
表

年齢・
就業時間

月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

142,000円～150,000円 (2)9時00分～13時30分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 2604711 就業場所 高知県安芸市

月給

35歳以下 (1)8時30分～17時30分

206,500円～253,000円

TEL 088-892-0144 （従業員数 20人 ）

正社員 39050- 2605811 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～12時00分

850円～850円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 2606211 就業場所 高知県高知市

時給

不問

850円～1,000円

TEL 000-000-0000 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2607511 就業場所 高知県土佐市

時給

不問

1,200円～1,200円

TEL 0887-52-8166 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 2598911 就業場所 高知県香美市

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

163,200円～208,200円

TEL 0887-52-8166 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 2599111 就業場所 高知県香美市

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

正社員以外 39050- 2601611 就業場所

時給

不問

1,200円～1,500円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2602911 就業場所 高知県高知市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問

900円～900円

TEL 0889-24-5131 （従業員数 29人 ）

パート労働者 39050- 2603111 就業場所 高知県高岡郡日高村

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 2592211 就業場所 高知県土佐市

月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

160,000円～160,000円 (2)9時00分～12時30分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 2593511 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時15分～16時15分

889円～889円 (2)10時30分～19時30分

(3)16時00分～10時00分
TEL 0120-376-583 （従業員数 46人 ）

パート労働者 39050- 2594411 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時15分～16時15分

164,000円～172,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時00分～10時00分
TEL 0120-376-583 （従業員数 26人 ）

正社員 39050- 2595011 就業場所 高知県香南市 拠出

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

145,000円～145,000円

TEL 088-831-7939 （従業員数 11人 ）

正社員以外 39050- 2596311 就業場所 高知県高知市

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

正社員以外 39050- 2597611 就業場所 高知県土佐市

　週間最新求人情報           Ｎo.27

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

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

10月15日号

土木設計技術者 （株）アンプル 高知県吾川郡いの町枝川６７８－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

農作業（茄子・ミニト
マト）

片山　昭彦 高知県高知市春野町西畑３５２ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

農作業 田所農園　田所尚倫 高知県土佐市波介６１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師（正・准）【香
美】

株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川６６４－１ 労災 看護師

准看護師
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師（正・准） 株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川６６４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 不問

ピーマンの収穫等の農
作業

中平農園　中平　孝志 高知県土佐市宇佐町宇佐１００１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

時給８２０円～
８５０円

月あたり
148,215円～
153,637円

理学療法士・作業療法
士（訪問看護）

合同会社　ＭＡＲＯ 高知県高知市朝倉丙１６３６番地５
７

労災 理学療法士

作業療法士
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

ネット販売用箱物商品
の箱詰業務

澁谷食品　株式会社 高知県高岡郡日高村本郷７１６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

農作業（生姜の収穫） 松岡　良輔 高知県土佐市西鴨地４４０ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給１，０００円～
１，１００円

14日間
112,000円～
123,200円

医療事務 （医療法人）波川会
田村カルディオクリ
ニック

高知県吾川郡いの町波川５６３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護スタッフ〔土佐市
蓮池〕認知症高齢者グ
ループホーム

株式会社　エム・
シー・エス四国

高知県土佐市蓮池１２２７－２ 雇用・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

介護福祉士〔香南市野
市町〕認知症高齢者グ
ループホーム

株式会社　エム・
シー・エス四国

高知県土佐市蓮池１２２７－２ 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

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

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

農作業 森　務 高知県土佐市市野々２１９３ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給１，２００円～
１，５００円

18日間
172,800円～
216,000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）



裏

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 3人 ）

正社員以外 39050- 2585411 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- 2587311 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)8時30分～17時15分

1,725円～1,869円

TEL 088-893-1551 （従業員数 161人 ）

パート労働者 39050- 2588611 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

138,000円～200,000円

TEL 0889-24-7411 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 2589911 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

138,000円～200,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分
TEL 0889-24-7411 （従業員数 23人 ）

正社員 39050- 2590711 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

138,000円～200,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分
TEL 0889-24-7411 （従業員数 12人 ）

正社員 39050- 2591811 就業場所 高知県高岡郡日高村

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- 2573711 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時00分～16時30分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

正社員以外 39050- 2574811 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)9時00分～17時30分

200,000円～350,000円

TEL 088-852-2506 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 2575211 就業場所 高知県四万十市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)9時00分～17時30分

200,000円～350,000円

TEL 088-852-2506 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 2576511 就業場所 高知県香南市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)9時00分～17時30分

200,000円～350,000円

TEL 088-852-2506 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 2577411 就業場所 高知県土佐市

時給

60歳以上

820円～820円

TEL 088-852-2506 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 2578011 就業場所 高知県土佐市

交替制あり
18歳以上 (1)8時45分～8時44分

(2)17時00分～8時45分

TEL 088-893-2111 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 2579311 就業場所 高知県高岡郡越知町

　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.27

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（生姜の収穫） 種田　秀行 高知県土佐市積善寺１３４５ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

10月15日号

時給１，０００円～
１，３００円

20日間
160,000円～
208,000円

配管工 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

言語聴覚士 いの町立国民健康保険
仁淀病院

高知県吾川郡いの町１３６９ 労災 言語聴覚士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職員（デイサービ
スセンター能津喜楽
園）

社会福祉法人　　土佐
平成福祉会

高知県高岡郡日高村本村字土橋５－
５

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

介護職員（土佐くすの
き荘）

社会福祉法人　　土佐
平成福祉会

高知県高岡郡日高村本村字土橋５－
５

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

介護職員（静幸苑） 社会福祉法人　　土佐
平成福祉会

高知県高岡郡日高村本村字土橋５－
５

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

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

18日間
125,226円～
125,226円

農作業（生姜） 神戸　義秀 高知県高知市鏡去坂４９５ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給８，０００円～
９，０００円

25日間
200,000円～
225,000円

営業・技術（中村営業
所）

（株）電温 高知県土佐市蓮池２１７１番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業・技術（東部営業
所）

（株）電温 高知県土佐市蓮池２１７１番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業・技術　（本社） （株）電温 高知県土佐市蓮池２１７１番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業 有限会社Ｅシステム
サービス

高知県土佐市蓮池２１７１ー１ 労災

雇用期間の定めなし 高齢者等の特
定年齢層の雇

用促進

ダム警備・管理 高知県中央西土木事務
所

高知県吾川郡いの町１３８１ 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８，８７２円～
１３，６２２円

時給
591円～
908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）


