
年齢・
就業時間

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-856-2422 （従業員数 27人 ）

正社員 39050- 2164021 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時40分～16時40分

TEL 088-852-7603 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 2168521 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～250,000円

TEL 088-893-1627 （従業員数 17人 ）

正社員 39050- 2155021 就業場所 高知県高岡郡越知町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～40歳 (1)8時00分～16時00分

157,000円～176,000円 (2)16時00分～0時00分

(3)0時00分～8時00分
TEL 088-852-7774 （従業員数 44人 ）

正社員 39050- 2157821 就業場所

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時20分～17時00分

195,000円～213,000円

TEL 088-852-7774 （従業員数 44人 ）

正社員 39050- 2158221 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時30分～16時30分

TEL 088-893-1920 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 2159521 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

260,000円～350,000円

TEL 090-5717-8841 （従業員数 1人 ）

正社員 39050- 2160321 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

850円～850円

TEL 088-892-0641 （従業員数 16人 ）

パート労働者 39050- 2161621 就業場所 高知県吾川郡いの町

64歳以下 (1)8時30分～16時30分

TEL 088-893-4580 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 2162921 就業場所 高知県高岡郡日高村

18歳以上 (1)17時00分～9時00分

TEL 088-892-0641 （従業員数 16人 ）

パート労働者 39050- 2163121 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

850円～950円

TEL 088-856-0001 （従業員数 43人 ）

パート労働者 39050- 2151321 就業場所

時給

不問 (1)8時00分～16時00分

850円～850円 (2)8時00分～15時00分

TEL 0889-24-4441 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 2152621 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給

不問

875円～875円

TEL 088-852-2200 （従業員数 130人 ）

パート労働者 39050- 2153921 就業場所 高知県土佐市
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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

船舶調理師 株式会社　龍生 高知県土佐市宇佐町宇佐２８２７番
地８

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

 8月19日号

日給１０，０００円～
１０，０００円

月あたり
229,000円～
229,000円

清掃職員（会計年度任
用職員パートタイム）

土佐市役所 高知県土佐市高岡町甲２０１７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

月給１３９，９０９円～
１４９，８４５円

時給
991円～
1,061円

移動式クレーン運転士 （有）久武クレーン 高知県吾川郡いの町加田１４１５－
１

雇用・労災・
健康・厚生

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業員（原紙製造）
【８月２６日・９月２
日　面接・説明会】

廣瀬製紙株式会社エク
セニア工場

高知県土佐市高岡町乙３２９２番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

経理 廣瀬製紙株式会社エク
セニア工場

高知県土佐市高岡町乙３２９２番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記３級

雇用期間の定めなし キャリア形成

事務補助員（上下水道
課）

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
月以上）

不問

月給１３１，９６１円～
１３１，９６１円

時給
897円～
897円

作業員 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

洗濯・清掃等（グルー
プホーム　そよ風）

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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

運搬作業及び構内作業
【８時３０分～１６時
３０分】

（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

大型自動車免許

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

日給６，６００円～
６，６００円

月あたり
163,680円～
163,680円

夜間介護職（グループ
ホームそよ風）

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 労災 介護職員初任者研修
修了者

介護福祉士
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１５，０００円～
１５，０００円

時給
909円～
909円

水仕・調理補助 （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 不問

パン移動販売 有限会社　セイ　カン
パニー　リミテッド

高知県高岡郡日高村下分１８８６－
３

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

用務員 社会福祉法人　土佐市
社会福祉事業団

高知県土佐市高岡町甲１７９２－２ 雇用・労災

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）


