
表

年齢・
就業時間

時給

不問

860円～860円

TEL 088-855-0606 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 2804621 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時30分～16時30分

860円～860円

TEL 088-855-0606 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 2805921 就業場所 高知県土佐市

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- 2806121 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

163,776円～163,776円

TEL 088-892-1201 （従業員数 32人 ）

正社員 39050- 2807021 就業場所

時給

不問

900円～900円

TEL 090-2788-5125 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2812621 就業場所

時給

62歳以下 (1)9時00分～15時30分

853円～853円 (2)9時00分～17時00分

TEL 0889-22-4180 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 2821621 就業場所 高知県高岡郡佐川町

変形（1年単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-892-2289 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 2826821 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)9時25分～12時25分

891円～967円 (2)13時10分～16時10分

TEL 088-894-2308 （従業員数 67人 ）

パート労働者 39050- 2829421 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～16時00分

853円～880円

TEL 088-852-0508 （従業員数 18人 ）

パート労働者 39050- 2858021 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

250,000円～330,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 16人 ）

正社員 39050- 2737821 就業場所 高知県土佐市

時給

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

870円～870円

TEL 0880-66-2362 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 2738221 就業場所 高知県宿毛市

月給

不問 (1)8時30分～17時00分

147,900円～186,400円

TEL 0889-24-5306 （従業員数 24人 ）

正社員以外 39050- 2748521 就業場所 高知県高知市

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- 2749421 就業場所 高知県土佐市

月給

59歳以下 (1)8時00分～16時00分

147,569円～160,000円 (2)8時00分～14時00分

TEL 088-852-0508 （従業員数 18人 ）

正社員 39050- 2776921 就業場所

変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時40分～17時40分

TEL 088-850-2600 （従業員数 65人 ）

正社員以外 39050- 2732621 就業場所 高知県土佐市

　週間最新求人情報            Ｎo.30

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

農作物の荷造り・出荷
作業（週３日～）

高知県農業協同組合仁
淀川地区　戸波支所

高知県土佐市家俊８９５－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

　11月4日号

農作物の荷造り・出荷
作業

高知県農業協同組合仁
淀川地区　戸波支所

高知県土佐市家俊８９５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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

日給９，０００円～
１０，０００円

月あたり
200,000円～
250,000円

家庭紙製造　製品の入
出庫

四国特紙（株） 高知県吾川郡いの町４０１３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

農作業員 うさぎ畑　にんじんの
葉っぱ農園

高知県高知市春野町秋山２１３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

部品組立 株式会社　仁淀デンツ
ウ

高知県吾川郡いの町枝川１１２８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業員 株式会社　匠興業 高知県吾川郡いの町枝川２３５－２ 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

日給１０，０００円～
１２，０００円

月あたり
231,000円～
277,200円

用務補助（会計年度任
用職員）

高知県立春野高等学校 高知県高知市春野町弘岡下３８６０ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

油揚等の製造、加工・
製品出荷等

（有）池田食品 高知県土佐市高岡町丙４７４－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

長距離運転手（４ｔ） （有）新友運輸 高知県土佐市用石１９０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

フォークリフト運転
技能者雇用期間の定めなし 不問

《急募》配達及び集金 （株）マサキ・ウエル
フェア

高知県高知市春野町平和３３９３－
１１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務補助　　臨時的任
用職員

高知県立日高特別支援
学校

高知県高岡郡日高村下分６０ 公災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

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）

油揚等の製造、加工・
製品出荷等

（有）池田食品 高知県土佐市高岡町丙４７４－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

加工・検査業務（本社
工場）

株式会社土佐電子 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 キャリア形成

時給９００円～
９００円

月あたり
146,577円～
146,577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）



裏

年齢・
就業時間

時給

不問 (1)8時00分～17時00分

900円～950円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 2733921 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時00分～12時00分

900円～950円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 2734121 就業場所 高知県高知市

64歳以下 (1)7時00分～16時00分

TEL 088-856-0154 （従業員数 37人 ）

正社員以外 39050- 2736721 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)10時00分～18時00分

184,141円～220,969円 (2)8時50分～17時00分

(3)8時50分～12時30分
TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 2725921 就業場所

時給

不問 (1)8時00分～10時00分

1,000円～1,000円 (2)14時30分～16時30分

TEL 088-842-1921 （従業員数 12人 ）

パート労働者 39050- 2726121 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時15分～16時00分

182,800円～200,300円 (2)10時30分～19時15分

(3)16時30分～9時30分
TEL 088-892-1086 （従業員数 65人 ）

正社員以外 39050- 2727021 就業場所 高知県吾川郡いの町

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- 2728721 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 交替制あり
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

165,500円～195,500円 (2)5時30分～14時30分

(3)10時30分～19時30分
TEL 088-855-5403 （従業員数 75人 ）

正社員 39050- 2729821 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時15分

1,233円～1,390円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-893-1551 （従業員数 161人 ）

パート労働者 39050- 2730421 就業場所

時給

不問 (1)8時00分～12時00分

860円～860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- 2731321 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)9時00分～17時30分

145,000円～145,000円

TEL 088-852-2506 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 2718121 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)9時00分～17時30分

145,000円～145,000円

TEL 088-852-2506 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 2719021 就業場所 高知県香南市

時給

不問 (1)6時00分～9時00分

860円～950円 (2)14時00分～19時00分

(3)7時00分～12時00分
TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

パート労働者 39050- 2724621 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.30

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

農作業（８時間勤務） たかはし農園　高橋
希雄

高知県高知市春野町東諸木２６７５ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

　11月4日号

農作業（午前勤務） たかはし農園　高橋
希雄

高知県高知市春野町東諸木２６７５ その他

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

時給８８０円～
１，０００円

月あたり
152,064円～
172,800円

管理栄養士 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

管理栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

送迎運転手 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

雇用・労災 大型自動車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護員 いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修
修了者

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

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

調理師 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

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師 いの町立国民健康保険
仁淀病院

高知県吾川郡いの町１３６９ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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

雇用期間の定めなし 不問

《急募》営業　（本
社）

（株）電温 高知県土佐市蓮池２１７１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

《急募》　営業（東部
営業所）

（株）電温 高知県土佐市蓮池２１７１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

調理員 医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 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）


