
表

年齢・
就業時間

時給

不問 (1)13時00分～17時00分

951円～1,019円 (2)15時00分～17時00分

TEL 088-852-7603 （従業員数 246人 ）

パート労働者 39050- 2220721 就業場所 高知県土佐市

時給 交替制あり
59歳以下 (1)6時45分～12時45分

820円～840円 (2)6時45分～12時30分

(3)7時30分～13時00分
TEL 0889-24-5199 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 2221821 就業場所

時給 交替制あり
59歳以下 (1)6時45分～12時30分

820円～840円 (2)6時45分～12時45分

(3)7時30分～13時00分
TEL 0889-24-5199 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 2222221 就業場所

時給 交替制あり
59歳以下 (1)9時00分～16時00分

820円～840円

TEL 0889-24-5199 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 2223521 就業場所

時給 交替制あり
59歳以下 (1)6時45分～12時45分

820円～840円 (2)7時30分～13時00分

(3)12時45分～18時15分
TEL 0889-24-5199 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 2224421 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～16時30分

150,400円～170,200円 (2)12時00分～20時00分

TEL 088-892-1555 （従業員数 52人 ）

正社員 39050- 2225321 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～12時00分

820円～950円 (2)13時00分～17時00分

(3)9時00分～17時00分
TEL 0887-52-8166 （従業員数 18人 ）

パート労働者 39050- 2227921 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時30分～16時00分

155,000円～185,000円 (2)7時45分～16時15分

(3)8時30分～17時00分
TEL 088-892-0641 （従業員数 81人 ）

正社員 39050- 2212721 就業場所

月給

64歳以下 (1)8時30分～18時00分

165,000円～225,000円

TEL 088-848-1234 （従業員数 10人 ）

正社員 39050- 2213821 就業場所

月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

223,500円～273,500円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-855-5403 （従業員数 75人 ）

正社員 39050- 2214221 就業場所

月給 交替制あり
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

197,500円～247,500円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-855-5403 （従業員数 75人 ）

正社員 39050- 2215521 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

169,000円～203,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-855-5403 （従業員数 75人 ）

正社員 39050- 2216421 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

190,000円～227,500円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-855-5403 （従業員数 75人 ）

正社員 39050- 2217321 就業場所

時給

不問 (1)9時15分～16時45分

900円～1,100円

TEL 088-850-3121 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 2218621 就業場所

時給

不問 (1)9時15分～16時45分

1,000円～1,300円

TEL 088-850-3121 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 2219921 就業場所

看護職員（デイサービ
スいごっそう）

有限会社　それいゆ 高知県高知市春野町仁ノ３２９１番
地

労災 看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 不問

介護職員（デイサービ
スいごっそう）

有限会社　それいゆ 高知県高知市春野町仁ノ３２９１番
地

労災 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 不問

介護福祉士 社会福祉法人　正晴会
特別養護老人ホーム
さくら

高知県土佐市高岡町甲９６９－１ 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

介護職員 社会福祉法人　正晴会
特別養護老人ホーム
さくら

高知県土佐市高岡町甲９６９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修
修了者

雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師 社会福祉法人　正晴会
特別養護老人ホーム
さくら

高知県土佐市高岡町甲９６９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師 社会福祉法人　正晴会
特別養護老人ホーム
さくら

高知県土佐市高岡町甲９６９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科助手（受付事務） 医療法人　広田歯科医
院

高知県高知市春野町芳原３４０１ 雇用・労災・
厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（准） 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

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理員 株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川６６４－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

作業員 ダイレイ（株） 高知県吾川郡いの町波川１８４６ 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

《急募》レジ接客 株式会社　村の駅ひだ
か

高知県高岡郡日高村本郷１４７８－
９

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

《急募》レジ接客
（９時～１６時　週２
日勤務）

株式会社　村の駅ひだ
か

高知県高岡郡日高村本郷１４７８－
９

労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

《急募》レジ接客（週
３日～週５日　ロー
テーション勤務）

株式会社　村の駅ひだ
か

高知県高岡郡日高村本郷１４７８－
９

労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

《急募》レジ接客（週
４日～週５日　ロー
テーション勤務）

株式会社　村の駅ひだ
か

高知県高岡郡日高村本郷１４７８－
９

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限
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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

放課後学習支援員（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 労災 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）

　9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

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～16時55分

143,808円～143,808円

TEL 088-892-1195 （従業員数 29人 ）

正社員 39050- 2199721 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

44歳以下 (1)9時00分～18時00分

170,000円～170,000円

TEL 088-894-5599 （従業員数 1人 ）

正社員 39050- 2202121 就業場所 高知県高知市

月給

44歳以下 (1)9時00分～18時00分

150,000円～150,000円

TEL 088-894-5599 （従業員数 1人 ）

正社員 39050- 2203021 就業場所 高知県高知市

44歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0889-24-7857 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 2204721 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

850円～900円

TEL 0889-24-7857 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050- 2205821 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～400,000円

TEL 088-869-2311 （従業員数 25人 ）

正社員 39050- 2206221 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

860円～860円

TEL 088-856-6801 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2190821 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時20分

TEL 0889-24-5320 （従業員数 53人 ）

正社員 39050- 2191221 就業場所 高知県高岡郡日高村

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時20分

TEL 0889-24-5320 （従業員数 53人 ）

正社員 39050- 2192521 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

191,000円～281,000円 (2)9時00分～17時30分

(3)8時30分～12時30分
TEL 088-852-5522 （従業員数 13人 ）

正社員以外 39050- 2198021 就業場所

不問 (1)8時30分～17時15分

TEL 0889-24-5126 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2187621 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

150,500円～157,200円

TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

正社員以外 39050- 2188921 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

191,000円～281,000円 (2)9時00分～17時30分

(3)8時30分～12時30分
TEL 088-852-5522 （従業員数 13人 ）

正社員 39050- 2189121 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

看護師（正・准）【急
募】

医療法人　桔梗ケ丘会
橋本外科胃腸科内科

高知県土佐市高岡町甲７５０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

外来受付事務 土佐市立　土佐市民病
院

高知県土佐市高岡町甲１８６７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

集落支援員 日高村　役場 高知県高岡郡日高村本郷６１－１ 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１３７，３６０円～
１４５，７６０円

時給
1,019円～
1,082円

看護師（正・准）【急
募】

医療法人　桔梗ケ丘会
橋本外科胃腸科内科

高知県土佐市高岡町甲７５０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

【急募】紙加工 刈谷紙工（株） 高知県高岡郡日高村沖名５３９－１
３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給７，０００円～
７，０００円

月あたり
151,200円～
151,200円

【急募】紙加工・仕上
げ

刈谷紙工（株） 高知県高岡郡日高村沖名５３９－１
３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給７，０００円～
７，０００円

月あたり
151,200円～
151,200円

園芸作業 池田屋 高知県吾川郡いの町是友６３７２ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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

抄紙工（土佐和紙） ひだか和紙（有） 高知県高岡郡日高村沖名３４８６一
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

抄紙工（土佐和紙） ひだか和紙（有） 高知県高岡郡日高村沖名３４８６一
１

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７，７００円～
８，２００円

月あたり
149,380円～
159,080円

美容師（アシスタン
ト）

ａｆｆｅｃｔ　脇本
歩

高知県高知市春野町弘岡下３７３８
－２

雇用・労災・
健康・厚生

美容師

雇用期間の定めなし キャリア形成

美容師（スタイリス
ト）

ａｆｆｅｃｔ　脇本
歩

高知県高知市春野町弘岡下３７３８
－２

雇用・労災・
健康・厚生

美容師

雇用期間の定めなし キャリア形成

　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

仕上げ加工（本社） 和光製紙（株） 高知県吾川郡いの町３９３６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

　9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）


