
表

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 5人 ）

正社員以外 39050- 1621121 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

195,000円～295,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 088-893-0014 （従業員数 40人 ）

正社員 39050- 1623721 就業場所

時給

不問 (1)8時00分～13時00分

850円～850円 (2)13時00分～18時00分

(3)18時00分～22時00分
TEL 090-8975-3381 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 1606721 就業場所

月給

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

194,301円～194,301円

TEL 088-852-4614 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 1607821 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

2,000円～2,500円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-894-6611 （従業員数 180人 ）

パート労働者 39050- 1608221 就業場所

44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- 1609521 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

160,500円～160,500円 (2)12時15分～21時00分

TEL 088-841-3105 （従業員数 9人 ）

正社員以外 39050- 1610321 就業場所 高知県高知市

月給

59歳以下 (1)9時00分～18時30分

220,000円～270,000円

TEL 088-844-2415 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 1611621 就業場所 高知県高知市

時給

59歳以下

1,300円～1,500円

TEL 088-844-2415 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 1612921 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

142,000円～170,000円 (2)9時00分～13時30分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 1613121 就業場所 高知県安芸市

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

(2)10時00分～19時00分

(3)17時10分～10時10分
TEL 088-852-2944 （従業員数 52人 ）

正社員以外 39050- 1614021 就業場所

月給

不問 (1)9時00分～18時00分

142,000円～170,000円 (2)9時00分～13時30分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 6人 ）

正社員以外 39050- 1615721 就業場所 高知県安芸市

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

TEL 088-893-3700 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 1616821 就業場所 高知県高岡郡日高村

交替制あり
不問 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分
TEL 088-891-6400 （従業員数 28人 ）

正社員以外 39050- 1617221 就業場所

月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

142,000円～170,000円 (2)9時00分～13時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 1603921 就業場所 高知県吾川郡いの町

　週間最新求人情報              Ｎo.9

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

測量・設計・調査 有限会社　ジオイド 高知県吾川郡いの町枝川７７６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

測量士

雇用期間の定めなし 不問

　6月10日号

日給８，０００円～
１１，０００円

月あたり
156,000円～
214,500円

看護師（正）【日勤】
（外来透析）

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・
財形

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

ペットケア用品「ネコ
砂」製造

株式会社　エスエス 高知県高岡郡日高村下分２５５６－
１

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

バキューム運転手及び
作業

（有）高岡サービス 高知県土佐市高岡町甲２１３３番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形成

薬剤師 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・
財形

薬剤師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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９，０００円～
１０，０００円

月あたり
200,000円～
220,000円

管理・運営【水泳場】 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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科衛生士 いしもと歯科クリニッ
ク

高知県高知市朝倉本町１丁目９－４
０

雇用・労災・
健康・厚生

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科衛生士 いしもと歯科クリニッ
ク

高知県高知市朝倉本町１丁目９－４
０

労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

調剤薬局事務　（病院
通薬局あき店）【正社
員】

（有）クリスプロジェ
クト

高知県吾川郡いの町新町２６番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護員 （社福）土佐厚生会
障害者支援施設　とさ

高知県土佐市波介１２４４－１ 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

日給７，２００円～
７，２００円

月あたり
183,880円～
183,880円

調剤薬局事務　（病院
通薬局あき店）

（有）クリスプロジェ
クト

高知県吾川郡いの町新町２６番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

医療事務資格

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

バキュームカー運転手 有限会社　いのえいせ
い

高知県吾川郡いの町大内３１１２ 雇用・労災・
健康・厚生

浄化槽管理士

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給９，０００円～
１０，０００円

月あたり
180,000円～
200,000円

保育士 （社福）はってん福祉
会　あいの保育園

高知県吾川郡いの町天王南１－１－
１

雇用・労災・
健康・厚生

保育士

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

日給７，２００円～
８，２００円

月あたり
150,549円～
171,453円

調剤薬局事務　（病院
通薬局いの店）

（有）クリスプロジェ
クト

高知県吾川郡いの町新町２６番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

医療事務資格

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 (1)8時00分～12時00分

820円～850円 (2)8時00分～16時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 1605021 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時30分～12時30分

900円～950円

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

パート労働者 39050- 1578821 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

170,000円～194,000円 (2)16時00分～0時00分

(3)0時00分～8時00分
TEL 088-832-8905 （従業員数 45人 ）

正社員以外 39050- 1579221 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

170,000円～200,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-855-5403 （従業員数 75人 ）

正社員 39050- 1580621 就業場所

不問 (1)8時00分～13時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 1581921 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

154,320円～160,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時30分～19時30分
TEL 088-892-0641 （従業員数 16人 ）

正社員 39050- 1583021 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)5時00分～8時00分

156,000円～202,000円 (2)17時00分～20時00分

(3)8時30分～17時00分
TEL 088-856-1060 （従業員数 10人 ）

正社員以外 39050- 1584721 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

212,000円～239,000円

TEL 088-867-3001 （従業員数 36人 ）

正社員 39050- 1586221 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～10時30分

1,000円～1,000円 (2)15時00分～17時00分

TEL 088-831-7939 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 1574921 就業場所 高知県高知市

交替制あり
不問 (1)7時30分～16時15分

(2)8時30分～17時15分

TEL 088-893-1922 （従業員数 11人 ）

正社員以外 39050- 1575121 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

162,000円～188,000円 (2)6時30分～15時30分

(3)10時30分～19時15分
TEL 080-7992-4272 （従業員数 207人 ）

正社員 39050- 1576021 就業場所

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分
TEL 088-894-6840 （従業員数 27人 ）

正社員 39050- 1577721 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
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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 仁井田農園　仁井田
浩一

高知県高知市春野町西分４５４７－
１

労災

雇用期間の定めなし 不問

　6月10日号

受付 医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

製造 株式会社　ダックテク
ノ

高知県吾川郡いの町駅東町１０５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

介護福祉士 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 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

トラクター運転 土井　まゆみ 高知県土佐市宇佐町宇佐１８３６ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給１０，０００円～
１０，０００円

時給
2,000円～
2,000円

介護職（グループホー
ム　そよ風）

医療法人　仁新会　石
川記念病院

高知県吾川郡いの町波川７７ 雇用・労災・
健康・厚生

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

世話人（共同生活援助
ひかりホーム）

社会福祉法人　光の村 高知県土佐市新居２７９８－６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

ホームヘルパー２級

社会福祉士
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
介護福祉士

看護職員（吾北荘） 社会福祉法人　ごほく
静和会　特別養護老人
ホーム　吾北荘

高知県吾川郡いの町下八川丁１６７
６番地

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

野犬等の保護、収容及
び動物愛護事業

株式会社　田邊工務店
環境事業部

高知県吾川郡いの町枝川６５２－２
４

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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

日給８，３０４円～
９，０６６円

月あたり
162,758円～
177,693円

栄養士 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

栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

建設事務員 株式会社　レボテッ
ク・クリーン

高知県高知市春野町西分１７９４番
地２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

時給１，０００円～
１，０００円

月あたり
153,000円～
153,000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）


