
表

年齢・
就業時間

時給

不問 (1)9時30分～15時30分

850円～900円

TEL 088-803-9888 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050-  494121 就業場所 高知県土佐市

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

205,000円～267,000円

TEL 088-844-9025 （従業員数 3人 ）

正社員 39050-  495021 就業場所 高知県高知市

不問 (1)8時30分～16時30分

(2)9時15分～17時15分

TEL 088-893-1112 （従業員数 14人 ）

パート労働者 39050-  496721 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)9時00分～16時00分

897円～951円

TEL 088-893-1112 （従業員数 14人 ）

パート労働者 39050-  497821 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～15時00分

897円～951円

TEL 088-893-1112 （従業員数 14人 ）

パート労働者 39050-  498221 就業場所

時給

不問

1,188円～1,250円

TEL 088-894-3572 （従業員数 44人 ）

パート労働者 39050-  499521 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)13時00分～15時00分

1,700円～1,700円 (2)10時00分～15時00分

TEL 088-894-3572 （従業員数 44人 ）

パート労働者 39050-  500021 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時30分～12時30分

976円～1,159円 (2)8時30分～16時15分

TEL 088-893-1922 （従業員数 206人 ）

パート労働者 39050-  465521 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時00分～16時00分

TEL 090-1579-1362 （従業員数 2人 ）

正社員 39050-  467321 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

207,000円～345,000円

TEL 088-894-6840 （従業員数 18人 ）

正社員 39050-  471821 就業場所 高知県高知市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-894-6840 （従業員数 18人 ）

正社員 39050-  472221 就業場所 高知県高知市 拠出

時給

不問 (1)9時00分～16時00分

820円～850円

TEL 088-852-0508 （従業員数 18人 ）

パート労働者 39050-  473521 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-894-6840 （従業員数 18人 ）

正社員 39050-  474421 就業場所 高知県高知市 拠出

時給

不問 (1)7時30分～15時15分

878円～931円

TEL 088-893-1922 （従業員数 169人 ）

パート労働者 39050-  475321 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

44歳以下 (1)8時00分～16時00分

141,860円～160,000円 (2)8時00分～14時00分

TEL 088-852-0508 （従業員数 18人 ）

正社員 39050-  476621 就業場所

　週間最新求人情報           Ｎo.43

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

一般事務 合同会社　グローバル
ライフ

高知県土佐市高岡町甲３４７ 労災

雇用期間の定めなし 不問

　2月10日号

理学療法士・作業療法
士（訪問看護）

合同会社　ＭＡＲＯ 高知県高知市朝倉丙１６３６番地５
７

労災 理学療法士

作業療法士
雇用期間の定めなし 定年を上限

事務補助員（総合政策
課）移住専門相談員

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

月給１３１，９６１円～
１３９，９０９円

時給
897円～
951円

事務補助員（総合政策
課）ふるさと納税・統
計（６時間）

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

事務補助員（総合政策
課）ふるさと納税・統
計（５時間）

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

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 労災 看護師

准看護師
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

理学療法士 （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 労災 理学療法士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

学習支援員 いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

中学校教諭免許（専
修・１種・２種）雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
不問

高等学校教諭免許
（専修・１種）

建築基礎工事作業員 宥和工業 高知県高知市春野町南ケ丘７丁目５
－１

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

日給９，０００円～
１２，０００円

月あたり
194,400円～
259,200円

建設作業員 株式会社　レボテッ
ク・クリーン

高知県高知市春野町西分１７９４番
地２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

建設作業員（経験者・
資格者）

株式会社　レボテッ
ク・クリーン

高知県高知市春野町西分１７９４番
地２

雇用・労災・
健康・厚生・
その他

１級土木施工管理技
士

２級土木施工管理技
士雇用期間の定めなし 定年を上限

車両系建設機械（基
礎工事用）運転技能
者

日給１０，０００円～
１８，０００円

月あたり
230,000円～
414,000円

油揚の加工・選別 （有）池田食品 高知県土佐市高岡町丙４７４－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

建設作業員（未経験
者）

株式会社　レボテッ
ク・クリーン

高知県高知市春野町西分１７９４番
地２

雇用・労災・
健康・厚生・
その他

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給９，０００円～
１５，０００円

月あたり
207,000円～
345,000円

学校用務員兼事務補助
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
月未満）

不問

油揚等の製造、加工・
製品出荷、軽作業・事
務

（有）池田食品 高知県土佐市高岡町丙４７４－２ 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

交替制あり
不問 (1)6時30分～15時15分

(2)7時00分～15時45分

(3)13時15分～22時00分
TEL 088-892-1580 （従業員数 52人 ）

正社員以外 39050-  477921 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30分

253,400円～276,400円

TEL 070-6438-5241 （従業員数 207人 ）

正社員 39050-  479021 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

253,400円～276,400円

TEL 070-6438-5241 （従業員数 207人 ）

正社員 39050-  480221 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

253,400円～276,400円

TEL 070-6438-5241 （従業員数 207人 ）

正社員 39050-  482421 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

230,000円～280,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 080-7992-4272 （従業員数 207人 ）

正社員 39050-  483321 就業場所

時給

不問

820円～1,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050-  452121 就業場所

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

正社員 39050-  453021 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～13時00分

850円～850円

TEL 088-803-2203 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050-  455821 就業場所 高知県高知市

月給

不問 (1)8時30分～16時30分

126,800円～157,300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-  441421 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

154,000円～162,000円

TEL 088-856-5511 （従業員数 18人 ）

正社員以外 39050-  444921 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)7時00分～15時00分

157,000円～176,000円 (2)15時00分～23時00分

(3)23時00分～7時00分
TEL 088-852-7774 （従業員数 43人 ）

正社員 39050-  397921 就業場所 高知県土佐市

月給

不問 (1)8時30分～17時00分

146,000円～146,000円 (2)8時00分～16時45分

TEL 0889-24-5925 （従業員数 30人 ）

正社員以外 39050-  404021 就業場所 高知県高岡郡日高村

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-892-0241 （従業員数 17人 ）

正社員 39050-  407221 就業場所

　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.43

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

フロント係 日本郵政株式会社　か
んぽの宿伊野

高知県吾川郡いの町波川１５６９ 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10日号

時給９２０円～
９２０円

月あたり
159,712円～
159,712円

理学療法士 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

理学療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業療法士 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

作業療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

言語聴覚士 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

言語聴覚士

雇用期間の定めなし 定年を上限

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 定年を上限

一般事務員 ケーワイエム建設　北
岡幸三

高知県高知市春野町弘岡下３９番地
３

労災

雇用期間の定めなし 不問

一般事務員 ケーワイエム建設　北
岡幸三

高知県高知市春野町弘岡下３９番地
３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

時給８２０円～
１，２００円

月あたり
131,200円～
192,000円

調理員 ＮＰＯ法人　春野町高
齢者福祉をすすめる会
高知市春野デコの里

高知県高知市春野町西畑２６８０ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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

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

作業員【２月２６日・
３月４日面接・説明
会】

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 法令の規定に
より年齢制限

がある

調理師 社会福祉法人　日高児
童福祉協会　日下保育
園

高知県高岡郡日高村沖名１０２ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

栄養士
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

製缶、溶接工　（経験
者）

（株）梅原製作所 高知県吾川郡いの町１６６９ 雇用・労災・
健康・厚生

ガス溶接技能者

アーク溶接技能者
（基本級）雇用期間の定めなし 定年を上限

床上操作式クレーン
運転技能者

日給８，０００円～
１１，０００円

月あたり
177,600円～
244,200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）


