
表

年齢・
就業時間

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- 2092101 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

146,200円～146,200円

TEL 088-894-2335 （従業員数 92人 ）

正社員 39050- 2094701 就業場所

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～300,000円

TEL 088-894-2335 （従業員数 92人 ）

正社員 39050- 2095801 就業場所

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～300,000円

TEL 088-894-2335 （従業員数 92人 ）

正社員 39050- 2096201 就業場所

時給

不問 (1)14時00分～18時30分
850円～1,050円 (2)8時30分～13時30分

(3)13時30分～18時30分
TEL 000-0000-0000（従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 2097501 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-856-2422 （従業員数 27人 ）

正社員 39050- 2098001 就業場所高知県土佐市

時給

不問 (1)8時00分～12時00分
790円～790円 (2)8時00分～16時00分

TEL 000-0000-0000（従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2081301 就業場所高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

152,500円～215,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)11時00分～20時00分

TEL 088-892-4976 （従業員数 25人 ）

正社員 39050- 2082601 就業場所高知県吾川郡いの町

時給

不問

1,500円～1,800円

TEL 088-892-4976 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 2083901 就業場所高知県吾川郡いの町

時給 交替制あり
不問 (1)9時30分～16時30分

800円～850円 (2)9時00分～17時00分

TEL 088-841-0188 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 2085401 就業場所高知県高知市

変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

TEL 088-850-2080 （従業員数 11人 ）

正社員 39050- 2086701 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時30分
195,000円～300,000円

TEL 088-803-6207 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 2087801 就業場所高知県土佐市

月給

不問 (1)8時30分～17時30分
240,000円～350,000円

TEL 088-803-6207 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 2088201 就業場所高知県土佐市

時給

不問 (1)8時00分～17時00分
900円～1,000円 (2)8時00分～12時00分

(3)13時00分～17時00分
TEL 090-6284-1975（従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 2089501 就業場所高知県高知市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)7時00分～16時00分

165,000円～210,000円

TEL 088-856-0154 （従業員数 25人 ）

正社員 39050- 2090601 就業場所

　週間最新求人情報           Ｎo.21

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

【急募】　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

8月28日号

日給８０００円～
１００００円

月あたり
173,200円～
214,000円

包装、検査作業スタッ
フ【９月２５日面接・
相談会】

菊屋　株式会社 高知県高知市春野町西分８９７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

スナック菓子製造（幹
部候補）【９月２５日
面接・相談会】

菊屋　株式会社 高知県高知市春野町西分８９７ 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

工場保全業務【９月２
５日面接・相談会】

菊屋　株式会社 高知県高知市春野町西分８９７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし キャリア形成

放課後児童クラブ指導
員

蓮池なかよしクラブ 高知県土佐市蓮池１３４７－２
蓮池小学校内

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

船舶調理師 株式会社　龍生 高知県土佐市宇佐町宇佐２８２７－
８

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給１００００円～
１００００円

月あたり
229,000円～
229,000円

農作業 仁井田農園　仁井田
浩一

高知県高知市春野町西分４５４７－
１

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職（小規模多機能
型居宅）

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

訪問介護 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 ホームヘルパー２級

介護福祉士
雇用期間の定めなし 不問

介護職員（デイサービ
スみなみが丘）

（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 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 不問

製造（組立） 有限会社　土佐メカニ
カル

高知県土佐市塚地７３３ 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７５００円～
１００００円

月あたり
162,750円～
217,000円

介護職員 （株）キッズ 高知県土佐市甲原６８０－２ 雇用・労災・
健康・厚生

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

医療職 （株）キッズ 高知県土佐市甲原６８０－２ 雇用・労災・
健康・厚生

理学療法士

作業療法士
雇用期間の定めなし 不問

看護師

農作業 みわこ農園　宇賀　正
則

高知県高知市春野町弘岡下１３６３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

調理（惣菜） 株式会社　宇佐ショッ
ピングセンター

高知県土佐市宇佐町宇佐１６８９番
地５

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

℡ 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 (1)9時00分～15時00分
790円～850円 (2)13時00分～19時00分

TEL 088-856-0154 （従業員数 25人 ）

パート労働者 39050- 2091901 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

158,000円～228,000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 40人 ）

正社員 39050- 2078801 就業場所高知県吾川郡いの町

時給

不問

850円～850円

TEL 000-0000-0000（従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 2079201 就業場所高知県高知市

不問 (1)8時30分～17時30分

TEL 088-828-7997 （従業員数 170人 ）

パート労働者 39050- 2080001 就業場所高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時50分～17時00分

162,000円～190,350円 (2)9時50分～18時00分
(3)8時20分～16時20分

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 2071001 就業場所

不問 (1)9時00分～17時00分

TEL 088-852-7603 （従業員数 246人 ）

パート労働者 39050- 2073601 就業場所高知県土佐市

不問 (1)9時00分～17時00分

TEL 088-852-7603 （従業員数 246人 ）

パート労働者 39050- 2074901 就業場所高知県土佐市

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 161人 ）

パート労働者 39050- 2075101 就業場所

時給 交替制あり
不問

820円～900円

TEL 000-0000-0000（従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 2077701 就業場所

時給

不問 (1)10時00分～16時30分
850円～1,000円

TEL 088-894-3007 （従業員数 12人 ）

パート労働者 39050- 2066901 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)0時00分～8時00分

1,500円～1,500円

TEL 088-852-1235 （従業員数 35人 ）

パート労働者 39050- 2067101 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

　週間最新求人情報           Ｎo.21

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

レジ業務 株式会社　宇佐ショッ
ピングセンター

高知県土佐市宇佐町宇佐１６８９番
地５

労災

雇用期間の定めなし 不問

8月28日号

介護職（ケアハウスい
の）

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 法令の規定に
より年齢制限

がある

調理・接客 株式会社　グラン
ディール

高知県土佐市高岡町甲７３０－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師又は准看護師 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 労災 看護師

准看護師
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

日給９４１６円～
１０５９２円

時給
1,177円～
1,324円

医療事務 医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務職員（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・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

月給１３１９６１円～
１３９９０９円

時給
942円～
999円

一般事務職員（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・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

月給１３１９６１円～
１３９９０９円

時給
942円～
999円

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・
財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ホール・キッチンス
タッフ

企業組合　アルバトー
ザ

高知県土佐市新居３８－３３　新居
地区観光交流施設「南風」２Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

製造 株式会社　ＳＵＮ電装 高知県高知市春野町西畑９８９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

《急募！》仕上げ作業
（伊野工場）

伊野紙（株） 高知県吾川郡いの町３８９５ 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

℡ 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）


