
表

年齢・
就業時間

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

161,000円～175,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-852-5555 （従業員数 48人 ）

正社員 39050- 2139021 就業場所 拠出

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

155,000円～225,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-849-3330 （従業員数 20人 ）

正社員 39050- 2140221 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

155,000円～225,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-849-3330 （従業員数 20人 ）

正社員 39050- 2141521 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時30分～16時30分

155,000円～225,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)11時00分～20時00分
TEL 088-849-3330 （従業員数 20人 ）

正社員 39050- 2142421 就業場所 高知県高知市

時給

不問

850円～900円

TEL 088-849-3330 （従業員数 60人 ）

パート労働者 39050- 2143321 就業場所 高知県高知市

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

175,000円～240,000円

TEL 088-849-3330 （従業員数 60人 ）

正社員 39050- 2144621 就業場所 高知県高知市

59歳以下 (1)8時40分～17時00分

(2)8時40分～12時00分

TEL 088-852-6053 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 2145921 就業場所 高知県土佐市

月給

59歳以下 (1)8時40分～17時00分

250,000円～300,000円 (2)8時40分～12時00分

TEL 088-852-6053 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 2146121 就業場所 高知県土佐市

月給

59歳以下 (1)8時40分～17時00分

160,000円～160,000円 (2)8時40分～12時00分

TEL 088-852-6053 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 2147021 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
44歳以下 (1)8時30分～17時30分

223,500円～272,180円

TEL 0889-20-1616 （従業員数 14人 ）

正社員 39050- 2148721 就業場所 高知県高岡郡日高村

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 14人 ）

パート労働者 39050- 2149821 就業場所 高知県高岡郡日高村

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 14人 ）

パート労働者 39050- 2150421 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

192,000円～350,000円 (2)8時30分～12時30分

(3)13時30分～17時30分
TEL 088-852-5555 （従業員数 48人 ）

正社員 39050- 2122721 就業場所 拠出

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

157,000円～180,000円

TEL 0889-20-1750 （従業員数 45人 ）

正社員 39050- 2123821 就業場所

月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

160,100円～171,700円

TEL 088-894-2828 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 2131821 就業場所 高知県高知市

　週間最新求人情報           Ｎo.18

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

医療事務員 医療法人　高尚会川田
整形外科

高知県土佐市高岡町甲９２０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

　8月12日号

介護職員【９月１２日
面接・相談会】

有限会社　ユニバース
絆・わかくさ

高知県高知市若草町１－２４ 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

介護職員【９月１２日
面接・相談会】

有限会社　ユニバース
絆・いしだて

高知県高知市東城山町１１５－５ 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

介護職員【９月１２日
面接・相談会】

有限会社ユニバース
絆・もりやま

高知県高知市春野町森山３０７６番
地１

　
【送付先別】

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

介護職員【９月１２日
面接・相談会】

有限会社　ユニバース
絆・わかくさ

高知県高知市若草町１－２４ 労災

雇用期間の定めなし 不問

施設ケアマネ【９月１
２日面接・相談会】

有限会社　ユニバース
絆・わかくさ

高知県高知市若草町１－２４ 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 不問

一級建築士 有限会社　靖コンサル
夕ント

高知県土佐市高岡町丙１５７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

一級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

年俸制６，０００，０００～
６，０００，０００円

月あたり
500,000円～
500,000円

二級建築士 有限会社　靖コンサル
夕ント

高知県土佐市高岡町丙１５７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

二級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築士アシスタント 有限会社　靖コンサル
夕ント

高知県土佐市高岡町丙１５７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

理学療法士（正社員）
【デイサービスひだ
か】

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

介護職員【デイサービ
スセンターひだか】

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

生活相談員【生活支援
ハウス　コスモスの
家】

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

看護師（正、准） 医療法人　高尚会川田
整形外科

高知県土佐市高岡町甲９２０－１ 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

物流担当 フソー化成　株式会社 高知県高岡郡日高村下分３７０２－
１７

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

フォークリフト運転
技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

℡ 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

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- 2132221 就業場所 高知県高岡郡佐川町

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- 2133521 就業場所 高知県高岡郡佐川町

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 14人 ）

パート労働者 39050- 2134421 就業場所

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 14人 ）

正社員 39050- 2135321 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

195,500円～245,500円

TEL 0889-20-1616 （従業員数 14人 ）

正社員 39050- 2136621 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給 変形（1ヶ月単位）
44歳以下 (1)8時30分～17時30分

223,500円～272,180円

TEL 0889-20-1616 （従業員数 14人 ）

正社員 39050- 2137921 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給

不問 (1)8時00分～11時00分

850円～900円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050- 2104921 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

200,000円～350,000円

TEL 088-841-4084 （従業員数 3人 ）

正社員 39050- 2121021 就業場所 高知県高知市

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- 2091121 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- 2092021 就業場所

不問 (1)8時30分～16時30分

(2)9時00分～17時00分

(3)9時15分～17時15分
TEL 088-893-3810 （従業員数 60人 ）

パート労働者 39050- 2093721 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)7時30分～16時30分

152,000円～160,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)12時30分～21時30分
TEL 090-6283-2559 （従業員数 10人 ）

正社員 39050- 2094821 就業場所

時給

不問 (1)7時00分～8時30分

1,200円～1,200円 (2)15時00分～16時30分

TEL 088-894-2370 （従業員数 1人 ）

パート労働者 39050- 2088521 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.18

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

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

　8月12日号

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

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

一般事務 川内青果市場協同組合
波川青果市場

高知県吾川郡いの町波川５５３－イ その他

雇用期間の定めなし 不問

空調工事工 株式会社　創空冷設 高知県高知市春野町南ケ丘５丁目１
０－５

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

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

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

障害支援区分認定調査
員（ほけん福祉課）

いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・公災・
健康・厚生

保健師

看護師
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

日給８，６３２円～
１０，００８円

時給
1,233円～
1,429円

介護職 有限会社エフヴェール 高知県吾川郡いの町天王北四丁目８
番地７

雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

牧場スタッフ 笠原牧場 高知県高知市春野町弘岡下４７－１ 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）


