
表

年齢・
就業時間

時給

不問 (1)8時45分～17時15分

1,233円～1,390円

TEL 088-893-1551 （従業員数 161人 ）

パート労働者 39050- 2092411 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

不問 (1)7時30分～16時15分

146,100円～150,600円

TEL 0889-24-4127 （従業員数 8人 ）

正社員以外 39050- 2093011 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給

不問 (1)8時30分～17時15分

1,233円～1,390円

TEL 088-893-1551 （従業員数 161人 ）

パート労働者 39050- 2094311 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～250,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 2096911 就業場所 高知県土佐市

時給

不問

1,000円～1,000円

TEL 088-893-3700 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 2098711 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

171,000円～196,000円

TEL 088-892-1313 （従業員数 14人 ）

正社員 39050- 2084411 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 11人 ）

パート労働者 39050- 2085011 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 1人 ）

正社員以外 39050- 2086311 就業場所

時給

不問

850円～900円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 1人 ）

パート労働者 39050- 2087611 就業場所

時給

不問

900円～1,000円

TEL 088-892-0814 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 2089111 就業場所 高知県高知市

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-894-5750 （従業員数 10人 ）

正社員 39050- 2091511 就業場所 高知県高知市

月給

44歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～180,000円

TEL 088-850-3939 （従業員数 45人 ）

正社員 39050- 2082211 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時30分～16時00分

155,000円～185,000円 (2)7時45分～16時15分

(3)8時30分～17時00分
TEL 088-892-0641 （従業員数 75人 ）

正社員 39050- 2083511 就業場所

時給

不問

820円～820円

TEL 088-856-0768 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2080711 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

192,000円～350,000円 (2)17時00分～9時00分

TEL 088-852-5555 （従業員数 50人 ）

正社員 39050- 2081811 就業場所

　週間最新求人情報            Ｎo.19

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（週５日） いの町立国民健康保険
仁淀病院

高知県吾川郡いの町１３６９ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

　8月20日号

調理員　（会計年度任
用職員）

日高村　役場 高知県高岡郡日高村本郷６１－１ 雇用・公災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師（週４日） いの町立国民健康保険
仁淀病院

高知県吾川郡いの町１３６９ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

配達・取り付け業務 土佐トーヨー住器株式
会社

高知県土佐市新居１２５６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

浄化槽保守点検補助 有限会社　いのえいせ
い

高知県吾川郡いの町大内３１１２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

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

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

農作業 片山農園　片山博文 高知県高知市春野町西畑６７１番地 その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

時給８５０円～
９００円

月あたり
149,600円～
158,400円

農作業 片山農園　片山博文 高知県高知市春野町西畑６７１番地 その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

荷造り作業 有限会社　森本果樹園 高知県吾川郡いの町小野１７５番地 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

土木作業員 （有）国沢建設 高知県高知市春野町弘岡中１６１－
７

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

日給８０００円～
１５０００円

月あたり
172,000円～
322,500円

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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

看護師（准） 医療法人　仁新会　石
川記念病院

高知県吾川郡いの町波川７７ 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

農作業 山本　晃一郎 高知県土佐市宇佐町宇佐２３１５－
２

その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師（正、准） 医療法人　高尚会川田
整形外科

高知県土佐市高岡町甲９２０－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

℡ 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

月給

35歳以下 (1)8時30分～17時30分

140,000円～190,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 2076011 就業場所

時給

不問

1,300円～1,500円

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

パート労働者 39050- 2077311 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～16時00分

228,200円～307,000円 (2)8時50分～17時00分

(3)11時00分～19時00分
TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 2078611 就業場所

変形（1年単位）
18歳～44歳 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 2079911 就業場所 青森県上北郡六ヶ所村

　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.19

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

総務兼運転手 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

雇用期間の定めなし キャリア形成

　8月20日号

正看護師（病棟勤務：
パート）

医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 労災 看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

正看護師（病棟勤務：
中途採用）

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

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業員 株式会社　滝沢技建 高知県吾川郡いの町３２８６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

日給１００００円～
１３０００円

月あたり
231,000円～
300,300円

℡ 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）


