
表

年齢・
就業時間

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- 2815101 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)19時00分～7時00分

TEL 088-893-0047 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050- 2816401 就業場所高知県吾川郡いの町

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000（従業員数 2人 ）

正社員 39050- 2817701 就業場所高知県土佐市

月給

不問 (1)8時30分～17時30分
223,200円～263,200円

TEL 0887-52-8345 （従業員数 7人 ）

正社員以外 39050- 2818801 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)8時30分～17時30分

151,000円～216,000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 12人 ）

正社員 39050- 2811001 就業場所高知県高知市

時給

不問 (1)9時00分～18時00分
900円～900円 (2)9時00分～12時00分

TEL 088-893-3111 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2812301 就業場所

時給

62歳以下 (1)9時00分～15時30分
793円～793円 (2)9時00分～17時00分

TEL 088-892-6144 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 2813601 就業場所高知県吾川郡いの町

時給

不問

900円～900円

TEL 000-0000-0000（従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2814901 就業場所高知県土佐市

時給

不問 (1)8時00分～15時00分
800円～850円

TEL 088-852-1178 （従業員数 16人 ）

パート労働者 39050- 2801201 就業場所

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-893-3558 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 2802501 就業場所 厚生
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)6時30分～15時30分
150,000円～189,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-893-5111 （従業員数 51人 ）

正社員 39050- 2803001 就業場所高知県吾川郡いの町

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)6時30分～15時30分

980円～1,130円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

TEL 088-893-5111 （従業員数 51人 ）

パート労働者 39050- 2804301 就業場所高知県吾川郡いの町

時給

不問

900円～1,200円

TEL 090-4508-7176（従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2805601 就業場所高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～16時00分

160,000円～172,000円 (2)8時00分～17時00分
(3)8時30分～17時30分

TEL 088-850-2385 （従業員数 15人 ）

正社員以外 39050- 2806901 就業場所高知県土佐市

時給 交替制あり
不問 (1)7時00分～12時00分

800円～1,000円 (2)8時00分～12時00分

TEL 088-850-2385 （従業員数 15人 ）

パート労働者 39050- 2807101 就業場所高知県土佐市

　週間最新求人情報            Ｎo.33

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

包装、検査作業スタッ
フ

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

11月20日号

夜間介護職 医療法人　光陽会 高知県吾川郡いの町３８６４－１ 労災 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

その他１１０００円～
１１０００円

時給
1,000円～
1,000円

土木作業員 三ツ矢建設　矢野　雅
平

高知県土佐市鷹ノ巣３０－２ 雇用・労災・
健康・厚生

車両系建設機械（基
礎工事用）運転技能
者

雇用期間の定めなし 不問

日給８０００円～
１２０００円

月あたり
184,800円～
277,200円

理学療法士・作業療法
士【訪問】

株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川６６４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

理学療法士

作業療法士
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職【グループホー
ム　ステラ】

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

介護職員初任者研修
修了者雇用期間の定めなし 法令の規定に

より年齢制限
がある

病院事務 山内内科 高知県吾川郡いの町枝川２４７－１
１

雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

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

農作業 倉橋　康宏 高知県土佐市高岡町丙５０７－１雅
アパート２Ｆ西

その他

雇用期間の定めなし 不問

箱詰め作業 高陵青果農業協同組合 高知県土佐市高岡町丙６６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

大型運転手（１１ｔ）
【経験者】

（有）高保運送 高知県吾川郡いの町神谷１４０番地 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能

雇用期間の定めなし 不問

日給１００００円～
１００００円

月あたり
200,000円～
200,000円

介護職「グループホー
ム」

（医）岡本会　さくら
病院

高知県吾川郡いの町鹿敷１６２ 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

介護職「グループホー
ム」

（医）岡本会　さくら
病院

高知県吾川郡いの町鹿敷１６２ 雇用・労災・
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

農作業 土居農園　土居聖也 高知県高知市春野町南ケ丘７丁目１
５－１４

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

支援業務 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

送迎運転手及び支援補
助業務

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

℡ 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

変形（1年単位）
18歳～44歳 (1)6時00分～14時00分

(2)14時00分～22時00分
(3)22時00分～6時00分

TEL 088-892-0231 （従業員数 96人 ）

正社員 39050- 2808401 就業場所高知県高岡郡日高村

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時00分
127,400円～170,000円

TEL 088-892-0641 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 2809701 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

232,000円～350,000円

TEL 000-0000-0000（従業員数 8人 ）

正社員 39050- 2810501 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時15分
160,100円～171,700円

TEL 088-852-7603 （従業員数 10人 ）

正社員以外 39050- 2797201 就業場所高知県土佐市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

TEL 088-892-0058 （従業員数 12人 ）

正社員以外 39050- 2798501 就業場所高知県吾川郡いの町

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

TEL 088-892-0058 （従業員数 12人 ）

正社員以外 39050- 2799001 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)8時30分～17時30分

200,000円～244,000円 (2)15時30分～0時30分

TEL 088-852-2277 （従業員数 40人 ）

正社員 39050- 2800801 就業場所高知県須崎市

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時30分～17時30分

140,000円～208,000円

TEL 088-894-2267 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 2792901 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-894-5170 （従業員数 8人 ）

正社員以外 39050- 2793101 就業場所

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- 2794401 就業場所高知県高知市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-893-5000 （従業員数 13人 ）

正社員以外 39050- 2795701 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～12時30分
923円～1,025円 (2)9時00分～13時00分

(3)13時30分～17時30分
TEL 088-852-2200 （従業員数 118人 ）

パート労働者 39050- 2796801 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.33

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

マシンオペレーター及
び軽作業

池田紙業　株式会社 高知県吾川郡いの町波川３６７ 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

11月20日号

日給６０００円～
８０００円

月あたり
148,800円～
197,400円

介護職員 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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木施工管理技術者 中田建機　有限会社 高知県吾川郡いの町大森９１－９ 雇用・労災・
健康・厚生

２級土木施工管理技
士

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育士（会計年度任用
職員フルタイム）

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

保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

紙加工及び梱包 東陽特紙（株） 高知県吾川郡いの町幸町１１２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

時給９８０円～
１０５０円

月あたり
169,785円～
181,912円

紙製品加工 東陽特紙（株） 高知県吾川郡いの町幸町１１２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

時給９８０円～
１０５０円

月あたり
169,785円～
181,912円

ホール係兼カウンター
係（セントラルディー
ボ須崎店）

株式会社　ジムス 高知県土佐市高岡町甲２２１－１ 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

自動車整備 有限会社　葛岡自動車
商会

高知県高知市春野町弘岡中９８５－
２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

通し土・パーク堆肥の
製造

（有）高橋建材興業 高知県高知市春野町弘岡下３００１ 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 定年を上限

フォークリフト運転
技能者

時給９００円～
１０００円

月あたり
155,250円～
172,500円

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

運転手（ミキサー車） 高知麻生生コンクリー
ト（株）

高知県吾川郡いの町八田１６５６ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給１００００円～
１００００円

月あたり
231,000円～
231,000円

介護補助（４時間） 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 介護福祉士

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）


