
表

年齢・
就業時間

時給

不問

1,000円～1,300円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  957011 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～400,000円

TEL 088-869-2311 （従業員数 25人 ）

正社員 39050-  958311 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-868-2131 （従業員数 12人 ）

正社員 39050-  959611 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00分～17時00分

184,800円～415,800円

TEL 088-868-2131 （従業員数 12人 ）

正社員 39050-  961211 就業場所

月給 交替制あり
64歳以下 (1)5時30分～14時30分

160,000円～220,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分
TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

正社員 39050-  962511 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給

不問

850円～950円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  963411 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給

不問 (1)10時00分～15時00分

800円～1,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050-  964011 就業場所

18歳以上 (1)21時00分～6時00分

TEL 088-856-0001 （従業員数 41人 ）

パート労働者 39050-  947511 就業場所

時給

64歳以下 (1)9時00分～15時00分

900円～900円

TEL 088-894-5750 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050-  951111 就業場所 高知県高知市

月給

35歳以下 (1)8時30分～17時30分

150,000円～180,000円

TEL 088-854-0811 （従業員数 8人 ）

正社員 39050-  956411 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～220,000円

TEL 088-854-1005 （従業員数 10人 ）

正社員 39050-  934911 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)7時30分～18時50分

144,000円～144,000円 (2)7時30分～11時50分

(3)14時40分～18時50分
TEL 088-844-3688 （従業員数 13人 ）

正社員 39050-  935111 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

171,000円～196,000円

TEL 088-892-1313 （従業員数 14人 ）

正社員 39050-  937811 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

59歳以下 (1)7時30分～11時50分

960円～960円 (2)14時40分～18時50分

TEL 088-844-3688 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050-  938211 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～17時30分

900円～1,000円

TEL 088-894-6611 （従業員数 180人 ）

パート労働者 39050-  939511 就業場所

運転手 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職 山崎内科泌尿器科 高知県高知市朝倉横町１０－４５ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

酒類販売・配送及び営
業

（株）西岡寅太郎商店 高知県吾川郡いの町羽根町１７番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職 山崎内科泌尿器科 高知県高知市朝倉横町１０－４５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務及び監査業務 土佐ふれあい協同組合 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 定年を上限

配達・出荷作業 亀泉酒造　株式会社 高知県土佐市出間２１２３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転
技能者

雇用期間の定めなし キャリア形成

事務 （有）国沢建設 高知県高知市春野町弘岡中１６１－
７

労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

夜勤スタッフ （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 法令の規定に
より年齢制限

がある

日給７２４０円～
７２４０円

時給
1,034円～
1,034円

犬のブリーダー ワンディ 高知県高知市春野町森山９２７－５ その他

雇用期間の定めなし 不問

調理・洗い場スタッフ 有限会社　トリプル
エー

高知県高岡郡日高村本村５ー５　土
佐平成福祉会１Ｆ　厨房内

労災

雇用期間の定めなし 不問

給食調理 有限会社　トリプル
エー

高知県高岡郡日高村本村５ー５　土
佐平成福祉会１Ｆ　厨房内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木技術者（見習い
可）

有限会社　岡林土建 高知県吾川郡いの町小川新別１０２
４番地

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 有限会社　岡林土建 高知県吾川郡いの町小川新別１０２
４番地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給９０００円～
１４０００円

月あたり
207,000円～
322,000円

土木作業員 有限会社　手箱建設 高知県吾川郡いの町戸中８１－５ 雇用・労災・
健康・厚生・
その他

中型自動車免許

大型自動車免許
雇用期間の定めなし 定年を上限

大型特殊自動車免許

　週間最新求人情報             Ｎo.1

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

訪問介護 合同会社　きざし 高知県土佐市蓮池２６３９番地 労災 原動機付自転車免許

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めなし 不問

　4月2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

変形（1年単位）
18歳～44歳 (1)6時00分～14時00分

(2)14時00分～22時00分

(3)22時00分～6時00分
TEL 088-892-0231 （従業員数 69人 ）

正社員 39050-  940311 就業場所 高知県吾川郡いの町

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-  930411 就業場所 高知県高知市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-894-6840 （従業員数 19人 ）

正社員 39050-  931011 就業場所 高知県高知市 拠出

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-894-6840 （従業員数 19人 ）

正社員 39050-  932311 就業場所 高知県高知市 拠出

月給 変形（1年単位）
61歳以下 (1)8時00分～17時00分

175,000円～205,000円

TEL 088-885-4001 （従業員数 18人 ）

正社員 39050-  933611 就業場所 高知県須崎市

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

171,000円～171,000円

TEL 088-867-3001 （従業員数 1人 ）

正社員 39050-  919111 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)7時00分～11時00分

1,000円～1,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050-  920211 就業場所 高知県高知市

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 8人 ）

正社員 39050-  921511 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 8人 ）

正社員 39050-  922411 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

792円～800円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050-  923011 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時30分～16時00分

792円～792円 (2)8時30分～16時30分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050-  924311 就業場所 高知県土佐市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～16時00分

850円～950円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-854-0231 （従業員数 45人 ）

パート労働者 39050-  925611 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

《急募！》　支援員 社会福祉法人くすのき 高知県土佐市蓮池５３３番地 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

洋ラン栽培等の作業 広瀬洋ラン園　広瀬和
男

高知県土佐市波介１７９７番口号 その他

雇用期間の定めなし 不問

農作業（苺の収穫、手
入れ等）【急募】

森　強 高知県高知市針木本町１３－２０ 労災・その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

左官・ブロック職・商
品施工見習い

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８０００円～
１００００円

月あたり
181,600円～
227,000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１２０００円～
１６０００円

月あたり
272,400円～
363,200円

農作業 近森　作蔵 高知県高知市春野町弘岡下４０１７ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

《急募》介護支援専門
員

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

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械工（須崎工場） 森精機器（株）吾北工
場

高知県吾川郡いの町下八川丁３７７
０

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

建設作業員（未経験
者）

株式会社　レボテッ
ク・クリーン

高知県高知市春野町西分１７９４番
地２

雇用・労災・
健康・厚生・
その他

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給８０００円～
１５０００円

月あたり
184,000円～
345,000円

建設作業員（経験者・
資格者）

株式会社　レボテッ
ク・クリーン

高知県高知市春野町西分１７９４番
地２

雇用・労災・
健康・厚生・
その他

１級土木施工管理技
士

２級土木施工管理技
士雇用期間の定めなし 定年を上限

車両系建設機械（基
礎工事用）運転技能
者

日給１００００円～
１８０００円

月あたり
230,000円～
414,000円

作業療法士 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

作業療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

　週間最新求人情報              Ｎo.1

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

マシンオペレーター及
び軽作業

池田紙業　株式会社 高知県吾川郡いの町波川３６７ 雇用・労災・
健康・厚生・
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

　4月2日号

日給６４００円～
８０００円

月あたり
157,920円～
197,400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）


