
表

年齢・
就業時間

時給

不問

1,000円～1,300円

TEL 090-7149-0902 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 1192811 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時00分～12時00分

795円～795円

TEL 088-852-2300 （従業員数 82人 ）

パート労働者 39050- 1193211 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時00分～12時00分

795円～795円 (2)8時00分～13時00分

TEL 088-852-2300 （従業員数 82人 ）

パート労働者 39050- 1194511 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)7時00分～9時00分

950円～950円

TEL 0889-22-4411 （従業員数 69人 ）

パート労働者 39050- 1195411 就業場所 高知県高岡郡佐川町

時給

不問 (1)7時00分～9時00分

950円～950円

TEL 088-852-7900 （従業員数 67人 ）

パート労働者 39050- 1196011 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)6時00分～14時00分

163,000円～206,000円 (2)13時50分～22時00分

TEL 088-892-1134 （従業員数 127人 ）

正社員 39050- 1197311 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)10時00分～16時00分

795円～795円

TEL 088-884-1004 （従業員数 15人 ）

パート労働者 39050- 1199911 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時40分～15時25分

2,055円～2,055円

TEL 088-844-1837 （従業員数 30人 ）

パート労働者 39050- 1181911 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時50分～15時05分

928円～1,005円

TEL 088-894-5335 （従業員数 128人 ）

パート労働者 39050- 1182111 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時00分～12時00分

830円～830円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 1184811 就業場所 高知県高知市

不問 (1)8時10分～14時55分

TEL 088-852-7603 （従業員数 246人 ）

パート労働者 39050- 1186511 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)5時00分～14時00分

160,000円～160,000円

TEL 088-852-1225 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 1187411 就業場所 高知県土佐市 厚生

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- 1189311 就業場所

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- 1190111 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

171,000円～183,000円

TEL 088-892-1313 （従業員数 14人 ）

正社員 39050- 1178511 就業場所

　週間最新求人情報             Ｎo.4

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

訪問介護 有限会社　空海 高知県土佐市宇佐町宇佐３１５７－
２

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

4月23日号

食肉係（ポプラ店）
【週２０時間】

株式会社　サンプラザ 高知県土佐市高岡町乙２７－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

一般食品係（ポプラ
店）【日４～５時間勤
務】

株式会社　サンプラザ 高知県土佐市高岡町乙２７－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

清掃業務（佐川店） 株式会社　サンプラザ 高知県土佐市高岡町乙２７－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

清掃業務（土佐ショッ
ピング店）

株式会社　サンプラザ 高知県土佐市高岡町乙２７－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

作業員（紙製造） 高知化工　株式会社 高知県吾川郡いの町幸町６６番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形成

生花仕分け係【週３日
勤務】

株式会社　サンプラザ 高知県土佐市高岡町乙２７－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護パート（子鹿園分
校）

高知県立高知若草特別
支援学校

高知県高知市春野町弘岡下２９８０
－１

労災 看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介助パート（本校） 高知県立高知若草特別
支援学校

高知県高知市春野町弘岡下２９８０
－１

雇用・労災 介護福祉士

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

農作業 小島　憲明 高知県高知市春野町東諸木２６１０
－１

その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

特別支援教育支援員
（会計年度任用職員
パートタイム）

土佐市役所 高知県土佐市高岡町甲２０１７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

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）

日給５７１０円～
６７１７円

時給
951円～
1,119円

集荷・販売 土佐中央青果卸売
（株）

高知県土佐市高岡町丙５２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

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

船舶作業員 株式会社　龍生 高知県土佐市宇佐町宇佐２８２７－
８

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

時給１０００円～
１３００円

月あたり
183,200円～
238,160円

一般事務 （株）西岡寅太郎商店 高知県吾川郡いの町羽根町１７番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～200,000円

TEL 088-892-4976 （従業員数 3人 ）

正社員 39050- 1179411 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

158,000円～228,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-892-4976 （従業員数 40人 ）

正社員 39050- 1180611 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

140,000円～140,000円

TEL 088-852-1261 （従業員数 8人 ）

正社員以外 39050- 1191711 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)9時00分～16時00分

850円～850円 (2)9時30分～16時30分

(3)9時00分～13時00分
TEL 088-803-2203 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 1172611 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)7時45分～9時15分

1,100円～1,100円 (2)15時45分～17時15分

TEL 088-850-2385 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 1175711 就業場所 高知県土佐市

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- 1176811 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)14時00分～18時30分

900円～1,050円 (2)8時00分～14時00分

(3)13時30分～18時30分
TEL 000-0000-0000 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 1177211 就業場所

不問 (1)9時00分～17時00分

TEL 088-852-7603 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 1170011 就業場所 高知県土佐市

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

273,200円～303,200円

TEL 0887-52-8166 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 1171311 就業場所 高知県香美市

　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.4

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

介護支援専門員（居宅
介護支援事業所）

社会福祉法人　伊野福
祉会

高知県吾川郡いの町波川５６０番２ 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 定年を上限

4月23日号

介護職（ケアハウス
いの）

社会福祉法人　伊野福
祉会

高知県吾川郡いの町波川５６０番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

事務補助 土佐市商工会 高知県土佐市高岡町乙３４５１－１
つなーで３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介助員 ＮＰＯ法人　春野町高
齢者福祉をすすめる会
高知市春野デコの里

高知県高知市春野町西畑２６８０ 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

送迎運転手（第１太陽
福祉園）

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

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

放課後児童クラブ指導
員

蓮池なかよしクラブ 高知県土佐市蓮池１３４７－２
蓮池小学校内

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

一般事務職員（会計年
度任用職員パートタイ
ム）

土佐市役所 高知県土佐市高岡町甲２０１７－１ 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
942円～
999円

管理者候補・看護師 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

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）


