
表

年齢・
就業時間

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～16時45分

158,867円～172,575円

TEL 088-850-3001 （従業員数 37人 ）

正社員 39050- 1363511 就業場所

不問 (1)9時00分～17時00分

TEL 088-852-7603 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 1364411 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

220,000円～450,000円

TEL 088-867-2544 （従業員数 21人 ）

正社員 39050- 1365011 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時30分～17時15分

TEL 088-892-3000 （従業員数 16人 ）

パート労働者 39050- 1366311 就業場所

不問 (1)8時30分～17時15分

TEL 088-892-3000 （従業員数 16人 ）

パート労働者 39050- 1367611 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

151,000円～216,000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 13人 ）

正社員 39050- 1357311 就業場所 高知県高知市

不問 (1)8時30分～16時30分

TEL 088-867-2314 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 1358611 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

59歳以下

900円～900円

TEL 0889-24-5311 （従業員数 68人 ）

パート労働者 39050- 1361811 就業場所

交替制あり
59歳以下 (1)7時30分～14時30分

(2)8時30分～15時30分

(3)9時30分～16時30分
TEL 0889-24-5311 （従業員数 68人 ）

正社員 39050- 1362211 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～17時00分

900円～1,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 1332611 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時45分～13時00分

900円～1,000円 (2)15時00分～18時00分

TEL 088-856-6300 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 1333911 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時45分～18時30分

140,000円～160,000円 (2)8時45分～13時30分

TEL 088-856-6300 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 1334111 就業場所 高知県土佐市

時給

不問

792円～850円

TEL 0889-26-2717 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 1345211 就業場所 高知県高知市

月給 交替制あり
不問 (1)8時00分～16時45分

178,000円～189,100円 (2)8時30分～17時15分

TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

正社員以外 39050- 1308311 就業場所

時給

不問

810円～900円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 1314011 就業場所 高知県土佐市

　週間最新求人情報             Ｎo.6

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

作業員 株式会社　エッグメー
ル

高知県高知市春野町弘岡中１０３４
番地１５

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

5月14日号

一般事務職員（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・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

月給１３１９６１円～
１３９９０９円

時給
942円～
999円

土木施工管理技士
（１、２級）

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

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 不問

教務講師（農業大学
校）（会計年度任用職
員）

高知県立農業大学校 高知県吾川郡いの町波川２３４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

月給１１０９２５円～
１４４９７５円

時給
954円～
1,247円

事務補助等（農業大学
校・教務）（会計年度
任用職員）

高知県立農業大学校 高知県吾川郡いの町波川２３４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

月給１１８３２０円～
１２６０００円

時給
950円～
1,011円

介護職【グループホー
ム　ステラ】

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

地籍調査補助員　（吾
北総合支所　国土調査
課）

いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

月給１５３９０９円～
１６９０７１円

時給
1,099円～
1,207円

ハウスキーパー 錦山観光開発　株式会
社

高知県高岡郡日高村下分２３１１－
１

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

キャディ 錦山観光開発　株式会
社

高知県高岡郡日高村下分２３１１－
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給５２００円～
５２００円

月あたり
130,000円～
130,000円

農作業 塩田　博純 高知県高知市春野町森山１０３５ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

医療事務 医療法人　杏クリニッ
ク

高知県土佐市高岡町丙６４－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

医療事務 医療法人　杏クリニッ
ク

高知県土佐市高岡町丙６４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ネイリスト （有）クライム 高知県吾川郡いの町１３６８－１ 労災 ネイリスト技能検定
試験３級

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

歯科衛生士・看護補助 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

歯科衛生士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

農作業　（ピーマン等
栽培）・食品加工

株式会社　植田ファー
ム

高知県土佐市宇佐町宇佐１６８０－
２

労災

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）



裏

年齢・
就業時間

月給

59歳以下 (1)6時30分～15時30分

150,000円～180,000円 (2)10時30分～19時30分

TEL 088-849-3330 （従業員数 12人 ）

正社員 39050- 1324611 就業場所 高知県高知市

不問 (1)8時30分～16時30分

TEL 088-893-1115 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 1325911 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時15分

236,790円～475,399円

TEL 088-893-1551 （従業員数 148人 ）

正社員 39050- 1331311 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-894-2305 （従業員数 2人 ）

正社員以外 39050- 1242011 就業場所

月給

35歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～230,000円

TEL 088-855-7778 （従業員数 16人 ）

正社員 39050- 1243311 就業場所

月給

35歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～230,000円

TEL 088-855-7778 （従業員数 16人 ）

正社員 39050- 1244611 就業場所

時給

不問

850円～900円

TEL 088-852-1025 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050- 1245911 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

(2)8時30分～17時30分

(3)12時30分～21時30分
TEL 0889-24-7785 （従業員数 22人 ）

正社員以外 39050- 1251311 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

150,000円～250,000円

TEL 0889-39-1847 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 1278611 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時30分～16時30分

800円～800円 (2)9時30分～18時30分

(3)11時00分～20時00分
TEL 0889-24-4106 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 1279911 就業場所

交替制あり
不問 (1)6時30分～15時15分

(2)7時00分～15時45分

(3)13時15分～22時00分
TEL 088-892-1580 （従業員数 64人 ）

正社員以外 39050- 1280711 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

800円～800円

TEL 0889-20-6222 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 1281811 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.6

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

厨房調理人 有限会社　ユニバース 高知県高知市春野町弘岡中　６３９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

5月14日号

事務補助　産業経済課
（会計年度任用職員）

いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

日給６２８３円～
６６６２円

時給
897円～
951円

薬剤師 いの町立国民健康保険
仁淀病院

高知県吾川郡いの町１３６９ 雇用・公災・
健康・厚生・
財形

薬剤師

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造・配送 有限会社　細木製材所 高知県高知市春野町森山１３０ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給８０００円～
８０００円

月あたり
163,200円～
163,200円

事務・軽作業 （株）アールズ 高知県高知市春野町東諸木３３４６
番地１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

土木事務・総務事務 （株）アールズ 高知県高知市春野町東諸木３３４６
番地１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

ホールスタッフ 喫茶＆レスト　ポンド 高知県土佐市高岡町甲９１８－１ その他

雇用期間の定めなし 不問

介護職員 日高クリニック 高知県高岡郡日高村本郷滝ノ前７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

ホームヘルパー２級

介護福祉士
雇用期間の定めなし 定年を上限

時給９５０円～
１０００円

月あたり
162,640円～
171,200円

自動車板金・塗装工・
整備（見習い可）

ＰＭサービス株式会社 高知県高岡郡日高村下分２５６０－
１

雇用・労災・
健康・厚生

三級自動車ガソリ
ン・エンジン整備士

雇用期間の定めなし 不問

介護職員 有限会社　キラリ 高知県高岡郡日高村下分２７２－２ 労災 ホームヘルパー２級

介護福祉士
雇用期間の定めなし 不問

フロント係 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９００円～
９００円

月あたり
156,240円～
156,240円

介護職員（デイサービ
ス）

株式会社　ゆったり 高知県高岡郡日高村下分字北ノ町
２３０－２

労災 ホームヘルパー２級

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）


