
表

年齢・
就業時間

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～16時45分

878円～931円 (2)8時15分～17時00分

(3)7時30分～16時15分
TEL 088-892-5594 （従業員数 66人 ）

パート労働者 39050- 1226021 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

146,200円～146,200円

TEL 088-894-2335 （従業員数 92人 ）

正社員 39050- 1227721 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

172,600円～237,100円

TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

正社員以外 39050- 1228821 就業場所

月給 交替制あり
不問 (1)6時45分～15時30分

155,000円～173,300円 (2)10時15分～19時00分

(3)8時30分～17時15分
TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

正社員以外 39050- 1229221 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

205,600円～213,300円

TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

正社員以外 39050- 1230621 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

185,400円～202,100円

TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

正社員以外 39050- 1231921 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

186,300円～203,000円

TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

正社員以外 39050- 1232121 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 ）

正社員以外 39050- 1233021 就業場所 高知県高知市

時給

不問

1,100円～1,300円

TEL 088-855-5403 （従業員数 75人 ）

パート労働者 39050- 1215621 就業場所

時給

不問

1,300円～1,500円

TEL 088-855-5403 （従業員数 75人 ）

パート労働者 39050- 1216921 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

150,000円～250,000円

TEL 088-893-0014 （従業員数 40人 ）

正社員 39050- 1217121 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～15時00分

880円～940円

TEL 088-852-0307 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 1218021 就業場所

時給

18歳以上 (1)4時00分～10時00分

820円～820円 (2)5時00分～11時00分

TEL 0889-24-4441 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050- 1219721 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給

不問

850円～900円

TEL 088-892-4976 （従業員数 31人 ）

パート労働者 39050- 1220521 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
60歳以下 (1)7時00分～16時00分

162,600円～162,600円 (2)13時00分～22時00分

TEL 088-842-0011 （従業員数 24人 ）

正社員 39050- 1222321 就業場所 高知県高知市

　週間最新求人情報             Ｎo.4

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

調理員（認定こども園
代替え調理職員）

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

　4月28日号

包装、検査作業スタッ
フ

菊屋　株式会社 高知県高知市春野町西分８９７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（外来、正、
准）

土佐市立　土佐市民病
院

高知県土佐市高岡町甲１８６７ 雇用・公災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護補助者 土佐市立　土佐市民病
院

高知県土佐市高岡町甲１８６７ 雇用・公災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

医療ソーシャルワー
カー

土佐市立　土佐市民病
院

高知県土佐市高岡町甲１８６７ 雇用・公災・
健康・厚生

社会福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

言語聴覚士 土佐市立　土佐市民病
院

高知県土佐市高岡町甲１８６７ 雇用・公災・
健康・厚生

言語聴覚士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

臨床検査技師（中央処
置室勤務）

土佐市立　土佐市民病
院

高知県土佐市高岡町甲１８６７ 雇用・公災・
健康・厚生

臨床検査技師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

農作業 矢野　恒夫 高知県高知市春野町西畑１０３８ その他

雇用期間の定めなし 不問

時給８５０円～
９５０円

月あたり
176,800円～
197,600円

准看護師 社会福祉法人　正晴会
特別養護老人ホーム
さくら

高知県土佐市高岡町甲９６９－１ 労災 准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師 社会福祉法人　正晴会
特別養護老人ホーム
さくら

高知県土佐市高岡町甲９６９－１ 労災 看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

医療事務 医療法人　光生会　森
木病院

高知県吾川郡いの町３６７４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造補助 （有）森澤食品 高知県土佐市高岡町丙６６６番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

袋詰め・配達等 有限会社　セイ　カン
パニー　リミテッド

高知県高岡郡日高村下分１８８６－
３

労災

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

洗濯・シーツ交換、居
室の掃除等の業務

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

雇用期間の定めなし 不問

フロアスタッフ ＨＯＴＥＬ　ＳＰ　‐
ｈａｒｕｎｏ‐

高知県高知市春野町芳原２４８５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 1225121 就業場所 高知県土佐市

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

143,200円～173,200円

TEL 0887-52-8166 （従業員数 2人 ）

正社員以外 39050- 1211221 就業場所 高知県香美市

月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

210,800円～238,000円

TEL 088-855-4551 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 1212521 就業場所

時給

64歳以下 (1)9時15分～16時45分

850円～1,000円

TEL 088-850-3121 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 1213421 就業場所

時給

不問 (1)6時30分～10時30分

1,100円～1,250円 (2)16時00分～20時00分

TEL 088-842-1921 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 1214321 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
30歳以下 (1)8時30分～17時00分

165,000円～228,000円 (2)7時30分～16時00分

(3)12時00分～20時30分
TEL 088-842-1921 （従業員数 15人 ）

正社員 39050- 1208921 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

230,000円～240,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～9時00分
TEL 088-841-0188 （従業員数 20人 ）

正社員 39050- 1209121 就業場所 高知県土佐市

変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～15時00分

(2)15時00分～23時00分

(3)23時00分～7時00分
TEL 088-852-0335 （従業員数 11人 ）

正社員 39050- 1210821 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

230,000円～240,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～9時00分
TEL 088-841-0188 （従業員数 20人 ）

正社員 39050- 1197821 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～300,000円

TEL 088-867-2430 （従業員数 13人 ）

正社員 39050- 1199521 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 088-867-2430 （従業員数 13人 ）

正社員 39050- 1200021 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)13時00分～18時30分

830円～1,100円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 1205421 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

160,000円～172,000円 (2)8時30分～13時30分

TEL 088-850-2385 （従業員数 14人 ）

正社員以外 39050- 1206321 就業場所 高知県土佐市

　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.4

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

農作業（文旦交配） 国広農園　国広亮 高知県土佐市市野々３１７３ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

　4月28日号

日給８，０００円～
１０，０００円

7日間
56,000円～
70,000円

事務 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

大型ダンプ運転手 有限会社　川建 高知県土佐市高岡町甲１２４２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（デイサービ
スいごっそう）

有限会社　それいゆ 高知県高知市春野町仁ノ３２９１番
地

労災 介護福祉士

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めなし 定年を上限

世話人 社会福祉法人　ファ
ミーユ高知

高知県高知市春野町内ノ谷６３番地
６

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

法人本部事務（総合
職）

社会福祉法人　ファ
ミーユ高知

高知県高知市春野町内ノ谷６３番地
６

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

介護職員（管理者）
《とさの森》

（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・
健康・厚生

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めなし 定年を上限

作業員 ニヨド製紙（有） 高知県土佐市高岡町甲１６５２ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転
技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

時給８２０円～
８２０円

月あたり
144,320円～
144,320円

介護職員（管理者）
《ほっと館》

（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・
健康・厚生

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めなし 定年を上限

土木技術者 大洋建設株式会社 高知県吾川郡いの町清水下分９２８ 雇用・労災・
健康・厚生

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

５トン限定準中型自
動車免許

土木工事現場作業員 大洋建設株式会社 高知県吾川郡いの町清水下分９２８ 雇用・労災・
健康・厚生

５トン限定準中型自
動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給９，０００円～
１１，０００円

月あたり
207,900円～
254,100円

出荷作業及び販売・事
務

靴のまえだ株式会社 高知県土佐市高岡町甲２０７４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

支援業務 社会福祉法人　太陽福
祉会

高知県土佐市波介１２７６－４ 雇用・労災・
健康・厚生

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）


