
表

年齢・
就業時間

時給

不問 (1)12時30分～18時30分

1,071円～1,169円

TEL 088-893-1922 （従業員数 45人 ）

パート労働者 39050- 1381721 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

59歳以下

850円～1,000円

TEL 088-821-7407 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 1382821 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

175,000円～223,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-893-5111 （従業員数 49人 ）

正社員 39050- 1383221 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給 交替制あり
不問 (1)10時00分～19時00分

950円～950円 (2)10時00分～18時00分

(3)8時30分～15時30分
TEL 088-841-3105 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 1365721 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)10時00分～14時00分

950円～950円 (2)8時30分～15時30分

TEL 088-841-3105 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 1367221 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～170,000円 (2)8時00分～16時30分

(3)10時00分～18時30分
TEL 088-894-3033 （従業員数 10人 ）

正社員以外 39050- 1370921 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)9時00分～12時00分

1,100円～1,800円 (2)15時00分～18時00分

(3)8時30分～12時30分
TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 1362921 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

250,000円～400,000円

TEL 088-821-6756 （従業員数 17人 ）

正社員 39050- 1363121 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

250,000円～300,000円 (2)8時30分～15時30分

(3)8時30分～14時00分
TEL 000-0000-0000 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 1308821 就業場所

時給

59歳以下

1,500円～1,800円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 1311921 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

143,000円～143,000円

TEL 088-828-5220 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 1321021 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

140,000円～140,000円

TEL 088-828-5220 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 1322721 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～15時00分

880円～880円 (2)10時00分～16時00分

TEL 088-837-7075 （従業員数 15人 ）

パート労働者 39050- 1323821 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～17時00分

1,200円～1,400円 (2)8時30分～17時30分

TEL 088-892-4976 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 1324221 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)17時00分～20時30分

1,100円～1,100円

TEL 088-842-1921 （従業員数 15人 ）

パート労働者 39050- 1289421 就業場所

　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

保育士 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

　5月13日号

歯科助手及び医療事務 ふくしまデンタルクリ
ニック

高知県土佐市高岡町乙３０４番地 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職「グループホー
ム」

（医）岡本会　さくら
病院

高知県吾川郡いの町鹿敷１６２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

プール管理・監視
（臨時）（１）

公益財団法人　高知県
スポーツ振興財団

高知県高知市春野町芳原２４８５番
地

雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

プール管理・監視（臨
時）（２）

公益財団法人　高知県
スポーツ振興財団

高知県高知市春野町芳原２４８５番
地

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

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

看護職（正） 大国町内科クリニック 高知県吾川郡いの町大国町１０１ 労災 看護師

雇用期間の定めなし 不問

総合職（電気工事・電
気通信工事業務全般）
【有資格】

有限会社　ナカイテレ
ビ

高知県高知市春野町弘岡下３４３４
－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

中型自動車免許

８トン限定中型自動
車免許雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（正・准） 土佐やまもと眼科 高知県土佐市高岡町乙５１番２ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（正・准） 土佐やまもと眼科 高知県土佐市高岡町乙５１番２ 労災 看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

制作オペレーター （有）カリヤテント 高知県土佐市波介１８７８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

テントの加工・縫製業
務

（有）カリヤテント 高知県土佐市波介１８７８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務 エイト産業　株式会社 高知県高知市萩町１丁目６番３１号 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護職（デイサービス
駅前ゆとりあ）

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 看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 不問

守衛 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

℡ 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～16時00分

TEL 090-1579-1362 （従業員数 2人 ）

正社員 39050- 1290921 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～16時50分

170,000円～180,000円

TEL 088-893-1381 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 1291121 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

350,000円～400,000円

TEL 088-852-6221 （従業員数 3人 ）

正社員 39050- 1299621 就業場所

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 5人 ）

正社員以外 39050- 1300521 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

不問 (1)8時30分～17時00分

152,000円～152,000円

TEL 088-842-1921 （従業員数 23人 ）

正社員以外 39050- 1301421 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)14時00分～18時00分

850円～1,100円 (2)13時00分～17時00分

TEL 088-842-1921 （従業員数 66人 ）

パート労働者 39050- 1302321 就業場所 高知県高知市

時給

不問

820円～920円

TEL 088-856-0001 （従業員数 43人 ）

パート労働者 39050- 1303621 就業場所

時給

不問 (1)7時00分～8時30分

1,000円～1,100円 (2)15時45分～17時15分

TEL 088-850-2385 （従業員数 14人 ）

パート労働者 39050- 1304921 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15分～17時00分

200,000円～300,000円

TEL 0889-24-7772 （従業員数 23人 ）

正社員 39050- 1305121 就業場所

40歳以下 (1)7時30分～16時30分

TEL 088-852-0198 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 1306021 就業場所

不問 (1)8時15分～15時45分

TEL 088-852-7603 （従業員数 28人 ）

パート労働者 39050- 1238421 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
44歳以下

153,000円～240,000円

TEL 088-842-0011 （従業員数 24人 ）

正社員 39050- 1241021 就業場所 高知県高知市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～280,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分
TEL 088-842-7555 （従業員数 48人 ）

正社員 39050- 1242721 就業場所 高知県高知市

　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

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

　5月13日号

日給９，０００円～
１２，０００円

月あたり
194,400円～
259,200円

サービス（受付・整
備）

株式会社　西部レント
オール

高知県吾川郡いの町波川５５７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車整備・建設機械
整備（工場長候補）

（株）キッズ 高知県土佐市甲原６８０－２ 雇用・労災・
健康・厚生

二級自動車整備士

中型自動車免許
雇用期間の定めなし 不問

２級建設機械整備技
能士

事務補助 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

就労支援員 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

児童指導員 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 保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

客室・施設内清掃係 （株）三陽荘 高知県土佐市宇佐町竜５０４－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

送迎運転手（第１太陽
福祉園）

社会福祉法人　太陽福
祉会

高知県土佐市波介１２７６－４ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

電気技術者 （株）進和技研 高知県高岡郡日高村沖名３５８６－
１０

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

運転手 （有）高北衛生 高知県土佐市蓮池２４４７－４ 雇用・労災・
健康・厚生

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

日給８，０００円～
１０，０００円

月あたり
163,200円～
204,000円

学校給食調理員（会計
年度任用職員パートタ
イム）

土佐市役所 高知県土佐市高岡町甲２０１７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給５，８３５円～
６，１８６円

時給
897円～
951円

調理人 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 キャリア形成

看護師（正）（若菜
荘）

社会福祉法人　高春福
祉会

高知県高知市春野町東諸木３０５８
－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

℡ 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）


