
表

年齢・
就業時間

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時00分～17時00分

130,000円～200,000円 (2)9時00分～12時00分

TEL 088-856-1101 （従業員数 200人 ）

正社員 39050-  275231 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～12時30分

976円～1,159円 (2)8時30分～16時15分

TEL 088-893-1922 （従業員数 31人 ）

パート労働者 39050-  277431 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)15時30分～9時00分

900円～900円

TEL 088-893-6411 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  269431 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-856-2422 （従業員数 27人 ）

正社員 39050-  270631 就業場所 高知県土佐市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時10分

TEL 088-894-2410 （従業員数 25人 ）

正社員 39050-  271931 就業場所

時給

不問

853円～853円

TEL 088-894-2410 （従業員数 25人 ）

パート労働者 39050-  272131 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～220,000円

TEL 088-852-0738 （従業員数 22人 ）

正社員 39050-  273031 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～17時30分

860円～860円

TEL 088-850-2372 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  274831 就業場所 高知県香美市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

230,000円～280,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 080-7992-4272 （従業員数 207人 ）

正社員 39050-  260731 就業場所

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時30分

TEL 090-5272-6085 （従業員数 0人 ）

正社員 39050-  263931 就業場所

不問 (1)8時30分～17時30分

TEL 080-7992-4272 （従業員数 207人 ）

正社員以外 39050-  265031 就業場所

月給

不問 (1)8時00分～16時00分

220,500円～367,500円

TEL 088-852-2555 （従業員数 13人 ）

正社員 39050-  266831 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時15分

170,000円～220,000円 (2)8時00分～17時15分

TEL 0889-24-5311 （従業員数 59人 ）

正社員 39050-  267231 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

157,400円～260,400円

TEL 088-842-3125 （従業員数 17人 ）

正社員 39050-  268531 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
60歳以下 (1)8時30分～17時30分

148,500円～213,500円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-894-6611 （従業員数 162人 ）

正社員 39050-  256131 就業場所

　週間最新求人情報           Ｎo.41

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

薬剤助手（白菊園病
院）（正職員）

医療法人白菊会　白菊
園病院

高知県土佐市新居萩ノ里１番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

　1月27日号

学習支援員 いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・労災 小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

中学校教諭免許（専
修・１種・２種）雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）

不問

高等学校教諭免許
（専修・１種）

生活支援員（宿直） 特定非営利活動法人
ら・ら・ら会

高知県吾川郡いの町６０３２番３ 労災 ホームヘルパー２級

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

船舶作業員 株式会社　龍生 高知県土佐市宇佐町宇佐２８２７番
地８

雇用・労災・
健康・厚生・
その他

雇用期間の定めなし 定年を上限

時給１，０６８円～
１，３８８円

月あたり
183,429円～
238,389円

製造 （有）森岡製作所 高知県高知市春野町西分１１２７－
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給７，６００円～
８，３６０円

月あたり
167,200円～
183,920円

製造補助等 （有）森岡製作所 高知県高知市春野町西分１１２７－
１

労災

雇用期間の定めなし 不問

青果配送業務　【急
募】

（株）中村青果 高知県土佐市高岡町甲１０１５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職（デイサービ
ス）

株式会社　ワイ・エ
ム・インターナショナ
ル

高知県土佐市高岡町乙１１７９番地
２１　ＹＭマンション２０３号

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

看護師（正）（すこや
かな杜）

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

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

仮設資材の整備 友愛工業　　北沢　勝 高知県高岡郡日高村下分字清水３７
０８　日建リ－スエ業（株）高知支
店・高知工場内

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 不問

日給９，０００円～
１０，０００円

月あたり
194,400円～
216,000円

運転手 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

時給９００円～
１，０００円

月あたり
144,720円～
160,800円

建築・土木作業 株式会社　芝土木 高知県土佐市蓮池８２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

ゴルフ場コースメンテ
ナンス

錦山観光開発　株式会
社

高知県高岡郡日高村下分２３１１－
１

雇用・労災・
健康・厚生

三級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

溶接工・機械工 三洋工業株式会社 高知県高知市春野町西諸木１１５４
－５

雇用・労災・
健康・厚生

ガス溶接技能者

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

ガス溶接作業主任者

事務職 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・
健康・厚生

ドクターズクラーク
（医師事務作業補助
技能認定）医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

メディカルクラーク
（医療事務技能審
査）

℡ 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 交替制あり
59歳以下 (1)9時30分～16時00分

855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 7人 ）

パート労働者 39050-  257031 就業場所 高知県安芸市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

170,000円～200,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時00分～9時00分

TEL 088-893-0014 （従業員数 40人 ）

正社員 39050-  258831 就業場所

不問 (1)8時00分～17時00分

(2)8時00分～12時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 10人 ）

正社員以外 39050-  259231 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40分～17時40分

258,000円～387,000円

TEL 088-850-2600 （従業員数 69人 ）

正社員 39050-  245331 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時30分～17時30分

1,400円～1,600円

TEL 080-7992-4272 （従業員数 207人 ）

パート労働者 39050-  246631 就業場所

時給

不問 (1)7時00分～16時00分

860円～900円

TEL 088-894-6611 （従業員数 162人 ）

パート労働者 39050-  247931 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

170,000円～230,000円 (2)12時00分～21時00分

(3)6時00分～21時00分

TEL 088-856-0001 （従業員数 43人 ）

正社員 39050-  248131 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

170,000円～230,000円 (2)12時00分～21時00分

(3)6時00分～21時00分

TEL 088-856-0001 （従業員数 43人 ）

正社員 39050-  249031 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～12時00分

855円～950円 (2)15時00分～21時00分

TEL 088-856-0001 （従業員数 43人 ）

パート労働者 39050-  250531 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～15時00分

855円～950円 (2)12時00分～21時00分

TEL 088-856-0001 （従業員数 43人 ）

パート労働者 39050-  251431 就業場所

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～16時30分

155,000円～170,000円 (2)6時00分～14時30分

(3)13時30分～22時00分

TEL 088-892-1011 （従業員数 50人 ）

正社員 39050-  253331 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時00分～17時30分

193,000円～253,000円

TEL 088-891-6565 （従業員数 60人 ）

正社員 39050-  254631 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時00分～17時00分

130,000円～200,000円 (2)8時30分～16時30分

(3)9時00分～12時00分

TEL 088-856-1101 （従業員数 200人 ）

正社員 39050-  255931 就業場所

　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.41

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

薬局事務補助　（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・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

　1月27日号

介護職員 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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

農作業　（ピーマン等
栽培）

株式会社　植田ファー
ム

高知県土佐市宇佐町宇佐１６８０－
２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

時給８５３円～
８５３円

月あたり
140,745円～
140,745円

事業部の工場及び製造
のマネジメント

株式会社土佐電子 高知県土佐市高岡町乙６１－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（パート） 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

労災 看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

環境整備 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

フロント・事務スタッ
フ

（株）三陽荘 高知県土佐市宇佐町竜５０４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

レストランホールス
タッフ

（株）三陽荘 高知県土佐市宇佐町竜５０４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

レストランホールス
タッフ

（株）三陽荘 高知県土佐市宇佐町竜５０４－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

フロント業務 （株）三陽荘 高知県土佐市宇佐町竜５０４－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

ライン作業及びマシン
オペレーター

関西紙（株） 高知県吾川郡いの町３９１８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

社会福祉士 医療法人　博恵会　町
田整形外科

高知県吾川郡いの町天王南１丁目６
－３

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務（白菊園病
院）（正職員）

医療法人白菊会　白菊
園病院

高知県土佐市新居萩ノ里１番地 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）


