
年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）

正社員以外 39050- 3307281 就業場所高知県高知市

時給
不問 (1) 8時00分～12時00分

(2)14時00分～16時00分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 39050- 3308181 就業場所高知県高知市

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 277人 ）

正社員以外 39050- 3309081 就業場所高知県土佐市

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～15時00分

（従業員数 15人 ）

パート労働者 39050- 3310981 就業場所

変形（１年単位）
不問 (1) 8時30分～17時00分

（従業員数 23人 ）

正社員 39050- 3303581 就業場所

変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 22人 ）

正社員 39050- 3305781 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 35人 ）

正社員 39050- 3291881 就業場所

時給
不問 (1) 8時00分～16時00分

（従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 3292281 就業場所高知県南国市

月給 変形（１年単位） 建築施工管理技士２級
不問 (1) 8時00分～17時00分 建築士（２級）

普通自動車免許一種

（従業員数 35人 ）

正社員 39050- 3293181 就業場所

時給
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 3294081 就業場所高知県土佐市

時給
不問 (1)13時00分～17時00分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 3298581 就業場所高知県高知市

時給
不問 (1) 8時00分～12時00分

（従業員数 24人 ）

パート労働者 39050- 3247681 就業場所高知県高知市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 35人 ）

正社員 39050- 3249581 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 35人 ）

正社員 39050- 3251281 就業場所

農作業（ハウス） 高橋農園　高橋　洋
輔

高知県高知市春野町南ケ丘１丁
目１－１２　セジュールサヒア
３－１０２

雇用・労災

雇用期間の定めなし

No.31 表　裏 １１月９日号

所在地・就業場所

時給７８０円～
８００円

月あたり
148,590円～
152,400円

（市）一般事務員
（臨時）

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）

農作業（ハウス） 高橋農園　高橋　洋
輔

高知県高知市春野町南ケ丘１丁
目１－１２　セジュールサヒア
３－１０２

労災

780円～800円雇用期間の定めなし

日給６７８９円～
６７８９円

20日間
135,780円～
135,780円

製造関係事務員 （有）森岡製作所 高知県高知市春野町西分１１２
７－１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

一般事務 高知麻生生コンク
リート（株）

高知県吾川郡いの町八田１６５
６

雇用・労災

800円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

日給５８００円～
６３６３円

月あたり
135,140円～
148,257円

企画営業 関西仮設　株式会社 土佐市用石６５５‐７ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形189,160円～

279,600円
雇用期間の定めなし

豆腐等の荷造り作業
及び配送

（株）青木食品 高知県土佐市高岡町甲７３９－
１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

時給７８０円～
７８０円

月あたり
135,408円～
135,408円

企画管理 関西仮設　株式会社 土佐市用石６５５‐７ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形351,170円～

473,630円
雇用期間の定めなし

イベント会場設営
【急募】

（有）カリヤテント 高知県土佐市波介１８７８－１ 労災

1,000円～1,000
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

農作業 元屋敷　謙二 高知県高知市春野町西諸木１０
８－２

800円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

農作業 山崎文旦園　山崎
公博

高知県土佐市積善寺３４１番地

1,000円～1,150
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

営業アシスタント 関西仮設　株式会社 土佐市用石６５５‐７ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形145,480円～

155,480円
雇用期間の定めなし

袋詰め作業及び選果
作業

株式会社　トマトの
村

高知県高知市春野町西畑３５３ 労災

762円～762円雇用期間の定めなし

事務員 関西仮設　株式会社 土佐市用石６５５‐７ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形130,000円～

190,000円
雇用期間の定めなし

℡ 088-893-1225

ハローワークいの

（いの公共職業安定◎ 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。）
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◎ 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。
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時給 変形（１年単位） 準中型一種（５トン限
不問

（従業員数 17人 ）

パート労働者 39050- 3252181 就業場所高知県高知市

変形（１年単位）
44歳以下 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 8人 ）

正社員 39050- 3281481 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～17時00分

（従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 3287381 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１年単位） 養護教諭免許
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 40人 ）

正社員以外 39050- 3137781 就業場所高知県土佐市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 (1)17時00分～ 9時00分

(2) 5時30分～ 8時30分
(3)17時00分～21時00分

（従業員数 40人 ）

正社員以外 39050- 3138881 就業場所高知県土佐市

時給 養護教諭免許
不問

（従業員数 40人 ）

パート労働者 39050- 3139281 就業場所高知県土佐市

時給
不問 (1)14時00分～18時00分

(2) 8時30分～13時30分
(3)13時00分～18時00分

（従業員数 97人 ）

パート労働者 39050- 3150981 就業場所高知県吾川郡いの町

変形（１年単位）
不問 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 2人 ）

正社員 39050- 3158381 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）

正社員 39050- 3159681 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 6人 ）

正社員 39050- 3163281 就業場所高知県高知市

月給 変形（１年単位） 電気工事士（第１種）
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 電気工事士（第２種）

電気工事施工管理２級

（従業員数 6人 ）

正社員 39050- 3168981 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 7時00分～16時00分

(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 18人 ）

正社員以外 39050- 3169581 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 13人 ）

正社員 39050- 3174381 就業場所

時給
不問 (1) 7時30分～12時00分

(2) 7時30分～15時30分
(3) 6時00分～16時00分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 3178481 就業場所高知県土佐市

作業員 濱村鉄工　有限会社 高知県高知市春野町西分９２０
－１

労災

1,000円～1,000
円

雇用期間の定めなし

販売員 コスモス農業協同組
合　伊野支所

高知県吾川郡いの町駅前町２２
１番地

雇用・労災

800円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

製紙作業員（高知麻
紙）

株式会社　尾崎製紙
所

高知県吾川郡いの町加田６３ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

日給５７１５円～
８０００円

月あたり
132,588円～
185,600円

寄宿舎指導員 学校法人　光の村学
園

土佐市新居２８２９ 雇用・労
災・健康・
厚生165,150円～

165,150円
雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

養護教諭 学校法人　光の村学
園

土佐市新居２８２９ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形184,847円～

184,847円
雇用期間の定めなし

（町）放課後児童クラ
ブ加配支援員（臨）

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－
１

雇用・公災

916円～916円雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

養護教諭 学校法人　光の村学
園

土佐市新居２８２９ 労災

1,000円～1,000
円

雇用期間の定めなし

建築鉄骨の製作（見習
い可）

オーエス鉄工（株） 高知県土佐市蓮池３５２７－２ 雇用・労
災・健康・
厚生170,000円～

230,000円
雇用期間の定めなし

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
３７０８　（日建リ－スエ業
（株）高知支店・高知工場内

雇用・労災

雇用期間の定めなし

日給７０００円～
７０００円

月あたり
156,100円～
156,100円

電気工事士 有限会社　ハシダ電
業

高知県土佐市蓮池３１７４－４ 雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

350,000円
雇用期間の定めなし

現場作業・内勤事務 合同会社　フジケン 高知県高知市春野町南ヶ丘５丁
目１０－１６

雇用・労
災・健康・
厚生151,422円～

234,348円
雇用期間の定めなし

施設職員 高知新聞社会福祉事
業団

高知市朝倉丙１６４４－１ 雇用・労
災・健康・
厚生157,000円～

157,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

農作業 高橋　克己 高知県高知市宝永町８－２５

850円～1,000円雇用期間の定めなし

総合職（電気工事業務
全般）

有限会社　ナカイテ
レビ

高知県高知市春野町弘岡下３４
３４－１

雇用・労
災・健康・
厚生・財形160,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし


