
表

年齢・
就業時間

時給

不問 (1)8時30分～12時30分

976円～1,159円 (2)8時30分～16時15分

TEL 088-893-1922 （従業員数 15人 ）

パート労働者 39050-  963021 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

40歳以下 (1)9時00分～18時00分

150,000円～160,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 5人 ）

正社員 39050-  964721 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

150,000円～209,400円 (2)9時15分～18時15分

(3)9時45分～18時45分
TEL 088-844-1313 （従業員数 18人 ）

正社員 39050-  956021 就業場所 高知県高知市 厚生

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 5人 ）

正社員 39050-  957721 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)6時00分～12時00分

900円～1,100円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050-  958821 就業場所 高知県高知市

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

TEL 088-893-3700 （従業員数 8人 ）

正社員 39050-  959221 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～250,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 6人 ）

正社員 39050-  960621 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)15時30分～18時30分

1,090円～1,090円

TEL 088-852-0838 （従業員数 16人 ）

パート労働者 39050-  961921 就業場所

不問 (1)9時00分～17時00分

TEL 088-837-7075 （従業員数 15人 ）

正社員以外 39050-  949721 就業場所

月給 交替制あり
69歳以下 (1)7時00分～16時00分

150,000円～150,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分
TEL 088-856-0016 （従業員数 4人 ）

正社員 39050-  950521 就業場所 高知県土佐市

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-  951421 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～17時00分

850円～1,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 088-892-4976 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050-  952321 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)8時30分～17時30分

200,000円～244,000円 (2)15時30分～0時30分

TEL 088-852-2277 （従業員数 40人 ）

正社員以外 39050-  953621 就業場所 高知県須崎市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時30分～17時30分

175,000円～175,000円

TEL 088-852-2277 （従業員数 40人 ）

正社員以外 39050-  954921 就業場所 高知県須崎市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)15時30分～0時30分

208,000円～208,000円

TEL 088-852-2277 （従業員数 40人 ）

正社員以外 39050-  955121 就業場所 高知県須崎市

ホール係兼カウンター
係・夜間（セントラル
ディーボ須崎店）

株式会社　ジムス 高知県土佐市高岡町甲２２１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

法令の規定に
より年齢制限

がある

ホール・カウンター係
昼間（セントラル
ディーボ須崎店）

株式会社　ジムス 高知県土佐市高岡町甲２２１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

法令の規定に
より年齢制限

がある

ホール係兼カウンター
係（セントラルディー
ボ須崎店）

株式会社　ジムス 高知県土佐市高岡町甲２２１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

法令の規定に
より年齢制限

がある

介護職（デイサービス
駅前ゆとりあ）

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 介護職員初任者研修
修了者

雇用期間の定めなし 不問

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

石油販売員（ニュー高
岡給油所）

（有）浜田石油店 高知県土佐市宇佐町宇佐３１５９－
７９

雇用・労災・
健康・厚生

危険物取扱者（乙
種）

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務 エイト産業　株式会社 高知県高知市萩町１丁目６番３１号 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

時給８８０円～
８８０円

月あたり
140,200円～
140,200円

保育士（臨） 天理あかつき保育園 高知県土佐市高岡町乙２５６ 労災 保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

配達・取り付け業務 土佐トーヨー住器株式
会社

高知県土佐市新居１２５６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

バキュームカー運転手 有限会社　いのえいせ
い

高知県吾川郡いの町大内３１１２ 雇用・労災・
健康・厚生

浄化槽管理士

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給９，０００円～
９，０００円

月あたり
180,000円～
180,000円

農作業 前田　博則 高知県高知市春野町弘岡中２３２３ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

土木作業員 株式会社　秀伸 高知県高知市福井町１３９０番地６
７

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 不問

日給９，０００円～
１３，０００円

月あたり
224,100円～
323,700円

調理員 高知新聞社会福祉事業
団

高知県高知市朝倉丙１６４４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

外国人技能実習生の受
入支援業務

高知アグリファーム協
同組合

高知県高知市春野町仁ノ３５８７－
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

　週間最新求人情報            Ｎo.50

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

学習支援員 いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 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）

　4月1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

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

242,000円～282,000円

TEL 088-842-7555 （従業員数 15人 ）

正社員 39050-  943421 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

242,000円～282,000円

TEL 088-842-7555 （従業員数 15人 ）

正社員 39050-  944321 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時30分～13時30分

900円～900円

TEL 088-852-4200 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050-  945621 就業場所 高知県土佐市

月給

44歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,000円～180,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 36人 ）

正社員 39050-  946921 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)11時00分～14時00分

1,000円～1,200円 (2)19時00分～22時00分

TEL 088-893-0014 （従業員数 40人 ）

パート労働者 39050-  948021 就業場所

時給

18歳以上 (1)19時00分～0時00分

880円～880円

TEL 088-852-0147 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  933221 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

280,000円～330,000円

TEL 088-855-9885 （従業員数 3人 ）

正社員 39050-  934521 就業場所

不問 (1)9時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 31人 ）

正社員以外 39050-  936321 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～250,000円

TEL 088-852-4331 （従業員数 7人 ）

正社員 39050-  937621 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～250,000円

TEL 088-852-4331 （従業員数 7人 ）

正社員 39050-  938921 就業場所

時給

不問 (1)14時00分～18時00分

897円～1,019円 (2)8時30分～13時30分

(3)13時00分～18時00分
TEL 088-893-1922 （従業員数 27人 ）

パート労働者 39050-  939121 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給 交替制あり
不問 (1)14時00分～18時00分

897円～1,019円 (2)8時30分～13時30分

(3)13時00分～18時00分
TEL 088-893-1922 （従業員数 27人 ）

パート労働者 39050-  940821 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)14時00分～18時00分

897円～1,019円 (2)8時30分～13時30分

(3)13時00分～18時00分
TEL 088-893-1922 （従業員数 27人 ）

パート労働者 39050-  941221 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

放課後児童クラブ補助
支援員

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

放課後児童クラブ加配
支援員

いの町教育委員会 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
月以上）

不問

放課後児童クラブ支援
員

いの町教育委員会 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
月以上）

不問

機械加工作業員 （有）徳弘鉄工 高知県土佐市高岡町丁１０１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

製缶エ （有）徳弘鉄工 高知県土佐市高岡町丁１０１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ミニトマト出荷業務全
般および農作業

株式会社　イチネン高
知日高村農園

高知県高岡郡日高村本郷４１１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転
技能者

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給８２０円～
８２０円

月あたり
121,688円～
121,688円

自動車整備及び自動車
販売（整備経験者）

カーサポート　株式会
社

高知県土佐市高岡町丁５０番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

２級建設機械整備技
能士

自動車検査員
雇用期間の定めなし 不問

ガソリンスタンド販売
員（夜間）（ラフィー
ネ高岡店）

土佐共同産業（株） 高知県土佐市蓮池２７３５－１ 労災 危険物取扱者（乙
種）

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

運転手 医療法人　光生会　森
木病院

高知県吾川郡いの町３６７４ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

育苗及び管理 （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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

支援員 社会福祉法人　土佐福
祉会

高知県土佐市高岡町乙１３９３－１ 雇用・労災 介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護主任（もろぎ） 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

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.50

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

管理者（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

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

　4月1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）


