
表

年齢・
就業時間

時給

不問 (1)9時00分～15時30分

793円～793円 (2)9時00分～17時00分

TEL 088-892-6144 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050-  731911 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給

59歳以下 (1)8時20分～17時20分

233,000円～316,100円

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050-  737411 就業場所

月給

不問 (1)9時00分～18時00分

138,000円～320,000円

TEL 088-854-6778 （従業員数 5人 ）

正社員 39050-  661811 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-  662211 就業場所 高知県土佐市

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 9人 ）

パート労働者 39050-  671511 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

160,000円～300,000円

TEL 088-852-1188 （従業員数 14人 ）

正社員 39050-  673011 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

175,000円～300,000円

TEL 088-852-1188 （従業員数 14人 ）

正社員 39050-  674311 就業場所

時給

不問

820円～850円

TEL 088-893-5085 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050-  675611 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

59歳以下 (1)9時00分～12時00分

800円～900円 (2)8時00分～12時00分

(3)17時00分～19時00分
TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

パート労働者 39050-  676911 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-  677111 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

177,000円～187,000円 (2)7時45分～16時45分

(3)8時30分～17時30分
TEL 088-867-3001 （従業員数 33人 ）

正社員 39050-  680411 就業場所

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 24人 ）

パート労働者 39050-  681011 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

160,000円～190,000円 (2)9時30分～18時00分

(3)8時30分～12時30分
TEL 088-852-5522 （従業員数 13人 ）

正社員 39050-  682311 就業場所

時給

不問

1,028円～1,129円

TEL 088-893-1922 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050-  616611 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

1,028円～1,129円

TEL 088-893-1922 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050-  617911 就業場所 高知県吾川郡いの町

　週間最新求人情報            Ｎo.47

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

検査員 株式会社　仁淀デンツ
ウ

高知県吾川郡いの町枝川１１２８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

3月5日号

作業療法士 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

作業療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

あんまマッサージ指圧
師

合同会社さんさん 高知県吾川郡いの町天王南２丁目１
１－３

雇用・労災・
健康・厚生

あん摩マッサージ指
圧師

きゅう師
雇用期間の定めなし 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

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

溶接業務・機械組立 株式会社　西原鉄工所 高知県土佐市高岡町甲８９５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 不問

溶接業務・機械組立
（経験者）

株式会社　西原鉄工所 高知県土佐市高岡町甲８９５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 不問

調理補助 水辺の駅仁淀川にこに
こ館

高知県吾川郡いの町波川１８６２－
４

雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護補助 医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

【急募！】介護員（吾
北荘）

社会福祉法人　ごほく
静和会　特別養護老人
ホーム　吾北荘

高知県吾川郡いの町下八川丁１６７
６番地

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

放課後児童クラブ加配
支援員（臨）

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
月未満）

不問

医療事務【急募】 医療法人　桔梗ケ丘会
橋本外科胃腸科内科

高知県土佐市高岡町甲７５０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

保育士（１）（地域子
育て支援センター）

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

保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

保育士（２）（地域子
育て支援センター）

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

保育士

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）



裏

年齢・
就業時間

時給

不問

850円～850円

TEL 088-852-0216 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050-  618111 就業場所 高知県土佐市

時給

不問

1,000円～1,000円

TEL 088-852-2555 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050-  619711 就業場所 高知県土佐市

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

146,100円～157,600円

TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

正社員以外 39050-  620511 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時15分～16時00分

182,800円～200,300円 (2)10時30分～19時15分

(3)16時30分～9時30分
TEL 088-892-1086 （従業員数 65人 ）

正社員以外 39050-  621411 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

800円～850円

TEL 070-5689-8623 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050-  623311 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

250,000円～330,000円

TEL 088-894-2722 （従業員数 3人 ）

正社員 39050-  626111 就業場所

変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 40人 ）

正社員 39050-  634111 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～250,000円

TEL 088-892-1555 （従業員数 52人 ）

正社員 39050-  635711 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

158,000円～180,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 088-893-1910 （従業員数 17人 ）

正社員 39050-  654511 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

18歳～59歳 (1)15時15分～23時15分

800円～900円

TEL 088-892-1313 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050-  598711 就業場所 高知県高知市

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

283,200円～313,200円

TEL 0887-52-8166 （従業員数 7人 ）

正社員 39050-  613411 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

59歳以下 (1)9時00分～13時00分

850円～850円 (2)13時00分～17時00分

TEL 088-893-1930 （従業員数 17人 ）

パート労働者 39050-  583511 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

800円～880円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050-  584411 就業場所 高知県高岡郡日高村

　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.47

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 株式会社　マルカ 高知県土佐市高岡町乙１７５－３ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

3月5日号

倉庫作業等 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

医師事務作業補助業務 土佐市立　土佐市民病
院

高知県土佐市高岡町甲１８６７ 雇用・労災 ドクターズクラーク
（医師事務作業補助
技能認定）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護員 いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－１ 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）

法令の規定に
より年齢制限

がある

農作業 マルサ花卉農園株式会
社

高知県土佐市塚地２１２ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

建築技術者 有限会社　創栄工務店 高知県高知市春野町西分２０２８－
２

雇用・労災・
健康・厚生

二級建築士

２級建築施工管理技
士雇用期間の定めなし 定年を上限

型枠大工 有限会社　恒石工務店 高知県吾川郡いの町枝川４１０２ 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７０００円～
１６０００円

月あたり
169,400円～
387,200円

営業・企画 ダイレイ（株） 高知県吾川郡いの町波川１８４６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形成

接客・販売・配達 （有）サンウット゛ハ
マタ゛（ホ－ムセンタ
－ウッテ゛ィ）

高知県吾川郡いの町駅東町１５７０
－１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

駐車場管理 （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

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師・管理者（訪
問）

株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川６６４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 不問

事務・販売 （有）サンウット゛ハ
マタ゛（ホ－ムセンタ
－ウッテ゛ィ）

高知県吾川郡いの町駅東町１５７０
－１

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業員（農業） 横山農園（横山美保） 高知県高岡郡日高村沖名５１０１ その他

雇用期間の定めなし 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）


