
表

年齢・
就業時間

月給

不問 (1)8時30分～17時00分

120,000円～145,000円

TEL 088-842-3680 （従業員数 9人 ）

正社員 39050-  913511 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～180,000円

TEL 088-894-5170 （従業員数 8人 ）

正社員 39050-  914411 就業場所

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-894-5170 （従業員数 8人 ）

正社員以外 39050-  915011 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～12時30分

1,100円～1,500円 (2)14時30分～18時30分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050-  916311 就業場所

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-867-2544 （従業員数 20人 ）

正社員 39050-  905411 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

TEL 0889-24-5885 （従業員数 11人 ）

正社員 39050-  906011 就業場所

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～200,000円 (2)8時30分～12時00分

TEL 088-856-8500 （従業員数 7人 ）

正社員 39050-  907311 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

212,271円～212,271円

TEL 088-856-1069 （従業員数 21人 ）

正社員 39050-  908611 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時15分

172,300円～172,300円 (2)7時30分～17時15分

(3)8時00分～17時15分
TEL 088-852-0838 （従業員数 16人 ）

正社員以外 39050-  909911 就業場所

時給

不問 (1)17時00分～21時00分

850円～850円

TEL 088-892-0641 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050-  897711 就業場所 高知県高知市

18歳以上 (1)21時00分～5時30分

TEL 088-892-0641 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050-  898811 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時30分～12時30分

800円～850円

TEL 088-841-0188 （従業員数 65人 ）

パート労働者 39050-  899211 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時30分～16時00分

800円～850円

TEL 088-841-0188 （従業員数 65人 ）

パート労働者 39050-  900111 就業場所 高知県高知市

交替制あり
不問 (1)6時45分～14時30分

(2)12時00分～19時45分

(3)14時15分～22時00分
TEL 088-892-1580 （従業員数 64人 ）

正社員以外 39050-  901711 就業場所 高知県吾川郡いの町

交替制あり
18歳以上 (1)19時30分～7時30分

(2)20時30分～8時30分

TEL 088-894-5335 （従業員数 128人 ）

パート労働者 39050-  903211 就業場所 高知県高知市

非常勤寄宿舎指導員
（本校）／女性限定求
人

高知県立高知若草特別
支援学校

高知県高知市春野町弘岡下２９８０
－１

労災

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

日給１０６００円～
１０６００円

時給
963円～
963円

レストラン係（７時
間）

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
月以上）

不問

時給８２０円～
８２０円

月あたり
124,558円～
124,558円

医療事務　（週３～４
日）

（医）仁照会　はるの
森澤クリニック

高知県高知市春野町東諸木３１６３ 労災

雇用期間の定めなし 不問

医療事務　（週５日） （医）仁照会　はるの
森澤クリニック

高知県高知市春野町東諸木３１６３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

夜勤職員 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 労災

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

日給７２００円～
７２００円

時給
960円～
960円

世話人（夜） 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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

保育士（臨） 天理あかつき保育園 高知県土佐市高岡町乙２５６ 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

特別支援学校教諭 学校法人　光の村学園 高知県土佐市新居２８２９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

中学校教諭免許（専
修・１種・２種）

高等学校教諭免許
（専修・１種）雇用期間の定めなし 定年を上限

養護教諭免許（専
修・１種・２種）

営業事務・営業補助 清和アグリス株式会社 高知県高知市春野町芳原２１７８番
地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

《急募》袋詰め作業及
び製袋オペレーター

（有）仁淀グラビア
日高工場

高知県高岡郡日高村下分３７０２－
２　清水工業団地内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

日給７２００円～
１００００円

月あたり
155,520円～
216,000円

林業作業員 国友商事　株式会社 高知県吾川郡いの町小川東津賀才２
０６－２

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
186,400円～
349,500円

歯科衛生士 医療法人大空会　安光
歯科

高知県吾川郡いの町天王南２丁目１
－１

労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 不問

工場内作業 （有）高橋建材興業 高知県高知市春野町弘岡下３００１ 雇用・労災・
健康・厚生

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能

雇用期間の定めなし 不問

時給１０００円～
１０００円

月あたり
147,000円～
147,000円

工場内作業及び配送
（正社員）

（有）高橋建材興業 高知県高知市春野町弘岡下３００１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

準中型自動車免許

中型自動車免許
雇用期間の定めなし キャリア形成

フォークリフト運転
技能者

　週間最新求人情報            Ｎo.50

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

事務 （有）永尾建設 高知県高知市春野町弘岡中４３５－
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

　3月26日号

℡ 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

1,000円～1,000円

TEL 088-850-3939 （従業員数 45人 ）

パート労働者 39050-  890511 就業場所

月給 交替制あり
不問 (1)7時30分～16時00分

170,000円～200,000円 (2)9時30分～18時00分

TEL 088-894-3033 （従業員数 10人 ）

正社員以外 39050-  891411 就業場所 高知県高知市

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～12時30分

850円～850円

TEL 088-894-3033 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050-  892011 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

155,000円～180,000円

TEL 088-852-7534 （従業員数 9人 ）

正社員 39050-  893311 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時30分～17時00分

850円～850円

TEL 088-892-0641 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050-  894611 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)5時30分～9時00分

850円～850円

TEL 088-892-0641 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050-  895911 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時30分～17時30分

900円～1,000円

TEL 088-894-6611 （従業員数 180人 ）

パート労働者 39050-  896111 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

160,000円～160,000円

TEL 0889-24-5888 （従業員数 3人 ）

正社員以外 39050-  888111 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

総合職 日高村観光協会 高知県高岡郡日高村本郷１４７８－
９

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

運転手 医療法人　永島会　永
井病院

高知県高知市春野町西分２０２７－
３

雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

世話人（朝） 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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

世話人（日勤） 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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

デイサービス介護職員 特定非営利活動法人
地域福祉サポートあ・
とむ

高知県土佐市北地６２３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

鮮魚係 高知県農業協同組合高
知地区　春野支所

高知県高知市春野町西分５１２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

　3月26日号

販売 高知県農業協同組合高
知地区　春野支所

高知県高知市春野町西分５１２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

　週間最新求人情報           Ｎo.50

職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所

℡ 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）


