
表

年齢・
就業時間

時給

不問

950円～950円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 2835611 就業場所 高知県高知市

時給

不問

820円～820円

TEL 088-892-1580 （従業員数 52人 ）

パート労働者 39050- 2838711 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)6時00分～14時00分

155,000円～206,000円 (2)13時50分～22時00分

TEL 088-892-1122 （従業員数 127人 ）

正社員 39050- 2839811 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

160,000円～230,000円 (2)7時00分～16時00分

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

正社員 39050- 2830211 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

850円～950円

TEL 088-856-0001 （従業員数 43人 ）

パート労働者 39050- 2832411 就業場所

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 090-2822-3762 （従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 2833011 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
60歳以下 (1)8時30分～17時30分

205,500円～269,500円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-894-6611 （従業員数 180人 ）

正社員 39050- 2834311 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

155,000円～155,000円

TEL 088-852-2506 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 2819911 就業場所 高知県香南市

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 090-7789-3157 （従業員数 6人 ）

正社員以外 39050- 2826311 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

900円～1,000円

TEL 090-7789-3157 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 2827611 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

880円～880円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2828911 就業場所 高知県土佐市

変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時40分～17時40分

TEL 088-664-2005 （従業員数 46人 ）

正社員以外 39050- 2829111 就業場所 徳島県徳島市

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)8時00分～16時30分

157,000円～176,000円 (2)16時00分～0時30分

(3)0時00分～8時30分
TEL 088-852-7774 （従業員数 60人 ）

正社員 39050- 2802111 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

300,000円～350,000円

TEL 088-855-3727 （従業員数 17人 ）

正社員 39050- 2806511 就業場所

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

172,000円～322,500円

TEL 088-894-5750 （従業員数 10人 ）

正社員 39050- 2807411 就業場所 高知県高知市

　週間最新求人情報            Ｎo.31

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

経理事務 株式会社　オフィスサ
ポート小町

高知県吾川郡いの町清水上分１６１
番１９

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

11月12日号

食器洗浄係及び調理補
助

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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

作業員（仕上げ） 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

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

社会福祉士
雇用期間の定めなし 定年を上限

水仕・調理補助 （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

《急募》文旦の収穫
（臨時）

合同会社　九一左衛門 高知県土佐市積善寺１３３３ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給９，０００円～
１０，０００円

16日間
144,000円～
160,000円

理学療法士 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・
財形

理学療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

《急募》一般事務（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

農作業 有限会社　森本果樹園 高知県吾川郡いの町小野１７５番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

時給９００円～
１，２００円

月あたり
172,125円～
229,500円

農作業 有限会社　森本果樹園 高知県吾川郡いの町小野１７５番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

農作業 おじま農園　　小島
賢治郎

高知県高知市春野町仁ノ３３８０ その他

雇用期間の定めなし 不問

電子部品製造（徳島工
場）《急募》

（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

雇用期間の定めなし キャリア形成

時給８８８円～
８８８円

月あたり
147,467円～
147,467円

仕上げ作業員【１１月
２３日　面接・説明
会】

テクノヒロセ　株式会
社

高知県高岡郡日高村下分２７７－２
清水工業団地

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

営業職　／幹部候補 株式会社　和泉塗装 高知県高知市春野町弘岡中２４５３
－５

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 （有）国沢建設 高知県高知市春野町弘岡中１６１－
７

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

日給８，０００円～
１５，０００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

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

214,700円～399,500円

TEL 088-855-3727 （従業員数 17人 ）

正社員 39050- 2809311 就業場所

時給

不問 (1)12時00分～18時00分

951円～1,019円

TEL 088-852-7610 （従業員数 12人 ）

パート労働者 39050- 2810111 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時00分～12時00分

850円～850円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 2816011 就業場所 高知県高知市

月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

177,000円～187,000円

TEL 088-867-3001 （従業員数 13人 ）

正社員 39050- 2817311 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)8時00分～17時00分

880円～880円

TEL 088-867-3001 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 2818611 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

62歳以下 (1)9時00分～15時30分

820円～820円 (2)9時00分～17時00分

TEL 088-892-6144 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 2785511 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

60歳以上

820円～820円

TEL 088-852-2506 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2786411 就業場所 高知県土佐市

月給

不問 (1)8時30分～18時30分

150,000円～171,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 2787011 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)9時00分～12時00分

900円～1,000円 (2)15時00分～18時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2788311 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)7時00分～15時00分

157,000円～176,000円 (2)15時00分～23時00分

(3)23時00分～7時00分
TEL 088-852-7774 （従業員数 43人 ）

正社員 39050- 2790811 就業場所 高知県土佐市

月給

35歳以下 (1)8時30分～17時30分

147,000円～217,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 2799711 就業場所

時給

不問 (1)14時00分～18時00分

850円～1,100円 (2)13時00分～17時00分

TEL 088-842-1921 （従業員数 66人 ）

パート労働者 39050- 2800611 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
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 44人 ）

正社員 39050- 2801911 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.31

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

現場作業員 株式会社　和泉塗装 高知県高知市春野町弘岡中２４５３
－５

雇用・労災・
健康・厚生

８トン限定中型自動
車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

11月12日号

受付及びプール監視
（６時間）【会計年度
任用職員】

高知中央西部焼却処理
事務組合

高知県土佐市北地２２９０
「土佐市北原クリーンセンター」

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

農作業 高橋　希雄 高知県高知市春野町東諸木２６７５ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職 社会福祉法人　ごほく
静和会　特別養護老人
ホーム　吾北荘

高知県吾川郡いの町下八川丁１６７
６番地

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 社会福祉法人　ごほく
静和会　特別養護老人
ホーム　吾北荘

高知県吾川郡いの町下八川丁１６７
６番地

労災

雇用期間の定めなし 不問

部品組立 株式会社　仁淀デンツ
ウ

高知県吾川郡いの町枝川１１２８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業 （株）電温 高知県土佐市蓮池２１７１番地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

医療事務 大国町内科クリニック 高知県吾川郡いの町大国町１０１ 雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

雇用期間の定めなし 不問

医療事務 大国町内科クリニック 高知県吾川郡いの町大国町１０１ 労災 医療事務資格

雇用期間の定めなし 不問

作業員（抄紙）【１１
月２３日面接・説明
会】

廣瀬製紙　株式会社 高知県土佐市高岡町丙５２９ 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

総務兼運転手 医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

児童指導員 社会福祉法人　ファ
ミーユ高知

高知県高知市春野町内ノ谷６３番地
６

雇用・労災 保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

加工オペレーター（未
経験者可）

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

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）


