
表

年齢・
就業時間

交替制あり
不問 (1)7時30分～16時15分

(2)8時00分～16時45分

(3)8時30分～17時15分
TEL 088-893-1922 （従業員数 78人 ）

正社員以外 39050- 2998221 就業場所 高知県吾川郡いの町

交替制あり
不問 (1)7時30分～16時15分

(2)8時00分～16時45分

(3)8時30分～17時15分
TEL 088-893-1922 （従業員数 83人 ）

正社員以外 39050- 2999521 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時30分～17時15分

TEL 088-893-1922 （従業員数 109人 ）

正社員以外 39050- 3000621 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給 交替制あり
不問

1,092円～1,188円

TEL 088-893-1922 （従業員数 16人 ）

パート労働者 39050- 3001921 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)13時30分～22時00分

160,000円～170,000円 (2)6時00分～14時30分

(3)9時30分～18時00分
TEL 090-8975-3381 （従業員数 11人 ）

正社員 39050- 3002121 就業場所

不問 (1)8時30分～16時30分

TEL 088-855-1352 （従業員数 5人 ）

正社員以外 39050- 3003021 就業場所

交替制あり
不問 (1)8時30分～16時30分

(2)9時15分～17時15分

TEL 088-852-7603 （従業員数 26人 ）

パート労働者 39050- 3004721 就業場所 高知県土佐市

時給

不問

900円～1,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 3005821 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)7時00分～9時00分

1,000円～1,000円 (2)15時30分～17時30分

TEL 088-850-2385 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 3006221 就業場所 高知県高知市

時給

不問

860円～1,000円

TEL 090-4472-0296 （従業員数 15人 ）

パート労働者 39050- 3007521 就業場所 高知県高知市

不問

TEL 070-5689-8623 （従業員数 9人 ）

正社員以外 39050-    3920 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時00分～16時30分

TEL 090-4503-6831 （従業員数 3人 ）

正社員以外 39050- 2994121 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)7時30分～16時30分

170,000円～170,000円

TEL 088-893-1600 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 2995021 就業場所 高知県吾川郡いの町 厚生

時給

不問 (1)7時30分～11時30分

853円～853円 (2)8時00分～11時30分

(3)8時30分～11時30分
TEL 000-0000-0000 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050- 2996721 就業場所

時給

不問 (1)13時00分～17時00分

900円～900円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 2997821 就業場所 高知県高知市

　週間最新求人情報            Ｎo.34

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

保育教諭 いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
不問

　12月2日号

日給８，４６６円～
９，２０９円

月あたり
165,087円～
179,575円

保育士 いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 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

日給８，４６６円～
９，２０９円

月あたり
165,087円～
179,575円

看護師 いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 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

日給９，７５７円～
１０，９３８円

月あたり
197,091円～
220,947円

保育士 いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 労災 保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

製造作業員（ペットケ
ア用品「ネコ砂」の製
造）

株式会社　エスエス 高知県高岡郡日高村下分２５５６－
１

雇用・労災・
健康・厚生

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

農作業 白木果樹園　白木浩一 高知県土佐市宮ノ内４３５ 労災・その他

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

不問

時給１，１００円～
１，２００円

16日間
123,200円～
134,400円

一般事務職員「市民
課」（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
月未満）

不問

月給１３１，９６１円～
１３９，９０９円

時給
934円～
991円

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

送迎運転手・用務
（ワークセンター太
陽）

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

農作業（トマト） 株式会社　広瀬農園 高知県高知市春野町西分４３１０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

農作業 マルサ花卉農園株式会
社

高知県土佐市塚地２１２ 労災

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

不問

時給８５３円～
９００円

25日間
85,300円～
168,750円

文旦の収穫（臨時） 白木　克浩 高知県土佐市積善寺１８１ 労災

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

不問

時給１，０００円～
１，１００円

15日間
112,500円～
123,750円

作業員 （有）開洋建設工業 高知県吾川郡いの町池ノ内長丁１６
２７

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

農作業 久保ファーム　　久保
卓雄

高知県土佐市宇佐町宇佐２３６７ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

農作業 元屋敷　謙二 高知県高知市春野町西諸木１０８－
２

その他

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

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～44歳 (1)8時00分～17時00分

170,000円～200,000円 (2)16時00分～0時00分

(3)0時00分～8時00分
TEL 088-832-8905 （従業員数 43人 ）

正社員 39050- 2992621 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

165,000円～225,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)11時00分～20時00分
TEL 088-849-3330 （従業員数 20人 ）

正社員 39050- 2993921 就業場所 高知県高知市

交替制あり
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)9時30分～18時30分

TEL 088-844-1313 （従業員数 17人 ）

正社員以外 39050- 2987021 就業場所 高知県高知市 厚生

時給

不問 (1)8時00分～9時30分

1,000円～1,200円 (2)16時00分～17時30分

TEL 088-892-4976 （従業員数 17人 ）

パート労働者 39050- 2988721 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

1,100円～1,100円

TEL 088-840-8668 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050- 2991321 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

250,000円～400,000円

TEL 088-852-0742 （従業員数 12人 ）

正社員 39050- 2976621 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～14時00分

1,000円～1,050円 (2)9時00分～15時00分

TEL 088-850-2626 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 2977921 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～15時30分

1,300円～1,400円

TEL 088-850-2626 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 2979021 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

189,000円～254,500円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 2980221 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

229,000円～294,500円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 2981521 就業場所

時給

59歳以下 (1)9時00分～13時00分

950円～950円 (2)13時00分～17時00分

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

パート労働者 39050- 2982421 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)10時00分～19時00分

161,000円～175,000円 (2)6時00分～15時00分

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 2983321 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

TEL 090-5272-6085 （従業員数 0人 ）

正社員 39050- 2984621 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.34

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

製造 株式会社　ダックテク
ノ

高知県吾川郡いの町駅東町１０５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

　12月2日号

介護職員（介護福祉
士）

有限会社ユニバース
絆・もりやま

高知県高知市春野町森山３０７６番
地１

　
【送付先別】

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

施設職員 高知新聞社会福祉事業
団

高知県高知市朝倉丙１６４４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

定年を上限

時給９００円～
９５０円

月あたり
144,000円～
152,000円

送迎運転手 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 大型自動車第二種免
許

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

エステ・マッサージ 美蓉館 高知県高知市長尾山町７－２　コー
ポシュウ１Ｆ

その他 認定エステティシャ
ン

雇用期間の定めなし 不問

大型運転手 有限会社　土佐保冷 高知県土佐市蓮池１２０５番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

介護職員（なごみ館） 株式会社　ライズ 高知県土佐市高岡町甲　２１９０－
７

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護職員（正・准）
（なごみ館）

株式会社　ライズ 高知県土佐市高岡町甲　２１９０－
７

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

介護福祉士 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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護主任 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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（介護福祉
士）

医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 労災 介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

仮設資材の整備 友愛工業　　北沢　勝 高知県高岡郡日高村下分字清水３７
０８　日建リ－スエ業（株）高知支
店・高知工場内

雇用・労災・
健康・厚生

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９，０００円～
１０，０００円

月あたり
194,400円～
216,000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）


