
表

年齢・
就業時間

時給

不問 (1)9時00分～16時00分

950円～950円

TEL 0889-24-5885 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 3139111 就業場所

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

230,000円～380,000円

TEL 088-867-2645 （従業員数 40人 ）

正社員 39050- 3140211 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

230,000円～380,000円

TEL 088-867-2645 （従業員数 40人 ）

正社員 39050- 3141511 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～16時45分

161,000円～260,000円

TEL 088-894-2331 （従業員数 12人 ）

正社員 39050- 3142411 就業場所 厚生

不問 (1)8時00分～16時30分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

正社員以外 39050- 3132211 就業場所

時給

59歳以下

1,000円～1,500円

TEL 088-856-5511 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 3133511 就業場所 高知県須崎市

不問 (1)9時15分～17時15分

TEL 088-893-1112 （従業員数 19人 ）

パート労働者 39050- 3134411 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

44歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～180,000円

TEL 088-850-3939 （従業員数 45人 ）

正社員 39050- 3135011 就業場所

時給

59歳以下

1,000円～1,500円

TEL 088-856-5511 （従業員数 14人 ）

パート労働者 39050- 3136311 就業場所 高知県土佐市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

980円～1,130円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分
TEL 088-893-5111 （従業員数 16人 ）

パート労働者 39050- 3137611 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

59歳以下 (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- 3138911 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

30歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～180,000円

TEL 088-841-1131 （従業員数 2人 ）

正社員 39050- 3126011 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)5時30分～14時30分

200,000円～230,000円

TEL 088-852-6565 （従業員数 49人 ）

正社員 39050- 3127311 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時15分～15時45分

897円～951円

TEL 088-852-7603 （従業員数 30人 ）

パート労働者 39050- 3128611 就業場所 高知県土佐市

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- 3129911 就業場所 高知県土佐市

　週間最新求人情報            Ｎo.37

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

《急募》製袋作業 （有）仁淀グラビア
日高工場

高知県高岡郡日高村下分３７０２－
２　清水工業団地内

労災

雇用期間の定めなし 不問

12月24日号

管理技術者 （株）四国ネット 高知県吾川郡いの町下八川甲３７３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場作業員 （株）四国ネット 高知県吾川郡いの町下八川甲３７３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

集荷業務・大型トラッ
ク運転手（１１ｔ）

（株）柳井運送 高知県高知市春野町弘岡中７２４－
１

雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

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

《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

13日間
91,000円～
91,000円

介護職員（ヘルパース
テーションすまいる須
崎）

有限会社　四国総合介
護システム

高知県土佐市高岡町乙３２３４一１ 労災 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修
修了者雇用期間の定めなし 定年を上限

事務補助員（ふるさと
納税・統計）

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
月未満）

不問

日給６，２７９円～
６，２７９円

時給
897円～
897円

園芸作業員 有限会社　見元園芸 高知県高知市春野町弘岡上２７８５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

介護職員（ホームヘル
パー）

有限会社　四国総合介
護システム

高知県土佐市高岡町乙３２３４一１ 労災 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修
修了者雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職　「小規模多機
能型居宅介護事業所
新別の里」

（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 定年を上限

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 定年を上限

配達・雑務 （株）伸和 高知県高知市春野町芳原８２３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

トラックドライバー
（中型免許資格者）

大東陸運　株式会社 高知県土佐市塚地９２－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

中型自動車免許

フォークリフト運転
技能者雇用期間の定めなし 不問

学校給食調理員（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・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給５，８３５円～
６，１８６円

事務（営業部）【１月
１５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

℡ 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）
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- 3130711 就業場所 高知県土佐市

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-868-2131 （従業員数 12人 ）

正社員 39050- 3118011 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-868-2131 （従業員数 12人 ）

正社員 39050- 3119311 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

260,000円～415,800円

TEL 088-868-2131 （従業員数 12人 ）

正社員 39050- 3122811 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

184,800円～250,000円

TEL 088-868-2131 （従業員数 12人 ）

正社員 39050- 3123211 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

830円～830円

TEL 088-893-5635 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050- 3124511 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 交替制あり
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

157,000円～216,400円 (2)9時30分～18時30分

TEL 088-844-1313 （従業員数 18人 ）

正社員 39050- 3116511 就業場所 高知県高知市 厚生

時給

不問 (1)8時30分～15時30分

820円～820円

TEL 088-892-1088 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 3117411 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.37

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

作業員（抄紙）【１月
１５日面接・説明会】

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

12月24日号

土木作業員 有限会社　岡林土建 高知県吾川郡いの町小川新別１０２
４番地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給９，０００円～
１４，０００円

月あたり
207,000円～
322,000円

土木作業員（経験者） 有限会社　岡林土建 高知県吾川郡いの町小川新別１０２
４番地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給１１，０００円～
１４，０００円

月あたり
253,000円～
322,000円

土木技術者 有限会社　岡林土建 高知県吾川郡いの町小川新別１０２
４番地

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

土木技術者（見習い） 有限会社　岡林土建 高知県吾川郡いの町小川新別１０２
４番地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

紙製造 内外典具帖紙　株式会
社

高知県吾川郡いの町加田１２４６－
１

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）


