
表

年齢・
就業時間

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

220,000円～280,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

TEL 088-837-2366 （従業員数 207人 ）

正社員 39050- 1867701 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

185,000円～259,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

TEL 088-837-2366 （従業員数 207人 ）

正社員 39050- 1868801 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

142,900円～142,900円 (2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～8時30分

TEL 088-837-2366 （従業員数 207人 ）

正社員 39050- 1869201 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

136,900円～136,900円 (2)10時00分～19時00分

TEL 088-837-2366 （従業員数 207人 ）

正社員 39050- 1870001 就業場所

時給

59歳以下

900円～900円

TEL 088-837-2366 （従業員数 207人 ）

パート労働者 39050- 1871301 就業場所

時給

不問

900円～900円

TEL 080-837-2366 （従業員数 207人 ）

パート労働者 39050- 1872601 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)5時30分～14時30分

170,000円～200,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 080-1021-1683（従業員数 10人 ）

正社員以外 39050- 1873901 就業場所高知県高知市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～150,000円

TEL 088-892-5206 （従業員数 14人 ）

正社員 39050- 1874101 就業場所

時給

64歳以下 (1)9時15分～16時45分
850円～1,000円

TEL 088-850-3121 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 1875401 就業場所

変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時40分～17時40分

TEL 088-852-6633 （従業員数 23人 ）

正社員以外 39050- 1876701 就業場所高知県土佐市

月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
171,000円～195,000円

TEL 088-892-1313 （従業員数 13人 ）

正社員 39050- 1877801 就業場所高知県高知市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時50分～17時00分

167,000円～190,000円 (2)9時50分～18時00分
(3)8時20分～16時20分

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 1852501 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～15時30分
820円～900円

TEL 088-852-0307 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 1853001 就業場所

時給

64歳以下 (1)9時00分～15時00分
790円～790円

TEL 088-850-3939 （従業員数 45人 ）

パート労働者 39050- 1854301 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

158,000円～228,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

TEL 088-892-4976 （従業員数 40人 ）

正社員 39050- 1855601 就業場所高知県吾川郡いの町

　週間最新求人情報            Ｎo.17

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

看護師（正）（すこや
かな杜）

医療法人　恕泉会　リ
ハビリテーション病院
すこやかな杜

高知県高知市春野町芳原字北東原１
３１６－１

雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

7月31日号

准看護師（すこやかな
杜）

医療法人　恕泉会　リ
ハビリテーション病院
すこやかな杜

高知県高知市春野町芳原字北東原１
３１６－１

雇用・労災・
健康・厚生

准看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

看護助手（すこやかな
杜）

医療法人　恕泉会　リ
ハビリテーション病院
すこやかな杜

高知県高知市春野町芳原字北東原１
３１６－１

雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

看護助手（夜勤なし）
（すこやかな杜）

医療法人　恕泉会　リ
ハビリテーション病院
すこやかな杜

高知県高知市春野町芳原字北東原１
３１６－１

雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護助手（すこやかな
杜）

医療法人　恕泉会　リ
ハビリテーション病院
すこやかな杜

高知県高知市春野町芳原字北東原１
３１６－１

労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理補助（すこやかな
杜）

医療法人　恕泉会　リ
ハビリテーション病院
すこやかな杜

高知県高知市春野町芳原字北東原１
３１６－１

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

栄養士・管理栄養士 エームサービス株式会
社永井病院事業所

高知県高知市春野町西分２０２７－
３
永井病院内

雇用・労災・
健康・厚生

栄養士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

経理事務 （株）坂本鉄工 高知県吾川郡いの町八田１８７１－
１

雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記３級

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（デイサービ
スいごっそう）

有限会社　それいゆ 高知県高知市春野町仁ノ３２９１番
地

労災 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

設備操作作業 （株）土佐電子 高知県土佐市高岡町乙６１－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

時給７９３円～
７９３円

月あたり
131,635円～
131,635円

酒類販売・配送及び営
業

（株）西岡寅太郎商店 高知県吾川郡いの町羽根町１７番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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 定年を上限

医事課長候補 医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造補助 （有）森澤食品 高知県土佐市高岡町丙６６６番地－
１

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

園芸作業員 有限会社　見元園芸 高知県高知市春野町弘岡上２７８５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職（ケアハウスい
の）【８月２４日面
接・相談会】

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・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

℡ 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)9時00分～15時00分
790円～790円

TEL 088-850-3939 （従業員数 45人 ）

パート労働者 39050- 1856901 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

152,500円～215,000円 (2)10時10分～19時00分
(3)11時00分～20時00分

TEL 088-892-4976 （従業員数 25人 ）

正社員 39050- 1858401 就業場所高知県吾川郡いの町

不問 (1)7時30分～15時30分

TEL 088-852-7603 （従業員数 246人 ）

パート労働者 39050- 1860501 就業場所高知県土佐市

不問 (1)8時00分～16時00分

TEL 088-852-2555 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 1861001 就業場所高知県土佐市

時給

不問

1,500円～1,800円

TEL 088-892-4976 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 1862301 就業場所高知県吾川郡いの町

月給

不問 (1)9時00分～17時00分
131,961円～139,909円

TEL 088-852-7610 （従業員数 2人 ）

正社員以外 39050- 1863601 就業場所

月給 交替制あり
18歳以上

149,600円～149,600円

TEL 088-860-5506 （従業員数 28人 ）

正社員 39050- 1847601 就業場所高知県高知市

不問 (1)9時00分～17時00分

TEL 088-852-7603 （従業員数 246人 ）

パート労働者 39050- 1849101 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時30分
154,000円～162,000円

TEL 088-856-5511 （従業員数 18人 ）

正社員以外 39050- 1850801 就業場所高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時40分～17時40分

133,000円～173,000円

TEL 088-850-2600 （従業員数 61人 ）

正社員以外 39050- 1851201 就業場所高知県土佐市

　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.17

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

園芸作業員 有限会社　見元園芸 高知県高知市春野町弘岡上２７８５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

7月31日号

介護職（小規模多機能
型居宅）【８月２４日
面接・相談会】

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・
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 法令の規定に

より年齢制限
がある

事務補助兼用務員（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 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

日給６２８３円～
６６６２円

時給
897円～
951円

建設作業員 株式会社　芝土木 高知県土佐市蓮池８２５－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

日給７０００円～
１３０００円

時給
1,051円～
1,951円

訪問介護【８月２４日
面接・相談会】

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 労災 ホームヘルパー２級

介護福祉士
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）

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

コンビニエンスストア
店長候補

ローソン土佐宇佐町北
店

高知県土佐市宇佐町宇佐２０７９番
地１

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

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 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１３１９６１円～
１３９９０９円

時給
942円～
999円

フロアスタッフ（あっ
たかふれあいセンター
とさ）

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

電子部品製造管理者
（高岡事業部）

（株）土佐電子 高知県土佐市高岡町乙６１－１０ 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）


