
表

年齢・
就業時間

月給

59歳以下 (1)8時40分～17時00分

140,000円～140,000円 (2)8時40分～12時00分

TEL 088-852-6053 （従業員数 4人 ）

正社員 39050-  822811 就業場所

不問 (1)8時00分～16時00分

TEL 088-894-5014 （従業員数 7人 ）

正社員以外 39050-  833511 就業場所 高知県高知市

時給

不問

1,300円～1,600円

TEL 088-893-2455 （従業員数 25人 ）

パート労働者 39050-  813711 就業場所

69歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-852-5025 （従業員数 15人 ）

正社員 39050-  814811 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15分～16時15分

152,000円～152,000円 (2)10時30分～19時30分

(3)16時00分～10時00分
TEL 0120-376-583 （従業員数 21人 ）

正社員 39050-  819311 就業場所 拠出

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～350,000円

TEL 088-852-0068 （従業員数 25人 ）

正社員 39050-  821711 就業場所 厚生

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-  806811 就業場所 高知県高知市

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-  807211 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時30分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

正社員以外 39050-  810611 就業場所

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)7時00分～15時00分

173,000円～205,000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 45人 ）

正社員 39050-  811911 就業場所 高知県土佐市

時給

62歳以下 (1)9時00分～15時30分

793円～793円 (2)9時00分～17時00分

TEL 088-892-6144 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050-  812111 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

980円～1,130円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分
TEL 088-893-5111 （従業員数 16人 ）

パート労働者 39050-  761511 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

59歳以下

984円～984円

TEL 0889-24-5925 （従業員数 17人 ）

パート労働者 39050-  772311 就業場所

月給

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

230,000円～320,000円

TEL 088-855-3727 （従業員数 17人 ）

正社員 39050-  780311 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-855-3727 （従業員数 17人 ）

正社員 39050-  781611 就業場所

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

日給９０００円～
１５０００円

月あたり
209,700円～
349,500円

営業職 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

保育士（臨時）（日下
保育園）

社会福祉法人　日高児
童福祉協会　日下保育
園

高知県高岡郡日高村沖名１０２ 労災 保育士

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
定年を上限

中学校教諭免許（専
修・１種・２種）

介護職「新別の里」 （医）岡本会　さくら
病院

高知県吾川郡いの町鹿敷１６２ 雇用・労災・
財形

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

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

作業員 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

事務・作業 森本農園　森本　巌 高知県吾川郡いの町小野１７３ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給８５０円～
８５０円

月あたり
142,800円～
142,800円

農作業 嶋崎　健史 高知県土佐市宇佐町宇佐１１３０－
２

その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

機械操作及びほ場管理
業務

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９９９００円～
１４４６７５円

時給
855円～
1,239円

《急募》　大型トラッ
ク乗務員

（有）幸秀運送 高知県土佐市北地７２５－２ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

ケアスタッフ〔土佐市
蓮池〕認知症高齢者グ
ループホーム

株式会社　エム・
シー・エス四国

高知県土佐市蓮池１２２７－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業員 高洋建設　株式会社 高知県土佐市高岡町乙２２０４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給９０００円～
１１０００円

月あたり
187,200円～
228,800円

理学療法士 医療法人　太佑会　西
村整形外科医院

高知県吾川郡いの町２５６ 労災 理学療法士

雇用期間の定めなし 不問

作業員 （有）加江工業 高知県高知市春野町弘岡上２２１４ 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８５００円～
１１０００円

月あたり
205,700円～
266,200円

　週間最新求人情報           Ｎo.48

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 有限会社　靖コンサル
夕ント

高知県土佐市高岡町甲１９７７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

3月12日号

℡ 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

991円～991円

TEL 088-894-3572 （従業員数 44人 ）

パート労働者 39050-  782911 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

157,500円～214,500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 39050-  783111 就業場所 高知県吾川郡いの町

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-  784711 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)7時00分～16時00分

850円～1,200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 ）

パート労働者 39050-  785811 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)16時00分～9時30分

TEL 088-856-1069 （従業員数 21人 ）

パート労働者 39050-  791111 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)16時00分～18時00分

1,500円～1,500円

TEL 088-841-1680 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050-  792711 就業場所

時給

不問 (1)7時15分～12時30分

800円～1,000円

TEL 088-850-2385 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050-  739311 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

155,520円～181,440円 (2)19時00分～4時00分

TEL 0889-24-4122 （従業員数 5人 ）

正社員 39050-  741711 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～16時00分

800円～850円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 38人 ）

パート労働者 39050-  742811 就業場所 高知県高知市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

TEL 0889-24-4122 （従業員数 5人 ）

正社員以外 39050-  748611 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

150,000円～180,000円 (2)8時30分～12時15分

TEL 088-892-0641 （従業員数 75人 ）

正社員 39050-  756311 就業場所

時給

59歳以下 (1)8時30分～13時00分

880円～880円

TEL 088-850-3001 （従業員数 37人 ）

パート労働者 39050-  757611 就業場所

時給

不問 (1)10時00分～13時00分

950円～950円 (2)8時15分～17時15分

TEL 088-841-3105 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050-  758911 就業場所 高知県高知市

　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

プール管理・監視（臨
時）

公益財団法人　高知県
スポーツ振興財団

高知県高知市春野町芳原２４８５番
地

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

作業員 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 定年を上限

相談員（精神保健福祉
士）

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

精神保健福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

軽作業 森製紙　有限会社 高知県高岡郡日高村沖名４７２３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

時給８５０円～
９００円

月あたり
137,700円～
145,800円

育苗作業 （有）清和ファーム 高知県高知市春野町芳原２１７８番
地

雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

製紙工 森製紙　有限会社 高知県高岡郡日高村沖名４７２３ 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

送迎運転手及び支援補
助業務

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

運転業務 学校法人　上田学園
認定こども園　へいわ
幼稚園

高知県高知市春野町芳原前田山３２
６４

労災 中型自動車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

寄宿舎指導員 学校法人　光の村学園 高知県土佐市新居２８２９ 雇用・労災・
健康・厚生

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

日給１５１９４円～
１５１９４円

時給
920円～
920円

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 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修
修了者雇用期間の定めなし 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

介護福祉士

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めなし 法令の規定に

より年齢制限
がある

介護職員初任者研修
修了者

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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

　週間最新求人情報            Ｎo.48

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

介護職員 （社福）高知市社会福
祉協議会　介護セン
ターあじさい会館

高知県高知市春野町西分１－１ 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

3月12日号

℡ 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）


