
表

年齢・
就業時間

時給

不問

853円～1,000円

TEL 088-802-5656 （従業員数 34人 ）

パート労働者 39050- 3168021 就業場所 高知県高知市

月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～250,000円

TEL 088-892-0134 （従業員数 3人 ）

正社員 39050- 3172321 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

190,000円～280,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 0人 ）

正社員 39050- 3173621 就業場所 高知県高知市

時給

不問

860円～860円

TEL 088-893-5635 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 3174921 就業場所 高知県吾川郡いの町

交替制あり
不問 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分
TEL 088-891-6400 （従業員数 26人 ）

正社員以外 39050- 3149621 就業場所

不問 (1)9時00分～18時00分

TEL 088-856-7005 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 3123921 就業場所 高知県土佐市

月給

44歳以下 (1)9時00分～18時00分

155,000円～160,000円 (2)9時00分～17時00分

TEL 088-856-7005 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 3124121 就業場所

時給

不問 (1)8時00分～16時00分

1,000円～1,000円

TEL 090-4501-8795 （従業員数 1人 ）

パート労働者 39050- 3125021 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～13時30分

890円～890円 (2)8時30分～14時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 3126721 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)9時00分～18時00分

2,500円～3,000円

TEL 088-856-7005 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050- 3127821 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～18時00分

900円～900円

TEL 088-856-7005 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050- 3128221 就業場所

不問 (1)9時00分～17時00分

TEL 088-852-7603 （従業員数 35人 ）

パート労働者 39050- 3143721 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～44歳 (1)7時00分～16時00分

175,780円～236,500円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 0889-20-1616 （従業員数 14人 ）

正社員 39050- 3083421 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～17時00分

860円～1,000円

TEL 0889-20-1616 （従業員数 14人 ）

パート労働者 39050- 3084321 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給

59歳以下

870円～870円

TEL 0880-66-2362 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 3092321 就業場所 高知県宿毛市

　週間最新求人情報            Ｎo.35

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

　12月9日号

機械加工 株式会社　丁野製作所 高知県吾川郡いの町４２６０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

配管工 有限会社　南国設備工
業所

高知県高知市春野町芳原２６１０－
１

労災 １級土木施工管理技
士

雇用期間の定めなし 不問

熱帯魚の管理・梱包 （有）高知熱帯魚サー
ビス

高知県吾川郡いの町波川１７３３－
１

労災

雇用期間の定めなし 不問

保育士 （社福）はってん福祉
会　あいの保育園

高知県吾川郡いの町天王南１－１－
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

月未満）
不問

日給７，２００円～
８，２００円

月あたり
150,549円～
171,453円

薬剤師 有限会社　利岡肥料店
プラス薬局

高知県土佐市高岡町甲２１５４－３
７


雇用・労災・
健康・厚生

薬剤師

雇用期間の定めなし 不問

年俸制６００万円～
６５０万円

月あたり
500,000円～
541,666円

調剤薬局事務 有限会社　利岡肥料店
プラス薬局

高知県土佐市高岡町甲２１５４－３
７


雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

（臨）文旦の収穫 三代目矢野金光農園
株式会社

高知県土佐市宮ノ内６４０－１ 労災

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

不問

調理員 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

薬剤師 有限会社　利岡肥料店
プラス薬局

高知県土佐市高岡町甲２１５４－３
７


雇用・労災 薬剤師

雇用期間の定めなし 不問

調剤薬局事務　《経験
者》

有限会社　利岡肥料店
プラス薬局

高知県土佐市高岡町甲２１５４－３
７


雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

介護支援専門員（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

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

月給１６４，５６７円～
１８３，９８７円

時給
1,166円～
1,303円

介護福祉士（正社員） 社会福祉法人　秋桜会 高知県高岡郡日高村沖名１番地 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし キャリア形成

介護職員【デイサービ
スセンターひだか】

社会福祉法人　秋桜会 高知県高岡郡日高村沖名１番地 雇用・労災 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

《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

雇用期間の定めなし 定年を上限

℡ 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年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

157,000円～180,000円

TEL 0889-20-1750 （従業員数 45人 ）

正社員 39050- 3117021 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)9時00分～14時00分

(2)14時00分～22時00分

(3)22時00分～5時40分
TEL 088-875-1771 （従業員数 35人 ）

正社員 39050- 3119821 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～16時00分

900円～900円 (2)9時00分～15時30分

TEL 088-894-2335 （従業員数 92人 ）

パート労働者 39050- 3012721 就業場所

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～300,000円

TEL 088-894-2335 （従業員数 92人 ）

正社員 39050- 3013821 就業場所

時給

64歳以下

860円～910円

TEL 088-850-5288 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 3019921 就業場所 高知県高知市

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～22時30分

(2)8時00分～0時00分

(3)9時00分～1時00分
TEL 088-852-1237 （従業員数 20人 ）

正社員 39050- 3021821 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時30分～16時30分

(2)9時15分～17時15分

TEL 088-893-1117 （従業員数 28人 ）

パート労働者 39050- 3035921 就業場所

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

220,000円～250,000円

TEL 088-855-5845 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 3050321 就業場所 高知県土佐市

変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-856-7644 （従業員数 1人 ）

正社員 39050- 3051621 就業場所 岡山県倉敷市

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時00分

160,000円～180,000円 (2)7時30分～17時00分

TEL 088-854-0811 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 3052921 就業場所

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

正社員以外 39050- 3062021 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時00分～16時30分

1,000円～1,200円

TEL 088-855-0155 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 3081221 就業場所 高知県土佐市

不問

TEL 088-893-1922 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 3082521 就業場所 高知県吾川郡いの町

　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.35

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

倉庫内作業、物流担当 フソー化成　株式会社 高知県高岡郡日高村下分３７０２－
１７

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

　12月9日号

《急募》　無線配車係 朝倉ハイヤー　有限会
社

高知県高知市福井町１７２８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

時給８５３円～
８５３円

月あたり
159,469円～
159,469円

検査・計量作業スタッ
フ

菊屋　株式会社 高知県高知市春野町西分８９７ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

スナック菓子製造（幹
部候補）

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 キャリア形成

カフェスタッフ 有限会社高知アイス 高知県吾川郡いの町下八川乙６８３ 雇用・労災 調理師

食品衛生管理者
雇用期間の定めなし 定年を上限

ハイヤー運転手 土佐市観光　有限会社 高知県土佐市高岡町乙２６７０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車第二種免
許

大型自動車第二種免
許雇用期間の定めなし 法令の規定に

より年齢制限
がある

時給８５３円～
８５３円

月あたり
147,569円～
147,569円

事務補助員（町民課） 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
月以上）

不問

日給６，２８３円～
６，６６２円

時給
897円～
951円

電気工事・配管工事
（見習い可）

株式会社浜田テクニカ
ルサービス

高知県土佐市高岡町丙５９５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

配管工・鍛冶工 株式会社　陽翔 高知県吾川郡いの町枝川３０２９－
２
シャルマン枝川２０１

雇用・労災・
健康・厚生

玉掛技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

時給１，４００円～
２，０００円

月あたり
279,380円～
400,750円

出荷管理・出荷作業
等・製造補助

亀泉酒造　株式会社 高知県土佐市出間２１２３－１ 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 キャリア形成

農作業（文旦の収穫） 楠瀬　英明 高知県土佐市永野２１６４ 労災

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

不問

日給８，０００円～
９，０００円

11日間
88,000円～
99,000円

農作業（文旦の収穫） 山崎文旦園　山崎　公
博

高知県土佐市積善寺３４１番地 その他

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

不問

スクールソーシャル
ワーカー

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

社会福祉士

精神保健福祉士
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

日給９，７９７円～
１０，０６４円

時給
1,399円～
1,437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）


