3572 （従業員数 44人 ）

正社員以外 39050-  569311 就業場所

時給

59歳以下

1,000円～1,500円

TEL 088-856-5511 （従業員数 14人 ）

パート労働者 39050-  570111 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

136,000円～207,000円

TEL 088-856-5511 （従業員数 18人 ）

正社員以外 39050-  571711 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時15分～17時15分

TEL 088-894-3572 （従業員数 44人 ）

正社員以外 39050-  572811 就業場所 高知県高知市

不問 (1)8時00分～16時00分

TEL 088-852-2555 （従業員数 8人 ）

正社員 39050-  573211 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)13時00分～17時30分

800円～1,000円

TEL 088-821-6773 （従業員数 15人 ）

パート労働者 39050-  574511 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

160,000円～200,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 088-821-6773 （従業員数 15人 ）

正社員 39050-  576011 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

177,000円～260,000円

TEL 088-856-5511 （従業員数 18人 ）

正社員 39050-  577311 就業場所 高知県土佐市

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

183,000円～253,000円

TEL 088-856-5511 （従業員数 14人 ）

正社員 39050-  578611 就業場所

不問 (1)9時00分～17時00分

TEL 088-852-7603 （従業員数 29人 ）

パート労働者 39050-  579911 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時30分～17時15分

TEL 088-844-1120 （従業員数 21人 ）

パート労働者 39050-  582211 就業場所 高知県高知市

月給

不問 (1)8時30分～16時30分

126,000円～162,000円 (2)9時00分～17時00分

(3)9時15分～17時15分
TEL 088-892-0515 （従業員数 10人 ）

正社員以外 39050-  565211 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

140,400円～179,100円

TEL 088-892-0515 （従業員数 16人 ）

正社員以外 39050-  566511 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～195,000円

TEL 088-852-7774 （従業員数 98人 ）

正社員 39050-  567411 就業場所 高知県土佐市

　週間最新求人情報           Ｎo.46

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

ガソリンスタンドス
タッフ

（有）伊野工材 高知県吾川郡いの町１６７８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

2月26日号

サービス提供責任者 （社福）高知市社会福
祉協議会　介護セン
ターあじさい会館

高知県高知市春野町西分１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

日給７９３０円～
７９３０円

月あたり
158,600円～
158,600円

《急募》介護職員
（ホームヘルパー）

有限会社　四国総合介
護システム

高知県土佐市高岡町乙３２３４一１ 労災 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

《急募》介護職員（正
社員以外）

有限会社　四国総合介
護システム

高知県土佐市高岡町乙３２３４一１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めなし 定年を上限

看護職（正・准） （社福）高知市社会福
祉協議会　介護セン
ターあじさい会館

高知県高知市春野町西分１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給９５００円～
１００００円

月あたり
190,000円～
200,000円

左官・土木作業（見習
い可）

株式会社　芝土木 高知県土佐市蓮池８２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

日給７０００円～
１３０００円

月あたり
171,500円～
318,500円

保育士《急募》 株式会社　晃健 高知県高知市春野町弘岡下１９３３
－１

労災 保育士

雇用期間の定めなし 不問

児童支援員《急募》 株式会社　晃健 高知県高知市春野町弘岡下１９３３
－１

雇用・労災・
健康・厚生

保育士

雇用期間の定めなし 不問

《急募》看護師（正・
准）（日勤のみ）

有限会社　四国総合介
護システム

高知県土佐市高岡町乙３２３４一１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

介護支援専門員 有限会社　四国総合介
護システム

高知県土佐市高岡町乙３２３４一１ 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

一般事務職員（会計年
度任用職員パートタイ
ム）

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）

不問

日給６２８３円～
６２８３円

時給
897円～
897円

機械操作及びほ場管理
業務

高知県農業技術セン
ター果樹試験場

高知県高知市朝倉丁２６８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

月給９９９００円～
１４４６７５円

時給
855円～
1,239円

相談員 社会福祉法人　いの町
社会福祉協議会

高知県吾川郡いの町１４００番地
すこやかセンター伊野内

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 社会福祉法人　いの町
社会福祉協議会

高知県吾川郡いの町１４００番地
すこやかセンター伊野内

雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修
修了者

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

点検・保全業務 廣瀬製紙　株式会社 高知県土佐市高岡町丙５２９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

℡ 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

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-  559411 就業場所

時給

不問 (1)12時00分～18時00分

951円～1,019円

TEL 088-852-7610 （従業員数 12人 ）

パート労働者 39050-  560611 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時30分～17時15分

897円～951円

TEL 088-869-2331 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050-  546111 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

897円～1,169円

TEL 088-869-2331 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050-  547711 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-  548811 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 7人 ）

パート労働者 39050-  549211 就業場所 高知県吾川郡いの町

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-  550011 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～931円

TEL 088-869-2331 （従業員数 18人 ）

パート労働者 39050-  551311 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給 交替制あり
18歳以上 (1)8時30分～17時15分

1,678円～1,701円 (2)17時00分～8時30分

TEL 088-869-2331 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  552611 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給 交替制あり
18歳以上 (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 4人 ）

パート労働者 39050-  553911 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給 交替制あり
不問 (1)14時00分～18時00分

897円～951円 (2)8時30分～13時30分

(3)13時00分～18時00分
TEL 088-893-1922 （従業員数 27人 ）

パート労働者 39050-  556811 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給 交替制あり
不問 (1)14時00分～18時00分

897円～951円 (2)8時30分～13時30分

(3)13時00分～18時00分
TEL 088-893-1922 （従業員数 27人 ）

パート労働者 39050-  557211 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給 交替制あり
不問 (1)14時00分～18時00分

897円～951円 (2)8時30分～13時30分

(3)13時00分～18時00分
TEL 088-893-1922 （従業員数 27人 ）

パート労働者 39050-  558511 就業場所 高知県吾川郡いの町

　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
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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

(要自動車運転免許の
場合があります）

年齢制限
該当事由

事務補助　産業経済課
（会計年度任用職員）

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

2月26日号

月給１３１９６１円～
１３９９０９円

時給
897円～
951円

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

事務補助員（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 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 保育士

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）

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

用務員及び事務補助員
（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

用務員及び事務補助員
（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

中学校教諭免許（専
修・１種・２種）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

みどり寮寮業務 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）

法令の規定に
より年齢制限

がある

放課後児童クラブ支援
員

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

放課後児童クラブ補助
支援員

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

放課後児童クラブ加配
支援員

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・労災

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）


