
表

年齢・
就業時間

時給 変形（1ヶ月単位）
不問

1,200円～1,400円

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

パート労働者 39050- 1236611 就業場所

月給

44歳以下 (1)9時00分～18時00分

140,000円～170,000円 (2)9時00分～14時00分

TEL 0889-26-2717 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 1222711 就業場所 高知県高岡郡中土佐町

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- 1223811 就業場所 高知県土佐市

月給

35歳以下 (1)8時30分～18時00分

165,000円～225,000円

TEL 088-848-1234 （従業員数 12人 ）

正社員 39050- 1224211 就業場所

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時30分～17時30分

185,305円～217,173円 (2)9時30分～18時30分

TEL 088-892-1414 （従業員数 28人 ）

正社員 39050- 1217511 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～15時00分

800円～850円 (2)13時00分～19時00分

TEL 088-856-0154 （従業員数 25人 ）

パート労働者 39050- 1218411 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

152,500円～215,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)11時00分～20時00分
TEL 088-892-4976 （従業員数 25人 ）

正社員 39050- 1219011 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

900円～1,200円 (2)9時00分～17時00分

(3)10時00分～18時00分
TEL 088-892-4976 （従業員数 17人 ）

パート労働者 39050- 1220911 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)13時00分～19時00分

1,000円～1,000円 (2)7時00分～9時30分

(3)14時00分～18時30分
TEL 088-842-1921 （従業員数 82人 ）

パート労働者 39050- 1221111 就業場所 高知県高知市

不問 (1)8時15分～16時45分

(2)8時15分～12時15分

TEL 088-892-5594 （従業員数 34人 ）

パート労働者 39050- 1208211 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)8時40分～12時40分

800円～900円

TEL 088-893-5161 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 1209511 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)16時00分～9時00分

TEL 088-842-1921 （従業員数 82人 ）

パート労働者 39050- 1210311 就業場所

時給 交替制あり
64歳以下 (1)13時00分～17時00分

900円～900円 (2)13時00分～18時00分

(3)13時30分～18時30分
TEL 088-850-4310 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 1211611 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～16時30分

908円～908円

TEL 088-894-3572 （従業員数 44人 ）

パート労働者 39050- 1213111 就業場所 高知県高知市

時給

62歳以下 (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- 1214711 就業場所 高知県高岡郡佐川町

　週間最新求人情報             Ｎo.5

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

准看護師（病棟勤務） 医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 労災 准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

　4月30日号

医療事務 （有）クライム 高知県吾川郡いの町１３６８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

雇用期間の定めなし キャリア形成

農作業（文旦の交配） 松岡　良輔 高知県土佐市西鴨地４４０ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給９００円～
９００円

11日間
79,200円～
79,200円

受付事務 医療法人　広田歯科医
院

高知県高知市春野町芳原３４０１ 雇用・労災・
厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

教習指導員候補（正社
員）【５月２０日面
接・相談会】

株式会社　高知ニュー
ドライバー学院

高知県吾川郡いの町枝川２８２番地 雇用・労災・
健康・厚生

自動二輪車免許

中型自動車免許
雇用期間の定めなし キャリア形成

レジ業務 株式会社　宇佐ショッ
ピングセンター

高知県土佐市宇佐町宇佐１６８９番
地５

労災

雇用期間の定めなし 不問

介護職（小規模多機能
型居宅）

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

介護福祉士

介護職員初任者研修
修了者雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員実務者研修
修了者

介護職（小規模多機能
型居宅介護施設　寿幸
園）

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

雇用期間の定めなし 不問

送迎運転手 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

大型自動車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

外国語講師（いの町
吾北・本川地区）

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

月給２００２５６円～
２００２５６円

時給
1,430円～
1,430円

事務全般 やまおか眼科　　山岡
昭宏

高知県吾川郡いの町新町２０－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

支援員（夜間） 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 介護福祉士

看護師
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

その他１７５００円～
１７５００円

時給
1,166円～
1,166円

学童保育 伊野南小学校学童保育
の会

高知県吾川郡いの町八田２３２１ 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

調理員【週２日程度】 （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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

部品組立 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 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

時給

不問

800円～850円

TEL 088-892-4976 （従業員数 40人 ）

パート労働者 39050- 1215811 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
60歳以下 (1)8時30分～17時30分

160,500円～220,500円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-894-6611 （従業員数 180人 ）

正社員 39050- 1200411 就業場所 高知県高知市

月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

165,000円～190,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-879-0222 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 1201011 就業場所

時給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1,000円～1,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-879-0222 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 1202311 就業場所

月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

140,000円～200,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-855-0113 （従業員数 3人 ）

正社員 39050- 1204911 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～12時30分

900円～1,000円

TEL 088-855-0113 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 1205111 就業場所

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

正社員以外 39050- 1206711 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

正社員以外 39050- 1207811 就業場所

時給

不問

1,000円～1,300円

TEL 090-7149-0902 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 1192811 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)6時00分～14時00分

163,000円～206,000円 (2)13時50分～22時00分

TEL 088-892-1134 （従業員数 127人 ）

正社員 39050- 1197311 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

不問 (1)8時00分～17時00分

140,000円～150,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 1198611 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.5

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

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

　4月30日号

介護支援専門員 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・
健康・厚生・
財形

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務 医療法人　ごくらく
とんぼクリニック

高知県吾川郡いの町２０５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務 医療法人　ごくらく
とんぼクリニック

高知県吾川郡いの町２０５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務 江渕診療所 高知県土佐市家俊１１７９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務 江渕診療所 高知県土佐市家俊１１７９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

文旦の交配 野村　志成 高知県土佐市西鴨地６５６ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給９５０円～
１０００円

18日間
136,800円～
144,000円

農作業（文旦の交配） 楠瀬　英明 高知県土佐市永野２１６４ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給７０００円～
１００００円

11日間
77,000円～
110,000円

訪問介護 有限会社　空海 高知県土佐市宇佐町宇佐３１５７－
２

労災 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

作業員（紙製造） 高知化工　株式会社 高知県吾川郡いの町幸町６６番地 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

農作業 丸岡農園　株式会社 高知県土佐市宇佐町宇佐１０７７ 労災・健康・
厚生

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）


