
表

年齢・
就業時間

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 15人 ）

パート労働者 39050- 1412721 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～12時30分

1,071円～1,169円 (2)8時30分～14時30分

(3)8時30分～16時30分
TEL 088-893-1922 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 1413821 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
44歳以下 (1)8時30分～17時30分

215,500円～244,180円

TEL 0889-20-1616 （従業員数 96人 ）

正社員 39050- 1414221 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

210,000円～260,000円

TEL 088-855-7232 （従業員数 0人 ）

正社員 39050- 1415521 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

153,000円～165,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 088-850-2385 （従業員数 14人 ）

正社員以外 39050- 1416421 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

195,500円～245,500円

TEL 0889-20-1616 （従業員数 96人 ）

正社員 39050- 1422221 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～44歳 (1)7時00分～16時00分

167,780円～226,500円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 0889-20-1616 （従業員数 96人 ）

正社員 39050- 1423521 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～17時00分

820円～1,000円

TEL 0889-20-1616 （従業員数 96人 ）

パート労働者 39050- 1424421 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)7時00分～16時00分

820円～1,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 0889-20-1616 （従業員数 19人 ）

パート労働者 39050- 1425321 就業場所 高知県高岡郡佐川町

時給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1,200円～1,200円

TEL 0889-20-1616 （従業員数 19人 ）

パート労働者 39050- 1426621 就業場所 高知県高岡郡佐川町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時00分

170,000円～180,000円 (2)7時30分～17時00分

TEL 088-854-0811 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 1405821 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

210,000円～280,000円

TEL 088-842-7555 （従業員数 30人 ）

正社員 39050- 1406221 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

173,000円～236,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-892-4976 （従業員数 40人 ）

正社員 39050- 1407521 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

850円～850円

TEL 088-855-0606 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 1409321 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時30分～17時15分

TEL 088-893-1113 （従業員数 18人 ）

正社員以外 39050- 1410121 就業場所 高知県吾川郡いの町

事務補助（総務課） いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－１ 公災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給６，９５７円～
６，９５７円

月あたり
153,054円～
153,054円

生姜の荷造り・出荷作
業

高知県農業協同組合仁
淀川地区　戸波支所

高知県土佐市家俊８９５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職（ケアハウス
いの）

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

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

社会福祉士

介護支援専門員（特別
養護老人ホームはるの
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

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

製造 亀泉酒造　株式会社 高知県土佐市出間２１２３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

看護師（正） 社会福祉法人　秋桜会 高知県高岡郡日高村沖名１番地 労災 看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護援助員 社会福祉法人　秋桜会 高知県高岡郡日高村沖名１番地 雇用・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

介護職員 社会福祉法人　秋桜会 高知県高岡郡日高村沖名１番地 雇用・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

介護福祉士（正社員） 社会福祉法人　秋桜会 高知県高岡郡日高村沖名１番地 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし キャリア形成

看護師（正社員） 社会福祉法人　秋桜会 高知県高岡郡日高村沖名１番地 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

事務（管理職候補） 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
月未満）

不問

主任介護支援専門員
（ケアマネー
ジャー）・管理者

株式会社　ほのぼの 高知県高知市春野町東諸木３４１６
番地

雇用・労災・
健康・厚生

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

理学療法士（正社員）
【特別養護老人ホー
ム】

社会福祉法人　秋桜会 高知県高岡郡日高村沖名１番地 雇用・労災・
健康・厚生

理学療法士

雇用期間の定めなし キャリア形成

幼稚園臨時講師 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

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

　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

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

　5月20日号

その他１７，５００円～
１７，５００円

時給
1,166円～
1,166円

℡ 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)8時00分～14時00分

850円～850円 (2)9時00分～15時00分

TEL 088-855-0606 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 1411021 就業場所 高知県土佐市

月給

不問 (1)8時00分～17時00分

159,600円～159,600円

TEL 088-852-5618 （従業員数 5人 ）

正社員以外 39050- 1395621 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

159,600円～161,600円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-854-0231 （従業員数 55人 ）

正社員以外 39050- 1396921 就業場所

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

246,870円～407,872円

TEL 088-867-2645 （従業員数 40人 ）

正社員 39050- 1399721 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

230,000円～380,000円

TEL 088-867-2645 （従業員数 40人 ）

正社員 39050- 1400621 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

253,400円～276,400円

TEL 070-6438-5241 （従業員数 207人 ）

正社員 39050- 1401921 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

253,400円～276,400円

TEL 070-6438-5241 （従業員数 207人 ）

正社員 39050- 1402121 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～17時30分

1,200円～1,600円

TEL 070-6438-5241 （従業員数 207人 ）

パート労働者 39050- 1403021 就業場所

不問

TEL 0889-24-5114 （従業員数 100人 ）

パート労働者 39050- 1404721 就業場所

18歳以上 (1)17時00分～8時30分

TEL 0889-24-5306 （従業員数 141人 ）

パート労働者 39050- 1384521 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

181,000円～229,000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- 1385421 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 交替制あり
30歳以下 (1)8時30分～17時00分

152,000円～184,000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- 1386321 就業場所

月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

150,600円～165,900円

TEL 088-894-2828 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 1387621 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

支援員 社会福祉法人　高知小
鳩会　障害者支援施設
あじさい園

高知県高知市春野町秋山２８０１－
１５

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

法人本部事務（一般
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「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

会計年度任用職員（臨
時連絡員）

高知県立日高特別支援
学校

高知県高岡郡日高村下分６０ 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９，４５７円～
９，４５７円

時給
652円～
652円

事務職（建設課）（会
計年度任用職員）

日高村　役場 高知県高岡郡日高村本郷６１－１ 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１３１，９６１円～
１３６，０２５円

時給
942円～
971円

言語聴覚士 医療法人　恕泉会　リ
ハビリテーション病院
すこやかな杜

高知県高知市春野町芳原字北東原１
３１６－１

雇用・労災 言語聴覚士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

作業療法士 医療法人　恕泉会　リ
ハビリテーション病院
すこやかな杜

高知県高知市春野町芳原字北東原１
３１６－１

雇用・労災・
健康・厚生

作業療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

言語聴覚士 医療法人　恕泉会　リ
ハビリテーション病院
すこやかな杜

高知県高知市春野町芳原字北東原１
３１６－１

雇用・労災・
健康・厚生

言語聴覚士

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場作業員 （株）四国ネット 高知県吾川郡いの町下八川甲３７３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

管理技術者 （株）四国ネット 高知県吾川郡いの町下八川甲３７３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

《急募！》　支援員 社会福祉法人くすのき 高知県土佐市蓮池５３３番地 雇用・労災・
健康・厚生

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

《急募！》　支援員
（夜勤なし）

社会福祉法人くすのき 高知県土佐市蓮池５３３番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

　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

生姜の荷造り・出荷作
業（週３日～）

高知県農業協同組合仁
淀川地区　戸波支所

高知県土佐市家俊８９５－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

　5月20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）


