
表

年齢・
就業時間

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

178,000円～265,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

正社員 39050- 3242521 就業場所高知県高知市

時給

不問 (1)8時30分～12時30分

976円～1,159円 (2)8時30分～16時15分

TEL 088-893-1922 （従業員数 23人 ）

パート労働者 39050- 3243421 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

155,200円～155,200円

TEL 088-894-2335 （従業員数 92人 ）

正社員 39050- 3239121 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

170,000円～250,000円

TEL 088-894-2335 （従業員数 92人 ）

正社員 39050- 3240821 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

157,000円～176,000円

TEL 088-852-7774 （従業員数 60人 ）

正社員 39050- 3241221 就業場所高知県高岡郡日高村

不問 (1)8時25分～16時55分

TEL 088-894-2308 （従業員数 68人 ）

パート労働者 39050- 3229621 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～16時30分

150,400円～170,200円 (2)12時00分～20時00分

TEL 088-892-1555 （従業員数 59人 ）

正社員 39050- 3230021 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～230,760円

TEL 088-672-7130 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 3231721 就業場所徳島県板野郡板野町 拠出

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～40歳 (1)9時00分～17時30分

183,000円～303,000円 (2)17時00分～9時30分

TEL 080-7837-3002 （従業員数 50人 ）

正社員 39050- 3232821 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

232,000円～350,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 3233221 就業場所

変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 3234521 就業場所

時給

不問 (1)11時30分～16時00分

890円～1,000円 (2)8時00分～16時00分

(3)10時30分～18時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 3235421 就業場所高知県土佐市

時給

不問 (1)8時00分～12時00分

860円～860円

TEL 088-843-5550 （従業員数 57人 ）

パート労働者 39050- 3237621 就業場所高知県高知市

時給

不問 (1)8時00分～15時00分

870円～870円

TEL 088-843-5550 （従業員数 57人 ）

パート労働者 39050- 3238921 就業場所高知県高知市

時給

59歳以下

900円～1,200円

TEL 088-852-2240 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 3219421 就業場所高知県土佐市 厚生

調剤事務及び補助 株式会社あいファーマ
シー　たかおか薬局

高知県土佐市高岡町甲２１９０－１ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

水産係（業務用食品
スーパー朝倉店）【週
５日（週３０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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

惣菜係（朝倉店）【週
５日（週２０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

ホール・キッチンス
タッフ

企業組合　アルバトー
ザ

高知県土佐市新居３８－３３　新居
地区観光交流施設「南風」２Ｆ

労災

雇用期間の定めなし 不問

土木作業員 中田建機　有限会社 高知県吾川郡いの町大森９１－９ 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１０，０００円～
１４，０００円

月あたり
231,000円～
323,400円

土木施工管理技術者 中田建機　有限会社 高知県吾川郡いの町大森９１－９ 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

正・准看護師（正社
員）

医療法人　博恵会　町
田整形外科

高知県吾川郡いの町天王南１丁目６
－３

雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし キャリア形成

機材管理員 関西仮設　株式会社 高知県土佐市用石６５５‐７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

フォークリフト運転
技能者

雇用期間の定めなし キャリア形成

作業員 ダイレイ（株） 高知県吾川郡いの町波川１８４６ 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

事務補助（会計年度任
用職員）

高知県立春野高等学校 高知県高知市春野町弘岡下３８６０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

月給１１８，３２０円～
１２６，０００円

時給
946円～
1,007円

購買・物流業務【１月
１４日面接・相談会】

テクノヒロセ　株式会
社

高知県高岡郡日高村下分２７７－２
清水工業団地

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

スナック菓子製造・検
査・清掃スタッフ【１
月２４日面接会】

菊屋　株式会社 高知県高知市春野町西分８９７ 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

包装、検査作業スタッ
フ【１月２４日面接
会】

菊屋　株式会社 高知県高知市春野町西分８９７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

学習支援員 いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 労災 小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

中学校教諭免許（専
修・１種・２種）日雇（日々雇用または１ヶ

月未満）
不問

高等学校教諭免許
（専修・１種）

　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

介護支援専門員 合同会社　ＭＡＲＯ 高知県高知市朝倉丙１６３６番地５
７

雇用・労災・
健康・厚生

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

12月23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

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

196,900円～233,400円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

TEL 088-828-7997 （従業員数 380人 ）

正社員 39050- 3221121 就業場所高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

184,100円～194,600円 (2)7時30分～16時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 088-828-7997 （従業員数 170人 ）

正社員 39050- 3222021 就業場所高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

200,000円～250,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 15人 ）

正社員 39050- 3223721 就業場所高知県土佐市

時給

不問

900円～900円

TEL 088-893-1124 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 3224821 就業場所

時給

不問

900円～900円

TEL 088-893-1124 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 3225221 就業場所

変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 1人 ）

正社員 39050- 3226521 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

205,000円～260,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 088-892-4976 （従業員数 19人 ）

正社員 39050- 3227421 就業場所高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時30分～16時30分

TEL 088-893-1117 （従業員数 28人 ）

パート労働者 39050- 3216821 就業場所

時給

59歳以下 (1)9時00分～17時30分

900円～1,000円 (2)8時30分～17時00分

TEL 088-891-6565 （従業員数 50人 ）

パート労働者 39050- 3217221 就業場所高知県吾川郡いの町

月給

不問 (1)8時30分～17時00分

143,400円～183,200円

TEL 088-892-0548 （従業員数 68人 ）

正社員以外 39050- 3218521 就業場所

　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

事務補助（臨時） 高知県立　伊野商業高
等学校

高知県吾川郡いの町３３２－１ 労災

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

不問

介護スタッフ（デイ
サービス）

医療法人　博恵会　町
田整形外科

高知県吾川郡いの町天王南１丁目６
－３

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めなし 定年を上限

事務補助員 いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・公災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給６，２８３円～
６，６６２円

時給
897円～
951円

ケアマネ兼介護職（小
規模多機能型居宅寿幸
園）

社会福祉法人　伊野福
祉会

高知県吾川郡いの町波川５６０番２ 雇用・労災・
健康・厚生

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 （有）森下鉄工所 高知県高岡郡日高村本郷２２９－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給７，０００円～
１１，０００円

月あたり
154,000円～
242,000円

調査部門（２／１～３
／３１）

伊野税務署 高知県吾川郡いの町幸町５番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

調査部門（２／１～３
／１５）

伊野税務署 高知県吾川郡いの町幸町５番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

大型長距離運転手 （有）新友運輸 高知県土佐市用石１９０－１ 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 不問

保育士 社会福祉法人　土佐市
社会福祉事業団

高知県土佐市高岡町甲１７９２－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

保育士

雇用期間の定めなし 定年を上限

　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

看護師又は准看護師 社会福祉法人　土佐市
社会福祉事業団

高知県土佐市高岡町甲１７９２－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

12月23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）


