
表

年齢・
就業時間

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

165,000円～165,000円

TEL 088-852-4162 （従業員数 6人 ）

正社員以外 39050- 1164611 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 6人 ）

正社員以外 39050- 1165911 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

190,000円～265,000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 100人 ）

正社員 39050- 1166111 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-893-1930 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 1169211 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00分～17時00分

150,000円～350,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 1155311 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～350,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 1156611 就業場所 高知県高知市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

800円～880円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 088-852-5557 （従業員数 18人 ）

パート労働者 39050- 1157911 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-843-9762 （従業員数 17人 ）

パート労働者 39050- 1158111 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時00分～17時00分

900円～1,200円

TEL 088-855-1352 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 1160511 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

170,000円～200,000円

TEL 088-852-3838 （従業員数 9人 ）

正社員以外 39050- 1161411 就業場所

時給

不問

850円～850円

TEL 088-893-4848 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 1150811 就業場所

59歳以下 (1)7時30分～16時30分

TEL 088-894-2543 （従業員数 6人 ）

正社員以外 39050- 1132911 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)7時00分～14時00分

800円～825円 (2)9時00分～16時00分

TEL 088-856-8421 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 1133111 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

158,000円～180,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 088-893-1910 （従業員数 17人 ）

正社員 39050- 1134711 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

900円～900円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 1135811 就業場所 高知県土佐市

　週間最新求人情報             Ｎo.3

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

スポーツクラブの事
務・受付等業務

特定非営利活動法人総
合クラブとさ

高知県土佐市高岡町甲２１６５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

4月16日号

農作業 有限会社　森本果樹園 高知県吾川郡いの町小野１７５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

時給９００円～
１２００円

月あたり
183,600円～
244,800円

ケアマネージャー及び
介護職

（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・
健康・厚生・
財形

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

作業員（木材加工） （有）サンウット゛ハ
マタ゛（ホ－ムセンタ
－ウッテ゛ィ）

高知県吾川郡いの町駅東町１５７０
－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 定年を上限

日給８０００円～
８０００円

月あたり
184,800円～
184,800円

土木技術者 （有）永尾建設 高知県高知市春野町弘岡中４３５－
１

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

作業員 （有）永尾建設 高知県高知市春野町弘岡中４３５－
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職 有限会社　五月商事 高知県土佐市高岡町甲２０６５－２ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

ミキサー車運転手 有限会社　高知生コン
クリート輸送

高知県高知市朝倉戊１４６６－１ 労災 大型自動車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

日給９０００円～
９０００円

時給
1,125円～
1,125円

農作業（受粉交配作
業）

白木果樹園　白木浩一 高知県土佐市宮ノ内４３５ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

噴霧器の製造等の業務 （株）土佐農機 高知県土佐市蓮池９１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

調理補助・接客 畑山ガーデン　畑山
博行 

高知県吾川郡いの町波川９８ 労災

雇用期間の定めなし 不問

運転手及び作業員（見
習い）

西分衛生有限会社 高知県高知市春野町西分１４０ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給１００００円～
１２０００円

月あたり
195,000円～
234,000円

販売・レジ業務 特定非営利活動法人
新居を元気にする会

高知県土佐市新居３８－３４　新居
地区観光交流施設　南風

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

接客・販売・配達 （有）サンウット゛ハ
マタ゛（ホ－ムセンタ
－ウッテ゛ィ）

高知県吾川郡いの町駅東町１５７０
－１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

農作業 倉橋　康宏 高知県土佐市高岡町丙５０７－１雅
アパート２Ｆ西

その他

雇用期間の定めなし 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）



裏

年齢・
就業時間

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- 1136211 就業場所 高知県須崎市

時給

不問 (1)8時30分～13時00分

850円～1,100円

TEL 088-803-6207 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050- 1137511 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

350,000円～380,000円

TEL 088-891-6444 （従業員数 23人 ）

正社員 39050- 1138411 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-891-6444 （従業員数 23人 ）

正社員 39050- 1139011 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～200,000円 (2)8時30分～12時00分

TEL 088-856-8500 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 1140911 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

153,900円～177,000円

TEL 088-854-0231 （従業員数 45人 ）

正社員 39050- 1141111 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)5時30分～9時00分

150,450円～150,450円 (2)16時00分～20時30分

TEL 088-856-1069 （従業員数 21人 ）

正社員以外 39050- 1142711 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時00分～17時00分

(2)20時00分～3時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 6人 ）

正社員以外 39050-    1710 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給

不問

900円～1,200円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 1119811 就業場所 高知県土佐市

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

300,000円～380,000円

TEL 088-852-6221 （従業員数 2人 ）

正社員 39050- 1121011 就業場所

時給

59歳以下 (1)8時00分～12時30分

800円～800円 (2)12時30分～17時00分

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

パート労働者 39050- 1125111 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

161,381円～242,884円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

正社員 39050- 1126711 就業場所 高知県高知市

　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

　週間最新求人情報             Ｎo.3

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

4月16日号

介護・調理 （株）キッズ 高知県土佐市甲原６８０－２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

土木技術者（土木施工
管理技士１級）

（株）勝賀瀬土建 高知県吾川郡いの町天王北１－１－
１６

雇用・労災・
健康・厚生

１級土木施工管理技
士

雇用期間の定めなし 定年を上限

型枠大工及び土木作業 （株）勝賀瀬土建 高知県吾川郡いの町天王北１－１－
１６

雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給９０００円～
１３０００円

月あたり
207,900円～
300,300円

営業・営業配送 清和アグリス株式会社 高知県高知市春野町芳原２１７８番
地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

栄養士 社会福祉法人くすのき 高知県土佐市蓮池５３３番地 雇用・労災・
健康・厚生

栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

寄宿舎指導員（夜勤な
し）

学校法人　光の村学園 高知県土佐市新居２８２９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

茶加工等作業 農事組合法人　霧山茶
業組合

高知県高岡郡日高村柱谷３８２－２
３

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給１０００円～
１２５０円

25日間
195,312円～
200,000円

農作業 高橋　克己 高知県高知市九反田１４－５－８０
１

その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

自動車、建設機械整備
（工場責任者）

（株）キッズ 高知県土佐市甲原６８０－２ 雇用・労災・
健康・厚生

二級自動車整備士

２級建設機械整備技
能士雇用期間の定めなし 不問

清掃員 医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

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１
０－１６

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）


