
表

年齢・
就業時間

時給

不問

850円～850円

TEL 088-893-4848 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050-  716421 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～16時45分

878円～931円 (2)8時15分～17時00分

(3)7時30分～16時15分
TEL 088-892-5594 （従業員数 66人 ）

パート労働者 39050-  718621 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

250,000円～350,000円

TEL 088-892-6715 （従業員数 3人 ）

正社員 39050-  719921 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 088-891-6444 （従業員数 23人 ）

正社員 39050-  661621 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 088-892-1911 （従業員数 13人 ）

正社員 39050-  662921 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30分～17時30分

300,000円～350,000円

TEL 088-893-4580 （従業員数 22人 ）

正社員 39050-  663121 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30分～17時30分

220,000円～240,000円

TEL 088-893-4580 （従業員数 22人 ）

正社員 39050-  664021 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～250,000円

TEL 088-892-1555 （従業員数 52人 ）

正社員 39050-  672021 就業場所

18歳～35歳 (1)8時30分～17時30分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

正社員 39050-  673721 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)8時30分～16時30分

850円～850円

TEL 088-855-0606 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050-  674821 就業場所 高知県土佐市

時給

不問

820円～900円

TEL 088-841-0188 （従業員数 22人 ）

パート労働者 39050-  689121 就業場所

月給

30歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,000円～200,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 10人 ）

正社員 39050-  692521 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時00分～9時00分

TEL 088-841-0188 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050-  699721 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時30分～17時00分

820円～1,400円

TEL 088-842-7555 （従業員数 15人 ）

パート労働者 39050-  700621 就業場所 高知県高知市

40歳以下 (1)7時30分～16時30分

TEL 088-852-0198 （従業員数 8人 ）

正社員 39050-  626421 就業場所
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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

調理補助・接客 畑山ガーデン　畑山
稜

高知県吾川郡いの町波川９８ 労災

雇用期間の定めなし 不問

　3月4日号

調理補助員（認定こど
も園　代替え調理職
員）

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

作業員（見習い可） 高知ボーリング株式会
社

高知県吾川郡いの町枝川３４１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

型枠大工及び土木作業 （株）勝賀瀬土建 高知県吾川郡いの町天王北１－１－
１６

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９，０００円～
１３，０００円

月あたり
207,900円～
300,300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

自動車整備（経験者） （株）県運 高知県吾川郡いの町内野南町８８ 雇用・労災・
健康・厚生

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車整備 （株）県運 高知県吾川郡いの町内野南町８８ 雇用・労災・
健康・厚生

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業・企画 ダイレイ（株） 高知県吾川郡いの町波川１８４６ 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

現場作業員 株式会社　光照 高知県吾川郡いの町池ノ内１６６４
－３

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１０，０００円～
１１，０００円

月あたり
200,000円～
220,000円

生姜の荷造り・出荷作
業

高知県農業協同組合仁
淀川地区　戸波支所

高知県土佐市家俊８９５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

《急募》介護職員（春
の森）

（医）仁照会　はるの
森澤クリニック

高知県高知市春野町東諸木３１６３ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

消防、防災用品販売・
修理　消防設備等点
検・修理

株式会社　中村防災
サービス

高知県高知市春野町仁ノ１５４９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

《急募》介護職員
（ほっと館）《夜勤》

（医）仁照会　はるの
森澤クリニック

高知県高知市春野町東諸木３１６３ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

その他１１，０００円～
１３，０００円

時給
956円～
1,130円

介護職員（ほのか） 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

労災 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

運転手 （有）高北衛生 高知県土佐市蓮池２４４７－４ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

中型自動車免許
雇用期間の定めなし キャリア形成

日給８，０００円～
１０，０００円

月あたり
163,200円～
204,000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 交替制あり
18歳～59歳 (1)6時00分～14時00分

180,000円～250,000円 (2)14時00分～22時00分

(3)22時00分～6時00分
TEL 088-852-1235 （従業員数 55人 ）

正社員 39050-  627321 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

145,500円～173,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分
TEL 088-892-0641 （従業員数 9人 ）

正社員 39050-  628621 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

900円～900円

TEL 088-850-3939 （従業員数 45人 ）

パート労働者 39050-  629921 就業場所

時給

64歳以下

830円～830円

TEL 088-850-3939 （従業員数 45人 ）

パート労働者 39050-  630721 就業場所

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,000円～190,000円

TEL 088-892-0218 （従業員数 39人 ）

正社員 39050-  613021 就業場所

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,000円～190,000円

TEL 088-892-0218 （従業員数 39人 ）

正社員 39050-  614721 就業場所

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)9時00分～18時00分

170,000円～220,000円

TEL 088-841-0333 （従業員数 18人 ）

正社員 39050-  620121 就業場所 高知県高知市

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-  607721 就業場所 高知県土佐市

月給

不問 (1)8時30分～16時30分

126,800円～157,300円 (2)9時00分～17時00分

(3)9時15分～17時15分
TEL 088-892-0515 （従業員数 10人 ）

正社員以外 39050-  608821 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

不問 (1)8時00分～17時00分

148,000円～160,000円

TEL 0889-39-1868 （従業員数 5人 ）

正社員 39050-  609221 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給

不問

820円～1,000円

TEL 0889-39-1868 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050-  610621 就業場所 高知県高岡郡日高村

不問 (1)8時30分～17時15分

TEL 088-844-1120 （従業員数 21人 ）

パート労働者 39050-  611921 就業場所

月給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

160,000円～160,000円 (2)13時00分～22時00分

TEL 088-891-5331 （従業員数 5人 ）

正社員以外 39050-  612121 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
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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

作業員（原料部署） 伊野紙（株） 高知県吾川郡いの町３８９５ 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 定年を上限

　3月4日号

介護職（グループホー
ム　青空）

医療法人　仁新会　石
川記念病院

高知県吾川郡いの町波川７７ 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

園芸作業員 有限会社　見元園芸 高知県高知市春野町弘岡上２７８５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

販売員 有限会社　見元園芸 高知県高知市春野町弘岡上２７８５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

グラフィックデザイ
ナー（マックを使った
企画デザイン）

ニヨド印刷（株） 高知県吾川郡いの町４７４－２ 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

印刷機オペレーター
（正社員）

ニヨド印刷（株） 高知県吾川郡いの町４７４－２ 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

アニメ・グッズ等制作 株式会社　トライ 高知県高知市春野町東諸木３３６８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

農作業（文旦・生姜） 合同会社　九一左衛門 高知県土佐市積善寺１３３３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

日給８，０００円～
８，０００円

月あたり
202,400円～
202,400円

相談員 社会福祉法人　いの町
社会福祉協議会

高知県吾川郡いの町１４００番地
すこやかセンター伊野内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

観光スタッフ スッゴイスタイル株式
会社

高知県高岡郡日高村下分２６５８番
地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

観光スタッフ スッゴイスタイル株式
会社

高知県高岡郡日高村下分２６５８番
地

労災

雇用期間の定めなし 不問

機械操作及びほ場管理
業務（会計年度任用職
員）

高知県農業技術セン
ター果樹試験場

高知県高知市朝倉丁２６８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

月給９９，９００円～
１４４，６７５円

時給
852円～
1,234円

施設職員兼事務職員 特定非営利活動法人
高知県青年会館

高知県吾川郡いの町天王北１丁目１
４番地

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）


