
表

年齢・
就業時間

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,000円～190,000円

TEL 088-892-0218 （従業員数 41人 ）

正社員 39050- 1113011 就業場所

時給

不問 (1)8時00分～16時00分

800円～800円

TEL 088-852-1235 （従業員数 36人 ）

パート労働者 39050- 1114311 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

145,000円～145,000円

TEL 088-831-7939 （従業員数 11人 ）

正社員以外 39050- 1115611 就業場所 高知県高知市

不問 (1)8時30分～16時30分

TEL 0889-24-5111 （従業員数 12人 ）

パート労働者 39050- 1117111 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～10時00分

950円～950円 (2)15時30分～19時30分

TEL 088-894-5100 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 1102211 就業場所 高知県高知市

時給

59歳以下 (1)8時30分～15時30分

860円～920円

TEL 088-852-0307 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 1103511 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～16時30分

800円～850円

TEL 088-867-2332 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 1104411 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30分～16時45分

TEL 088-894-2331 （従業員数 24人 ）

正社員 39050- 1105011 就業場所 厚生

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)14時30分～23時00分

160,000円～160,000円 (2)9時30分～18時00分

(3)6時00分～14時30分

TEL 090-8975-3381 （従業員数 10人 ）

正社員 39050- 1106311 就業場所

時給

不問 (1)12時00分～18時00分

951円～1,019円

TEL 088-852-7610 （従業員数 12人 ）

パート労働者 39050- 1111511 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)7時30分～16時30分

TEL 090-2822-3762 （従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 1112411 就業場所 高知県土佐市

変形（1年単位）
35歳以下 (1)5時00分～14時00分

(2)7時00分～16時00分

(3)8時00分～17時00分

TEL 088-852-3450 （従業員数 18人 ）

正社員 39050- 1087711 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)9時00分～17時15分

188,070円～188,070円

TEL 088-850-3001 （従業員数 37人 ）

正社員 39050- 1094111 就業場所

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)4時30分～14時00分

160,000円～170,000円

TEL 090-9779-0220 （従業員数 2人 ）

正社員 39050- 1095711 就業場所 高知県高知市

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

172,600円～237,100円

TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

正社員以外 39050- 1050311 就業場所

　週間最新求人情報             Ｎo.2

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

印刷機オペレーター
（正社員）

ニヨド印刷（株） 高知県吾川郡いの町４７４－２ 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

4月9日号

《急募！》仕上げ作業
（伊野工場）

伊野紙（株） 高知県吾川郡いの町３８９５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

野犬等の保護、収容及
び動物愛護事業

株式会社　田邊工務店
環境事業部

高知県吾川郡いの町枝川６５２－２
４

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

事務職（住民課）（会
計年度任用職員）

日高村　役場 高知県高岡郡日高村本郷６１－１ 雇用・公災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

月給８１６７９円～
８４２０１円

時給
897円～
925円

生活支援員 社会福祉法人　ねはん
の会　障害福祉サービ
ス事業所　涅槃の家

高知県高知市春野町弘岡下２４５４
－２８

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

製造補助 （有）森澤食品 高知県土佐市高岡町丙６６６番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造補助及び販売業務 森の小さなお菓子屋さ
ん　和田真弥

高知県吾川郡いの町上八川甲１１６
０－２

労災

雇用期間の定めなし 不問

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

日給７０００円～
７０００円

月あたり
163,100円～
163,100円

製造作業員（ペットケ
ア用品「ネコ砂」の製
造）

株式会社　エスエス 高知県高岡郡日高村下分２５５６－
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

受付及びプール監視 高知中央西部焼却処理
事務組合

高知県土佐市北地２２９０ 
「土佐市北原クリーンセンター」

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

《急募》文旦の交配
（臨時）

種田　正 高知県土佐市積善寺１３３３ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給８０００円～
８０００円

13日間
104,000円～
104,000円

作業員 土佐総合青果（株） 高知県土佐市高岡町丙５９－１ 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

時給９８０円～
９８０円

月あたり
168,903円～
168,903円

配送（正社員） 株式会社　エッグメー
ル

高知県高知市春野町弘岡中１０３４
番地１５

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 キャリア形成

《急募》２ｔトラック
乗務員

神威陸送 高知県土佐市蓮池４３１ 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

看護師（正、准） 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

准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 090-3185-5258 （従業員数 23人 ）

正社員 39050- 1051611 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)10時00分～13時00分

950円～950円 (2)8時15分～17時15分

TEL 088-841-3105 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 1052911 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)5時15分～15時00分

187,000円～332,000円

TEL 088-852-1218 （従業員数 26人 ）

正社員 39050- 1053111 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)5時15分～15時00分

141,000円～156,000円

TEL 088-852-1218 （従業員数 26人 ）

正社員 39050- 1054711 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 088-893-1112 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 1055811 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

820円～820円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 1056211 就業場所 高知県高知市

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

139,000円～216,250円

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 1057511 就業場所

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- 1058411 就業場所 高知県土佐市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-894-5695 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 1059011 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

170,000円～230,000円

TEL 088-854-0080 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 1061111 就業場所

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)18時00分～5時00分

320,000円～450,000円 (2)8時00分～19時00分

(3)12時00分～23時00分

TEL 088-893-4580 （従業員数 22人 ）

正社員 39050- 1062711 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)8時00分～11時00分

830円～900円 (2)14時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 1030211 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.2

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

土木作業員 株式会社　大原 高知県土佐市家俊６５４－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

4月9日号

時給１０００円～
１５００円

月あたり
173,250円～
259,875円

プール管理・監視（臨
時）

公益財団法人　高知県
スポーツ振興財団

高知県高知市春野町芳原２４８５番
地

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

パン製造 （株）イワゴー 高知県土佐市高岡町甲１９７３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

サンドイッチ製造及び
接客

（株）イワゴー 高知県土佐市高岡町甲１９７３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

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
月以上）

不問

月給１３１９６１円～
１３９９０９円

時給
897円～
951円

事務 はるの総合労務管理セ
ンター　石川悠樹

高知県高知市春野町西分２６７８－
１

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

事務員（経理及び労
務）

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

簿記実務検定２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

溶接・機械修理業務 有限会社　永和鉄工所 高知県高知市春野町西分１５８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給８０００円～
９５００円

月あたり
188,750円～
233,200円

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型トラック乗務員
（長距離）関西・東
海・関東方面

（株）県運 高知県吾川郡いの町内野南町８８ 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 法令の規定に

より年齢制限
がある

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２－４ー
３

労災

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）


