
表

年齢・
就業時間

時給

59歳以下 (1)10時00分～17時00分

800円～900円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  883411 就業場所

交替制あり
不問 (1)8時30分～17時15分

TEL 088-892-1580 （従業員数 64人 ）

正社員以外 39050-  885311 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時40分～17時40分

150,000円～250,000円

TEL 088-850-2600 （従業員数 25人 ）

正社員 39050-  886611 就業場所 高知県土佐市

時給

不問

800円～1,200円

TEL 088-821-6773 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050-  887911 就業場所

時給

不問 (1)7時45分～12時45分

800円～1,000円

TEL 088-850-2385 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050-  876411 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)12時30分～17時30分

800円～1,000円

TEL 088-850-2385 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050-  877011 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

174,000円～222,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-842-7555 （従業員数 48人 ）

正社員 39050-  880811 就業場所 高知県高知市

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-  867511 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時20分

TEL 0889-24-5320 （従業員数 53人 ）

正社員 39050-  868411 就業場所 高知県高岡郡日高村

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時20分

TEL 0889-24-5320 （従業員数 53人 ）

正社員 39050-  869011 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給

不問 (1)8時30分～16時30分

897円～951円

TEL 088-869-2112 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050-  870911 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～400,000円

TEL 088-869-2311 （従業員数 5人 ）

正社員 39050-  871111 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～400,000円

TEL 088-869-2311 （従業員数 5人 ）

正社員 39050-  872711 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

180,000円～200,000円

TEL 088-852-6565 （従業員数 49人 ）

正社員 39050-  856711 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時30分～17時15分

TEL 088-850-2311 （従業員数 116人 ）

正社員以外 39050-  857811 就業場所

　週間最新求人情報            Ｎo.49

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

事務 高知アグリファーム協
同組合

高知県高知市春野町仁ノ３５８７－
１

雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記３級

雇用期間の定めなし 定年を上限

3月19日号

事務職 日本郵政株式会社　か
んぽの宿伊野

高知県吾川郡いの町波川１５６９ 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～
９００円

月あたり
156,240円～
156,240円

経理事務 （株）土佐電子 高知県土佐市高岡町乙６１－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記３級

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育士《急募》 株式会社　晃健 高知県高知市春野町弘岡下１９３３
－１

労災 保育士

雇用期間の定めなし 不問

送迎運転手及び支援補
助業務（第１太陽福祉
園）【午前】

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

送迎運転手及び支援補
助業務（第１太陽福祉
園）【午後】

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護福祉士（はるの若
菜荘）

社会福祉法人　高春福
祉会

高知県高知市春野町東諸木３０５８
－１

雇用・労災・
健康・厚生

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

農業機械部品製造 （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

溶接技能者

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

日給６１００円～
９０００円

月あたり
132,000円～
198,000円

【急募】紙加工 刈谷紙工（株） 高知県高岡郡日高村沖名５３９－１
３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給７０００円～
７０００円

月あたり
151,200円～
151,200円

【急募】紙加工・仕上
げ

刈谷紙工（株） 高知県高岡郡日高村沖名５３９－１
３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給７０００円～
７０００円

月あたり
151,200円～
151,200円

事務補助員（本川） いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・公災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

土木施工管理技術者
（見習い可）【現場管
理】

有限会社　手箱建設 高知県吾川郡いの町戸中８１－５ 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

土木施工管理技術者
（見習い可）【内部施
工管理】

有限会社　手箱建設 高知県吾川郡いの町戸中８１－５ 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

トラックドライバー
（大型免許資格者）

大東陸運　株式会社 高知県土佐市塚地９２－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許

フォークリフト運転
技能者雇用期間の定めなし 不問

教務、事務補助 学校法人高知学園　高
知リハビリテーション
専門職大学

高知県土佐市高岡町乙１１３９－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

日給７４４０円～
７４４０円

月あたり
148,800円～
148,800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

時給

不問

800円～800円

TEL 088-855-7767 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  858211 就業場所 高知県高知市

変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

正社員 39050-  861611 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

正社員 39050-  862911 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

950円～950円

TEL 088-850-3001 （従業員数 37人 ）

パート労働者 39050-  865811 就業場所

時給

不問 (1)5時15分～9時15分

884円～884円

TEL 088-852-2200 （従業員数 99人 ）

パート労働者 39050-  835011 就業場所

不問 (1)8時00分～16時00分

TEL 088-852-2555 （従業員数 8人 ）

正社員 39050-  836311 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時00分～16時00分

TEL 088-852-2555 （従業員数 8人 ）

正社員 39050-  837611 就業場所 高知県土佐市

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

150,000円～180,000円

TEL 088-852-6676 （従業員数 3人 ）

正社員 39050-  844311 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
33歳以下 (1)7時50分～17時00分

180,000円～240,000円

TEL 088-844-1938 （従業員数 10人 ）

正社員 39050-  845611 就業場所 高知県高知市 厚生

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時50分～17時00分

240,000円～340,000円

TEL 088-844-1938 （従業員数 10人 ）

正社員 39050-  846911 就業場所 高知県高知市 厚生

不問 (1)8時30分～16時30分

TEL 088-893-0886 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  853611 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時30分～16時30分

TEL 088-893-0886 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  854911 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問

TEL 088-893-0886 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  855111 就業場所 高知県吾川郡いの町

　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.49

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

倉庫作業等 株式会社　くるめ屋 高知県高知市春野町東諸木３３４８
番地

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

3月19日号

作業員 株式会社　滝沢技建 高知県吾川郡いの町３２８６ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形成

日給９０００円～
１４０００円

月あたり
207,900円～
323,400円

作業員【経験者】 株式会社　滝沢技建 高知県吾川郡いの町３２８６ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

日給１００００円～
１４０００円

月あたり
231,000円～
323,400円

コンテナ洗浄 株式会社　エッグメー
ル

高知県高知市春野町弘岡中１０３４
番地１５

労災

雇用期間の定めなし 不問

調理員 社会福祉法人　土佐市
社会福祉事業団

高知県土佐市高岡町甲１７９２－２ 雇用・労災 調理師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

左官・土木作業（見習
い可）

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

日給７０００円～
１００００円

月あたり
171,500円～
245,000円

左官・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

日給１００００円～
１３０００円

月あたり
245,000円～
318,500円

一般事務 有限会社　溝渕事務所 高知県土佐市高岡町丙２７８－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気工事（現場代理
人）【見習い可】

正和電機　株式会社 高知県高知市朝倉丙２９８－４ 雇用・労災・
健康・厚生

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし キャリア形成

電気工事技術者又は現
場代理人

正和電機　株式会社 高知県高知市朝倉丙２９８－４ 雇用・労災・
健康・厚生

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務補助員（紙の博物
館）

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１３１９６１円～
１３９９０９円

時給
897円～
951円

事務補助員（紙の博物
館）

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
月未満）

不問

月給１３１９６１円～
１３９９０９円

時給
897円～
951円

販売（紙の博物館） いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・公災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

月給１３１９６１円～
１３９９０９円

時給
897円～
951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）


