
表

年齢・
就業時間

時給

不問 (1)9時00分～16時00分

1,200円～1,500円 (2)9時00分～12時30分

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

パート労働者 39050- 3212921 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- 3213121 就業場所 高知県土佐市

時給 交替制あり
不問 (1)18時00分～21時00分

860円～860円 (2)12時30分～17時00分

(3)17時00分～21時00分
TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

パート労働者 39050- 3214021 就業場所

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)8時00分～16時00分

157,000円～176,000円 (2)16時00分～0時00分

(3)0時00分～8時00分
TEL 088-852-7774 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 3215721 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給 交替制あり
不問 (1)7時00分～16時00分

170,000円～260,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分
TEL 088-855-7902 （従業員数 10人 ）

正社員 39050- 3201321 就業場所 高知県高知市

月給 交替制あり
不問 (1)7時00分～16時00分

143,000円～180,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分
TEL 088-855-7902 （従業員数 10人 ）

正社員 39050- 3202621 就業場所 高知県高知市

時給

不問

900円～1,800円

TEL 088-855-7902 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 3203921 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)10時15分～18時30分

860円～860円

TEL 088-852-3121 （従業員数 57人 ）

パート労働者 39050- 3204121 就業場所 高知県高知市

不問 (1)9時00分～16時30分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

正社員以外 39050- 3205021 就業場所

変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 1人 ）

正社員 39050- 3206721 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～250,000円

TEL 088-892-0641 （従業員数 30人 ）

正社員 39050- 3207821 就業場所 高知県吾川郡いの町

44歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 30人 ）

正社員 39050- 3208221 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

200,000円～250,000円

TEL 088-892-0641 （従業員数 30人 ）

正社員以外 39050- 3209521 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

59歳以下 (1)8時20分～17時20分

233,000円～316,100円

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 3211621 就業場所

言語聴覚士 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

言語聴覚士

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（グループホー
ム）

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

看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

型枠大工 有限会社　恒石工務店 高知県吾川郡いの町枝川４１０２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

日給７，０００円～
１６，０００円

月あたり
179,200円～
409,600円

看護師（グループホー
ム）

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

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

製缶工（見習い可） （株）甲藤鉄工所 高知県吾川郡いの町加田１４０５番
３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

日給７，５００円～
１１，０００円

月あたり
165,750円～
243,100円

《急募》文旦の収穫 松岡ぶんたん園　横田
里津

高知県土佐市西鴨地３６８ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給１，０００円～
１，０００円

18日間
108,000円～
108,000円

宝くじ販売員【週３日
（週２１時間）】

株式会社　サンプラザ 高知県土佐市高岡町乙２７－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

訪問介護 株式会社　晃健 高知県高知市春野町弘岡下１９３３
－１

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

訪問介護 株式会社　晃健 高知県高知市春野町弘岡下１９３３
－１

雇用・労災・
健康・厚生

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

サービス提供管理者 株式会社　晃健 高知県高知市春野町弘岡下１９３３
－１

雇用・労災・
健康・厚生

介護職員実務者研修
修了者

原動機付自転車免許
雇用期間の定めなし 不問

作業員（加工）【１月
１４日面接・相談会】

廣瀬製紙株式会社　ナ
ノシア工場

高知県高岡郡日高村下分２７７－４
－２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

病院夜間受付 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

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

　週間最新求人情報           Ｎo.36

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

看護職員（外来勤務：
パート）

医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 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

12月16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

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

(2)10時00分～19時00分

(3)17時10分～10時10分
TEL 088-852-2944 （従業員数 52人 ）

正社員以外 39050- 3195521 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

195,400円～237,100円

TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

正社員以外 39050- 3196421 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

185,400円～202,100円

TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

正社員以外 39050- 3197321 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)9時30分～18時00分

149,000円～190,000円

TEL 088-893-2866 （従業員数 3人 ）

正社員 39050- 3198621 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～15時00分

900円～900円 (2)10時00分～16時00分

(3)13時30分～17時00分
TEL 088-837-7075 （従業員数 15人 ）

パート労働者 39050- 3187521 就業場所

時給

64歳以下

860円～860円

TEL 088-850-5288 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 3188421 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

160,000円～200,000円 (2)7時00分～15時00分

(3)15時00分～23時00分
TEL 088-852-2126 （従業員数 13人 ）

正社員 39050- 3189321 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

170,000円～188,800円

TEL 088-850-2385 （従業員数 8人 ）

正社員以外 39050- 3190121 就業場所 高知県高知市

時給

59歳以下

860円～860円

TEL 088-837-2700 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 3191021 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)10時15分～18時30分

860円～860円

TEL 088-852-3121 （従業員数 82人 ）

パート労働者 39050- 3192721 就業場所 高知県土佐市

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- 3193821 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)6時00分～9時00分

853円～870円 (2)17時00分～21時00分

(3)18時00分～22時00分
TEL 088-852-7447 （従業員数 24人 ）

パート労働者 39050- 3194221 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

接客販売 ローソン土佐インター
店

高知県土佐市高岡町乙３０７－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

農作業（文旦収穫） 国広農園　国広亮 高知県土佐市市野々３１７３ 労災 原動機付自転車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給８，５００円～
１０，０００円

10日間
85,000円～
100,000円

宝くじ販売員【週２～
３日（週１４～２１時
間）】

株式会社　サンプラザ 高知県土佐市高岡町乙２７－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

事務・販売 有限会社　くにさわ
いの店

高知県吾川郡いの町１７０４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

就業支援・生活支援
ワーカー

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

社会福祉士

精神保健福祉士
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

仕上げ工 コーシン製紙　株式会
社

高知県土佐市高岡町丙５０１ 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

食品製造（シャーベッ
トやアイスクリーム等
の製造）

有限会社高知アイス 高知県吾川郡いの町下八川乙６８３ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務 エイト産業　株式会社 高知県高知市萩町１丁目６番３１号 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

美容師 ヘアメイク　ルトゥ－
ル

高知県吾川郡いの町駅前町２１５ 雇用・労災 美容師

雇用期間の定めなし 不問

言語聴覚士 土佐市立　土佐市民病
院

高知県土佐市高岡町甲１８６７ 雇用・公災・
健康・厚生

言語聴覚士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

看護師（外来、正） 土佐市立　土佐市民病
院

高知県土佐市高岡町甲１８６７ 雇用・公災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

　週間最新求人情報           Ｎo.36

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

介護員 （社福）土佐厚生会
障害者支援施設　とさ

高知県土佐市波介１２４４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

法令の規定に
より年齢制限

がある

12月16日号

日給７，２００円～
７，２００円

月あたり
182,680円～
182,680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）


