
表

年齢・
就業時間

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)16時00分～9時30分

170,450円～170,450円

TEL 088-856-1069 （従業員数 21人 ）

正社員以外 39050- 2370911 就業場所 高知県土佐市

時給

不問

900円～1,200円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2374211 就業場所 高知県土佐市

月給

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

190,000円～230,000円

TEL 088-844-2415 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 2353611 就業場所 高知県高知市

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

150,000円～180,000円

TEL 088-852-6676 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 2355111 就業場所 高知県土佐市

時給 交替制あり
不問 (1)6時30分～12時00分

820円～950円 (2)10時00分～18時00分

TEL 088-843-8833 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050- 2356711 就業場所

時給

不問 (1)7時45分～15時45分

820円～1,100円

TEL 088-850-2385 （従業員数 14人 ）

パート労働者 39050- 2358211 就業場所 高知県土佐市

時給 交替制あり
不問 (1)11時30分～13時30分

1,123円～1,174円 (2)17時15分～19時15分

TEL 088-892-1086 （従業員数 65人 ）

パート労働者 39050- 2363111 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)7時30分～16時30分

150,000円～160,000円 (2)9時30分～18時30分

(3)12時00分～21時00分
TEL 090-6283-2559 （従業員数 18人 ）

正社員 39050- 2366211 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)7時30分～16時30分

830円～1,000円 (2)9時30分～18時30分

(3)12時00分～21時00分
TEL 090-6283-2559 （従業員数 18人 ）

パート労働者 39050- 2367511 就業場所

月給 変形（1年単位）
18歳～44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 2人 ）

正社員 39050- 2348711 就業場所 高知県高岡郡日高村

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 45人 ）

正社員 39050- 2349811 就業場所

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)8時00分～16時30分

157,000円～176,000円 (2)16時00分～0時30分

(3)0時00分～8時30分
TEL 088-852-7774 （従業員数 60人 ）

正社員 39050- 2350411 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)7時00分～15時00分

157,000円～176,000円 (2)15時00分～23時00分

(3)23時00分～7時00分
TEL 088-852-7774 （従業員数 10人 ）

正社員 39050- 2351011 就業場所 高知県土佐市

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

140,000円～180,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 10人 ）

正社員以外 39050- 2352311 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)6時30分～10時30分

1,000円～1,250円 (2)16時00分～20時00分

(3)17時30分～21時30分
TEL 088-842-1921 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 2341511 就業場所 高知県高知市

　週間最新求人情報            Ｎo.24

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

寄宿舎指導員 学校法人　光の村学園 高知県土佐市新居２８２９ 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

9月24日号

農作業 高橋　克己 高知県高知市九反田１４－５－８０
１

その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

歯科衛生士【９時～１
７時】

いしもと歯科クリニッ
ク

高知県高知市朝倉本町１丁目９－４
０

雇用・労災・
厚生

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務 有限会社　溝渕事務所 高知県土佐市高岡町丙２７８－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理員 （医）勝真会　こうな
い坂医院

高知県高知市朝倉丙１９１７－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

送迎運転手及び支援補
助

社会福祉法人　太陽福
祉会

高知県土佐市波介１２７６－４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

食事介助員 いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－１ 労災 介護職員初任者研修
修了者

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護員 合同会社　まんさくの
里

高知県土佐市塚地３３１番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

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

介護員 合同会社　まんさくの
里

高知県土佐市塚地３３１番地１ 雇用・労災 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 不問

作業員（加工）【１０
月２３日　面接・説明
会】

廣瀬製紙株式会社　ナ
ノシア工場

高知県高岡郡日高村下分２７７－４
－２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

作業員（原紙製造）
【１０月２３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

仕上げ作業員【１０月
２３日、面接・説明
会】

テクノヒロセ　株式会
社

高知県高岡郡日高村下分２７７－２
清水工業団地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

作業員（原料製造）
【１０月２３日　合同
面接・説明会】

廣瀬製紙株式会社フロ
ンティア工場

高知県土佐市高岡町乙３１８２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

職業支援及び介護業務 特定非営利活動法人
高知県自閉症協会

高知県高知市春野町芳原７３７番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

世話人 社会福祉法人　ファ
ミーユ高知

高知県高知市春野町内ノ谷６３番地
６

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）



裏

年齢・
就業時間

不問 (1)8時30分～16時30分

(2)9時00分～17時00分

(3)9時15分～17時15分
TEL 088-893-1117 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 2342411 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時30分～16時30分

TEL 088-893-0886 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2343011 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

160,000円～172,000円

TEL 088-850-2385 （従業員数 6人 ）

正社員以外 39050- 2344311 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

160,000円～172,000円

TEL 088-850-2385 （従業員数 6人 ）

正社員以外 39050- 2345611 就業場所 高知県高知市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時10分

TEL 088-894-2410 （従業員数 25人 ）

正社員 39050- 2346911 就業場所

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 2347111 就業場所 高知県土佐市

　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.24

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

事務補助（町民課） 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

9月24日号

日給６２８３円～
６６６２円

時給
897円～
951円

事務補助員（紙の博物
館）（３ヶ月）

いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

月給１３１９６１円～
１３９９０９円

時給
897円～
951円

就業支援・生活支援
ワーカー

社会福祉法人　太陽福
祉会

高知県土佐市波介１２７６－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

就業支援・生活支援
ワーカー　（産休代替
求人）

社会福祉法人　太陽福
祉会

高知県土佐市波介１２７６－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

農業機械部品製造 （有）森岡製作所 高知県高知市春野町西分１１２７－
１

雇用・労災・
健康・厚生

溶接技能者

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６１００円～
９０００円

月あたり
134,200円～
198,000円

農作業（生姜） 徳弘農園　徳弘哲也 高知県土佐市用石５３　ハイツエス
ポアール３０５号室

その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給１０００円～
１２５０円

月あたり
144,000円～
180,000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）


