
表

年齢・
就業時間

時給

不問

850円～900円

TEL 090-4472-0296 （従業員数 15人 ）

パート労働者 39050- 1857021 就業場所 高知県高知市

時給 交替制あり
59歳以下 (1)9時30分～16時00分

820円～880円 (2)10時00分～16時30分

(3)9時00分～13時00分
TEL 000-0000-0000 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050- 1862621 就業場所 高知県高知市

時給

59歳以下 (1)9時30分～16時00分

820円～880円 (2)10時30分～17時00分

(3)9時00分～13時30分
TEL 000-0000-0000 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050- 1863921 就業場所 高知県安芸市

月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

140,000円～140,000円

TEL 088-848-0222 （従業員数 1人 ）

正社員 39050- 1864121 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

175,000円～175,000円

TEL 088-828-5220 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 1833821 就業場所 高知県土佐市

時給

不問

850円～850円

TEL 080-8081-7336 （従業員数 1人 ）

パート労働者 39050- 1835521 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時30分～16時30分

(2)9時15分～17時15分

TEL 088-893-1160 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 1729721 就業場所

変形（1年単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-893-6506 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 1793121 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（1年単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-803-4282 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 1794021 就業場所

時給

不問 (1)8時00分～12時30分

820円～1,100円

TEL 088-850-2385 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 1795721 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

160,000円～172,000円 (2)8時30分～13時30分

TEL 088-850-2385 （従業員数 14人 ）

正社員以外 39050- 1796821 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00分～17時00分

200,000円～300,000円

TEL 088-892-3033 （従業員数 2人 ）

正社員 39050- 1797221 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

59歳以下

1,200円～1,500円

TEL 088-841-0188 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 1805621 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

300,000円～300,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～9時00分
TEL 088-841-0188 （従業員数 20人 ）

正社員 39050- 1806921 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

230,000円～240,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～9時00分
TEL 088-841-0188 （従業員数 20人 ）

正社員 39050- 1807121 就業場所 高知県土佐市

介護職員（管理者）
《とさの森》

（医）仁照会　はるの
森澤クリニック

高知県高知市春野町東諸木３１６３ 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（管理者）
《ほっと館》

（医）仁照会　はるの
森澤クリニック

高知県高知市春野町東諸木３１６３ 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

社会福祉士
雇用期間の定めなし 定年を上限

介護支援専門員（ほっ
と館）

（医）仁照会　はるの
森澤クリニック

高知県高知市春野町東諸木３１６３ 労災 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

看護師
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

定年を上限

配管工　《経験者》 有限会社　エイトテッ
ク

高知県吾川郡いの町枝川１０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

２級管工事施工管理
技士

２級土木施工管理技
士雇用期間の定めなし 定年を上限

支援業務 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
月以上）

不問

支援スタッフ（ワーク
センター太陽）

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
月以上）

不問

塗装作業員 有限会社　竹村塗装店 高知県高知市春野町芳原２６７番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

日給７，０００円～
１５，０００円

月あたり
151,200円～
324,000円

《急募》機械修理 （有）六松機械 高知県吾川郡いの町４２６４－２ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転
技能者

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

日給７，４００円～
８，０００円

月あたり
192,040円～
205,600円

事務補助及び作業 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１３１，９６１円～
１３９，９０９円

時給
897円～
951円

採点スタッフ 公文式伊野西教室 高知県吾川郡いの町加茂５６
加茂老人「憩の家」

労災

雇用期間の定めなし 不問

テント・看板製作、取
付、イベント会場設営

（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

５トン限定準中型自
動車免許

準中型自動車免許
雇用期間の定めなし キャリア形成

旅行業に関する業務 株式会社　宮地観光
サービス

高知県高知市春野町東諸木２７２－
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

調剤薬局の業務補助 （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

雇用期間の定めなし 定年を上限

薬局事務補助　（ダイ
リン薬局）

（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・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

　週間最新求人情報            Ｎo.13

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

農作業（トマト） 株式会社　広瀬農園 高知県高知市春野町西分４３１０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

　7月8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）



裏

年齢・
就業時間

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

250,000円～330,000円

TEL 088-894-2722 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 1808021 就業場所

変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-856-7644 （従業員数 0人 ）

正社員 39050- 1809721 就業場所 青森県上北郡六ヶ所村

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

250,000円～300,000円

TEL 088-840-4785 （従業員数 2人 ）

正社員 39050- 1810521 就業場所 高知県高知市

月給

59歳以下 (1)9時30分～18時30分

153,600円～210,000円

TEL 080-1996-7343 （従業員数 13人 ）

正社員 39050- 1811421 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

156,000円～238,000円 (2)5時30分～9時30分

(3)16時00分～21時30分
TEL 088-856-1060 （従業員数 20人 ）

正社員以外 39050- 1812321 就業場所 高知県土佐市

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

186,300円～203,000円

TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

正社員以外 39050- 1813621 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

185,400円～202,100円

TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

正社員以外 39050- 1814921 就業場所

月給 交替制あり
不問 (1)6時45分～15時30分

155,000円～173,300円 (2)10時15分～19時00分

(3)8時30分～17時15分
TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

正社員以外 39050- 1815121 就業場所

月給 交替制あり
18歳以上 (1)8時30分～17時15分

195,400円～256,300円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分
TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

正社員以外 39050- 1816021 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

195,400円～237,100円

TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

正社員以外 39050- 1817721 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時00分～9時00分

TEL 088-841-0188 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 1724321 就業場所 高知県高知市

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時00分～9時00分

TEL 088-841-0188 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 1725621 就業場所 高知県土佐市

月給

不問

190,000円～200,000円

TEL 088-850-3888 （従業員数 11人 ）

正社員 39050- 1726921 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

訪問介護 特定非営利活動法人
宇佐在宅介護センタ一

高知県土佐市宇佐町宇佐３９８番地
５

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

原動機付自転車免許
雇用期間の定めなし 不問

《急募》介護職員（と
さの森）《夜勤》

（医）仁照会　はるの
森澤クリニック

高知県高知市春野町東諸木３１６３ 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

その他１０，０００円～
１２，０００円

時給
869円～
1,043円

《急募》介護職員（春
の森）《夜勤》

（医）仁照会　はるの
森澤クリニック

高知県高知市春野町東諸木３１６３ 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

その他１０，０００円～
１２，０００円

時給
869円～
1,043円

看護師（外来、正） 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

看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師（病棟、正） 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

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

看護補助者 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

介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

言語聴覚士 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

言語聴覚士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

臨床検査技師（中央処
置室勤務）

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

臨床検査技師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

児童指導員（障害児入
所施設わかぎ寮）

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

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

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

窓口業務 有限会社　ティーエヌ
コミュニケーション

高知県土佐市高岡町甲９６４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業員 昌永産業　株式会社 高知県高知市神田１４６番地７７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

配管工・鍛冶工 株式会社　陽翔 高知県吾川郡いの町枝川３０２９－
２
シャルマン枝川２０１

雇用・労災・
健康・厚生

ガス溶接作業主任者

アーク溶接技能者
（基本級）雇用期間の定めなし 定年を上限

玉掛技能者

時給１，２００円～
２，３００円

月あたり
236,250円～
421,875円

　週間最新求人情報           Ｎo.13

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

建築技術者 有限会社　創栄工務店 高知県高知市春野町西分２０２８－
２

雇用・労災・
健康・厚生

二級建築士

２級建築施工管理技
士雇用期間の定めなし 定年を上限

　7月8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）


