
表

年齢・
就業時間

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-892-1911 （従業員数 13人 ）

正社員 39050- 2340211 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)8時30分～17時30分

1,070円～2,060円

TEL 088-842-7555 （従業員数 17人 ）

パート労働者 39050- 2336311 就業場所 高知県高知市

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～280,000円

TEL 088-842-7555 （従業員数 17人 ）

正社員 39050- 2337611 就業場所 高知県高知市

時給

不問

820円～820円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 2338911 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

140,000円～140,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)8時30分～16時00分
TEL 088-850-2200 （従業員数 4人 ）

正社員以外 39050- 2339111 就業場所 新潟県新潟市東区

不問 (1)7時30分～16時30分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 2327311 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)7時30分～16時30分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 2330711 就業場所 高知県土佐市

月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

137,000円～152,000円

TEL 088-892-4976 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 2331811 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時00分～9時00分

TEL 088-892-4976 （従業員数 17人 ）

パート労働者 39050- 2332211 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

184,800円～415,800円

TEL 088-868-2131 （従業員数 12人 ）

正社員 39050- 2333511 就業場所

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-868-2131 （従業員数 12人 ）

正社員 39050- 2334411 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-868-2131 （従業員数 12人 ）

正社員 39050- 2335011 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

850円～850円

TEL 088-855-0606 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 2321711 就業場所 高知県土佐市

変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 12人 ）

正社員 39050- 2322811 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

135,000円～165,000円

TEL 088-892-0641 （従業員数 81人 ）

正社員 39050- 2323211 就業場所

　週間最新求人情報            Ｎo.23

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

左官・ブロック職・商
品施工見習い

有限会社　トータルエ
クステリアいしまる

高知県吾川郡いの町枝川２８６４－
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

　9月17日号

日給８０００円～
１００００円

月あたり
181,600円～
227,000円

看護師（正・准）（も
ろぎ）

社会福祉法人　高春福
祉会

高知県高知市春野町東諸木３０５８
－１

労災 看護師

准看護師
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師（正・准）（も
ろぎ）

社会福祉法人　高春福
祉会

高知県高知市春野町東諸木３０５８
－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

農作業（ピーマンの収
穫等）

久保農園　久保　健次 高知県土佐市宇佐町宇佐１８１６ 労災

雇用期間の定めなし 不問

医療事務 合資会社　ヒューマン
とさ薬局

高知県土佐市高岡町甲１８９４－２
８

雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

農作業 山岡農場　山岡博幸 高知県吾川郡いの町枝川４８０番地 その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給１１００円～
１３００円

28日間
246,400円～
291,200円

農作業 川合農園 高知県吾川郡いの町枝川２８８３ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給１１００円～
１３００円

26日間
228,800円～
270,400円

調理員（小規模多機能
型居宅介護施設）

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

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

夜間介護職【グループ
ホームゆとりの里】

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 介護職員初任者研修
修了者

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

その他１４０００円～
１４０００円

時給
1,000円～
1,000円

土木技術者（見習い
可）

有限会社　岡林土建 高知県吾川郡いの町小川新別１０２
４番地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員（経験者） 有限会社　岡林土建 高知県吾川郡いの町小川新別１０２
４番地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給１１０００円～
１４０００円

月あたり
253,000円～
322,000円

土木作業員 有限会社　岡林土建 高知県吾川郡いの町小川新別１０２
４番地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給９０００円～
１４０００円

月あたり
207,000円～
322,000円

生姜の荷造り・出荷作
業

高知県農業協同組合仁
淀川地区　戸波支所

高知県土佐市家俊８９５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

作業員 有限会社　伊藤組 高知県吾川郡いの町加茂３２９３－
２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給１２０００円～
１５０００円

月あたり
265,200円～
331,500円

事務職員 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

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

69歳以下 (1)8時00分～17時00分

187,200円～228,800円

TEL 088-852-5025 （従業員数 15人 ）

正社員 39050- 2324511 就業場所 高知県土佐市

月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～200,000円

TEL 088-843-9762 （従業員数 18人 ）

正社員 39050- 2325411 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-843-9762 （従業員数 18人 ）

パート労働者 39050- 2326011 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

190,000円～230,000円

TEL 088-855-5845 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 2318011 就業場所 高知県土佐市

時給

不問

960円～960円

TEL 088-837-7075 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 2319311 就業場所 高知県高知市

時給

不問

1,500円～1,800円

TEL 0887-52-8166 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 2320111 就業場所 高知県香美市

　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.23

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

作業員 高洋建設　株式会社 高知県土佐市高岡町乙２２１１－３ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

８トン限定中型自動
車免許雇用期間の定めなし 定年を上限

　9月17日号

日給９０００円～
１１０００円

ミキサー車運転手 有限会社　高知生コン
クリート輸送

高知県高知市朝倉戊１４６６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

中型自動車免許
雇用期間の定めなし 定年を上限

ミキサー車運転手 有限会社　高知生コン
クリート輸送

高知県高知市朝倉戊１４６６－１ 労災 大型自動車免許

中型自動車免許
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

日給９０００円～
９０００円

時給
1,125円～
1,125円

電気工事・配管工事
（見習い可）

浜田テクニカルサービ
ス

高知県土佐市高岡町丙５９５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

調理業務 エイト産業　株式会社 高知県高知市朝倉丙１６５３－２５ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

理学療法士・作業療法
士【訪問】

株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川６６４－１ 労災 理学療法士

作業療法士
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）


