
表

年齢・
就業時間

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

150,000円～201,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)12時30分～21時30分
TEL 0889-24-7785 （従業員数 22人 ）

正社員 39050- 2934711 就業場所 高知県高岡郡日高村

変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

(2)8時30分～17時30分

(3)12時30分～21時30分
TEL 0889-24-7785 （従業員数 22人 ）

正社員以外 39050- 2935811 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

152,000円～152,000円

TEL 088-842-1921 （従業員数 104人 ）

正社員以外 39050- 2936211 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

195,000円～195,000円

TEL 088-842-1921 （従業員数 104人 ）

正社員以外 39050- 2937511 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

201,000円～201,000円

TEL 088-842-1921 （従業員数 104人 ）

正社員以外 39050- 2943811 就業場所

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-842-4522 （従業員数 42人 ）

正社員 39050- 2945511 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

157,400円～260,400円

TEL 088-842-3125 （従業員数 16人 ）

正社員 39050- 2984811 就業場所

不問 (1)9時15分～17時15分

TEL 088-852-7603 （従業員数 21人 ）

パート労働者 39050- 2985211 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- 2991711 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～12時00分

1,500円～1,500円 (2)16時00分～19時00分

TEL 088-841-0188 （従業員数 15人 ）

パート労働者 39050- 2925111 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時20分～17時00分

157,000円～176,000円

TEL 088-852-7774 （従業員数 45人 ）

正社員 39050- 2929511 就業場所 高知県土佐市

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- 2918711 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)7時30分～8時30分

850円～850円 (2)17時00分～19時00分

TEL 088-893-1551 （従業員数 60人 ）

パート労働者 39050- 2919811 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（1年単位）
不問 (1)6時30分～15時30分

(2)8時00分～17時00分

TEL 088-852-0308 （従業員数 22人 ）

正社員 39050- 2920411 就業場所

不問 (1)8時30分～17時15分

TEL 088-893-1922 （従業員数 107人 ）

正社員以外 39050- 2921011 就業場所 高知県吾川郡いの町

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９，５５７円～
１０，７７６円

月あたり
193,051円～
217,675円

荷造り・配送作業 （株）青木食品 高知県土佐市高岡町甲７３９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

５トン限定準中型自
動車免許

雇用期間の定めなし 不問

時給８５０円～
８５０円

月あたり
146,880円～
146,880円

配下膳補助 いの町立国民健康保険
仁淀病院

高知県吾川郡いの町１３６９ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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

事務（営業部）【１２
月１１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

看護職員（みなみが丘
ポラリスクリニック）

（医）仁照会　はるの
森澤クリニック

高知県高知市春野町東諸木３１６３ 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

文旦の収穫（臨時） 白木　正雄 高知県土佐市積善寺１８１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給１，０００円～
１，１００円

15日間
107,500円～
118,249円

一般事務職員（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 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
938円～
995円

溶接工・機械工 三洋工業　株式会社 高知県高知市春野町西諸木１１５４
－５

雇用・労災・
健康・厚生

その他の金属溶接・
溶断関係資格

ガス溶接技能者
雇用期間の定めなし 定年を上限

アーク溶接技能者
（基本級）

ダンプ運転手 （株）大谷興産 高知県高知市春野町内ノ谷２１６６
－１

雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

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
207,000円～
230,000円

作業療法士 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・
健康・厚生

作業療法士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

公認心理師 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・
健康・厚生

公認心理師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

機能訓練支援員 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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職員 日高クリニック 高知県高岡郡日高村本郷滝ノ前７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

ホームヘルパー２級

介護福祉士
雇用期間の定めなし 定年を上限

時給９９０円～
１，０４０円

月あたり
169,488円～
178,048円

　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

介護職員　（正社員） 日高クリニック 高知県高岡郡日高村本郷滝ノ前７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

ホームヘルパー２級

介護福祉士
雇用期間の定めなし 定年を上限

12月3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

時給

不問 (1)14時00分～18時30分

900円～1,050円 (2)8時00分～14時00分

(3)13時30分～18時30分
TEL 000-0000-0000 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050- 2922311 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- 2923611 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時40分～15時40分

1,000円～1,000円

TEL 088-850-2600 （従業員数 23人 ）

パート労働者 39050- 2907611 就業場所

時給

不問

1,150円～1,950円

TEL 088-850-3888 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 2908911 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～250,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 2909111 就業場所 高知県土佐市

月給

不問 (1)9時00分～17時00分

122,500円～122,500円 (2)13時00分～17時00分

TEL 088-856-1101 （従業員数 55人 ）

正社員以外 39050- 2910211 就業場所 高知県土佐市

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 43人 ）

正社員 39050- 2911511 就業場所 高知県土佐市

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- 2912411 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給 交替制あり
不問 (1)8時50分～17時00分

149,000円～177,350円 (2)9時50分～18時00分

(3)8時20分～16時20分
TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員以外 39050- 2913011 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～12時00分

1,100円～1,800円 (2)15時00分～18時00分

(3)8時30分～12時30分
TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2914311 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

184,800円～309,100円

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 2915611 就業場所

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- 2916911 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時00分～17時00分

820円～1,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 2896811 就業場所 高知県高岡郡日高村

　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

生姜の加工 株式会社　壬生農園 高知県高岡郡日高村鴨地５８６ 労災 フォークリフト運転
技能者

雇用期間の定めなし 不問

農作業（８時間勤務） 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

介護支援専門員 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

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護職（正） 大国町内科クリニック 高知県吾川郡いの町大国町１０１ 労災 看護師

雇用期間の定めなし 不問

医療事務 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

医療事務資格

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

仕上げ作業員 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（抄紙） 廣瀬製紙　株式会社 高知県土佐市高岡町丙５２９ 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

洗濯係（ヴィラフロー
ラ）

医療法人白菊会　白菊
園病院

高知県土佐市新居萩ノ里１番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

配達・取り付け業務 土佐トーヨー住器株式
会社

高知県土佐市新居１２５６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

訪問介護 特定非営利活動法人
宇佐在宅介護センタ一

高知県土佐市宇佐町宇佐３９８番地
５

労災 ホームヘルパー２級

原動機付自転車免許
雇用期間の定めなし 不問

一般事務 （株）土佐電子 高知県土佐市高岡町乙６１－１０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

文旦の収穫 野田　正 高知県土佐市甲原３０６３ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給７，０００円～
８，５００円

4日間
28,000円～
34,000円

　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

放課後児童クラブ指導
員

蓮池なかよしクラブ 高知県土佐市蓮池１３４７－２
蓮池小学校内

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

12月3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）


