
表

年齢・
就業時間

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～16時00分

(2)7時30分～16時30分

(3)8時30分～17時30分
TEL 088-828-5252 （従業員数 10人 ）

正社員以外 39050- 3084711 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)9時15分～17時15分

TEL 088-893-1112 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 3076711 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)9時00分～15時00分

850円～850円

TEL 088-894-2335 （従業員数 92人 ）

パート労働者 39050- 3077811 就業場所

不問 (1)8時30分～16時30分

TEL 088-893-1117 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 3078211 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 088-893-1117 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 3079511 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

931円～1,148円

TEL 088-893-1551 （従業員数 161人 ）

パート労働者 39050- 3081611 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

160,000円～190,000円 (2)9時30分～18時00分

(3)8時30分～12時30分
TEL 088-852-5522 （従業員数 13人 ）

正社員 39050- 3082911 就業場所

時給

不問 (1)10時00分～15時00分

900円～1,000円 (2)11時00分～14時00分

TEL 090-7789-5200 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050- 3059111 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)10時00分～15時00分

850円～1,000円 (2)11時00分～14時00分

TEL 090-7789-5200 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050- 3060211 就業場所 高知県土佐市

時給

64歳以下 (1)9時15分～16時45分

850円～1,000円

TEL 088-850-3121 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 3061511 就業場所

変形（1年単位）
不問 (1)9時00分～18時00分

TEL 090-7789-5200 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 3062411 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時30分～16時30分

1,200円～1,200円

TEL 090-4501-8795 （従業員数 1人 ）

パート労働者 39050- 3064311 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

147,500円～204,500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 26人 ）

正社員以外 39050- 3004011 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時00分～9時00分

TEL 088-892-4976 （従業員数 17人 ）

パート労働者 39050- 3005311 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

160,000円～172,000円

TEL 088-850-2385 （従業員数 6人 ）

正社員以外 39050- 3021311 就業場所 高知県高知市

　週間最新求人情報            Ｎo.35

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

職業指導員 （社福）土佐厚生会
障害者支援施設　とさ

高知県土佐市波介１２４４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

12月10日号

日給７，１２０円～
７，１２０円

月あたり
176,368円～
176,368円

事務補助員（ふるさと
納税・統計）

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

日給６，２７９円～
６，２７９円

時給
897円～
897円

事務作業スタッフ 菊屋　株式会社 高知県高知市春野町西分８９７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

事務補助（町民課）
（勤務開始日　令和４
年１月４日）

いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給６，２８３円～
６，６６２円

時給
897円～
951円

事務補助（町民課）
（勤務開始日　令和４
年２月１日）

いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給６，２８３円～
６，６６２円

時給
897円～
951円

介護員 いの町立国民健康保険
仁淀病院

高知県吾川郡いの町１３６９ 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

医療事務【急募】 医療法人　桔梗ケ丘会
橋本外科胃腸科内科

高知県土佐市高岡町甲７５０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホールスタッフ（昼）
（週２～３日）

株式会社　土佐食菜森
澤

高知県土佐市家俊１００４－３ 労災

雇用期間の定めなし 不問

ホールスタッフ（週１
～５日）

株式会社　土佐食菜森
澤

高知県土佐市家俊１００４－３ 労災

雇用期間の定めなし 不問

介護職員（デイサービ
スいごっそう）

有限会社　それいゆ 高知県高知市春野町仁ノ３２９１番
地

労災 介護福祉士

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めなし 定年を上限

調理人（見習い可）
【お食事処　稲月】

株式会社　土佐食菜森
澤

高知県土佐市家俊１００４－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

時給８２０円～
１，４５０円

月あたり
142,065円～
251,212円

（臨）文旦の収穫 三代目矢野金光農園
株式会社

高知県土佐市宮ノ内６４０－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

介護職（小規模多機能
型居宅介護施設）

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

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

夜間介護職【グループ
ホームゆとりの里】

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 労災 介護職員初任者研修
修了者

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

その他１４，０００円～
１４，０００円

時給
1,000円～
1,000円

就業支援・生活支援
ワーカー　（産休代替
求人）

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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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）



裏

年齢・
就業時間

時給

不問 (1)7時45分～15時45分

820円～1,100円

TEL 088-850-2385 （従業員数 14人 ）

パート労働者 39050- 3022611 就業場所 高知県土佐市

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- 3023911 就業場所 高知県土佐市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-893-5000 （従業員数 13人 ）

正社員以外 39050- 3026811 就業場所

変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

TEL 088-850-2080 （従業員数 10人 ）

正社員 39050- 3027211 就業場所

月給 変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～400,000円

TEL 088-892-3609 （従業員数 29人 ）

正社員 39050- 3028511 就業場所

変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-892-3609 （従業員数 29人 ）

正社員 39050- 3029411 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00分～16時50分

145,000円～184,800円

TEL 088-892-0126 （従業員数 65人 ）

正社員 39050- 3033711 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

1,500円～1,800円

TEL 0887-52-8166 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 3034811 就業場所 高知県香美市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

218,200円～268,200円

TEL 0887-52-8166 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 3035211 就業場所 高知県香美市

月給

59歳以下 (1)8時40分～17時00分

240,000円～270,000円 (2)8時40分～12時00分

TEL 088-852-6053 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 3036511 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

218,200円～268,200円

TEL 0887-52-8166 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 3037411 就業場所 高知県吾川郡いの町

59歳以下 (1)8時40分～17時00分

(2)8時40分～12時00分

TEL 088-852-6053 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 3038011 就業場所 高知県土佐市

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-892-1911 （従業員数 13人 ）

正社員 39050- 3039311 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.35

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

送迎運転手及び支援補
助

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
月未満）

不問

12月10日号

農作業（文旦の収穫） 楠瀬　英明 高知県土佐市永野２１６４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給８，０００円～
９，０００円

11日間
88,000円～
99,000円

運転手（ミキサー車） 高知麻生生コンクリー
ト（株）

高知県吾川郡いの町八田１６５６ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給１０，０００円～
１０，０００円

月あたり
231,000円～
231,000円

製造業務全般 有限会社　土佐メカニ
カル

高知県土佐市塚地７３３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

日給７，５００円～
１０，０００円

月あたり
162,000円～
216,000円

建築技術者（見習い
可）

（有）森木組 高知県吾川郡いの町４９７２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

２級建築施工管理技
士

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 （有）森木組 高知県吾川郡いの町４９７２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給８，０００円～
１３，０００円

月あたり
179,200円～
291,200円

ケアアドバイザー （株）近澤製紙所 高知県吾川郡いの町４００３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護福祉士

看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師

理学療法士・作業療法
士【訪問】

株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川６６４－１ 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

看護師（正）【香美・
訪問】

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

現場管理 有限会社　靖コンサル
夕ント

高知県土佐市高岡町丙１５７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

理学療法士・作業療法
士【訪問】

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

理学療法士

作業療法士
雇用期間の定めなし 不問

一級建築士 有限会社　靖コンサル
夕ント

高知県土佐市高岡町丙１５７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

一級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

年俸制６００万円～
６００万円

月あたり
500,000円～
500,000円

左官・ブロック職人
《経験者》

有限会社　トータルエ
クステリアいしまる

高知県吾川郡いの町枝川２８６４－
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

日給１２，０００円～
１６，０００円

月あたり
272,400円～
363,200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）


