
表

年齢・
就業時間

時給 交替制あり
不問 (1)12時00分～18時00分

976円～1,043円

TEL 088-852-7610 （従業員数 26人 ）

パート労働者 39050-  623631 就業場所 高知県土佐市

月給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

160,000円～160,000円 (2)11時00分～19時30分

(3)14時00分～22時00分

TEL 088-891-5300 （従業員数 5人 ）

正社員以外 39050-  626031 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

160,000円～160,000円 (2)14時00分～22時00分

TEL 088-891-5300 （従業員数 5人 ）

正社員以外 39050-  627831 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

228,200円～307,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050-  628231 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)9時00分～17時30分

145,000円～145,000円

TEL 088-852-2506 （従業員数 30人 ）

正社員 39050-  629531 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時30分～17時00分

220,000円～350,000円

TEL 088-852-2506 （従業員数 6人 ）

正社員 39050-  630331 就業場所

フレックス
59歳以下 (1)8時00分～16時30分

TEL 088-894-2321 （従業員数 38人 ）

正社員 39050-  631631 就業場所 鳥取県米子市

フレックス
59歳以下 (1)8時00分～16時30分

TEL 088-894-2321 （従業員数 38人 ）

正社員 39050-  632931 就業場所 鳥取県米子市

月給

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

230,000円～320,000円

TEL 088-855-3727 （従業員数 16人 ）

正社員 39050-  633131 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時40分～17時00分

146,000円～146,000円 (2)8時40分～12時00分

TEL 088-852-6053 （従業員数 3人 ）

正社員 39050-  634031 就業場所

月給 変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時30分～17時00分

200,000円～350,000円

TEL 088-852-2506 （従業員数 6人 ）

正社員 39050-  635831 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時40分～17時00分

160,000円～160,000円 (2)8時40分～12時00分

TEL 088-852-6053 （従業員数 3人 ）

正社員 39050-  637531 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

195,000円～233,000円

TEL 088-852-7774 （従業員数 163人 ）

正社員 39050-  638431 就業場所 高知県土佐市

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

161,300円～161,300円

TEL 0889-24-6210 （従業員数 8人 ）

正社員以外 39050-  614331 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～16時30分

135,500円～168,800円 (2)9時00分～17時00分

(3)9時15分～17時15分

TEL 088-892-0515 （従業員数 11人 ）

正社員以外 39050-  616931 就業場所 高知県吾川郡いの町

事務補助 社会福祉法人　いの町
社会福祉協議会

高知県吾川郡いの町１４００番地
すこやかセンター伊野内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

業務事務　（会計年度
任用職員）

公益財団法人　エコサ
イクル高知

高知県高岡郡日高村本村字焼坂６５
９番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

生産技術 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 キャリア形成

経理業務 有限会社　靖コンサル
夕ント

高知県土佐市高岡町丙１５７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記３級

雇用期間の定めなし 定年を上限

給湯器及び太陽光発電
の取付工事【３月１４
日面接・相談会】

有限会社Ｅシステム
サービス

高知県土佐市蓮池２１７１ー１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務 有限会社　靖コンサル
夕ント

高知県土佐市高岡町丙１５７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業職 株式会社和泉塗装 高知県高知市春野町弘岡中２４５３
－５

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

＊マシン増設に伴う増
員＊電気設備技術ス
タッフ【正社員】

ニッポン高度紙工業株
式会社

高知県高知市春野町弘岡上６４８番
地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

その他１８０，０００円～
３１０，０００円

月額
180,000円～
310,000円

総務スタッフ【正社
員】

ニッポン高度紙工業株
式会社

高知県高知市春野町弘岡上６４８番
地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

その他２１０，０００円～
３１０，０００円

月額
210,000円～
310,000円

電気工事【３月１４日
面接・相談会】

有限会社Ｅシステム
サービス

高知県土佐市蓮池２１７１ー１ 雇用・労災・
健康・厚生

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし 定年を上限

　営業【３月１４日面
接・相談会】

（株）電温 高知県土佐市蓮池２１７１番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

正看護師（病棟勤務：
中途採用）

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

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

指導員兼事務職員（青
少年の家）

特定非営利活動法人
高知県青年会館

高知県吾川郡いの町天王北１丁目１
４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

体育施設指導員兼事務
職員

特定非営利活動法人
高知県青年会館

高知県吾川郡いの町天王北１丁目１
４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

　週間最新求人情報            Ｎo.44

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

受付及びプール監視
（６時間）【会計年度
任用職員】

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

　2月17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

不問 (1)12時30分～21時00分

(2)10時30分～19時00分

TEL 088-852-7610 （従業員数 14人 ）

パート労働者 39050-  617131 就業場所 高知県土佐市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

(2)8時00分～17時00分

TEL 088-852-0308 （従業員数 21人 ）

正社員 39050-  618031 就業場所

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～16時00分

(2)7時30分～16時30分

(3)8時30分～17時30分

TEL 088-828-5252 （従業員数 7人 ）

正社員以外 39050-  619831 就業場所 高知県土佐市

時給

不問

950円～1,200円

TEL 090-4508-7176 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050-  609931 就業場所 高知県高知市

18歳以上 (1)21時00分～5時30分

TEL 088-892-0641 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050-  610231 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

146,000円～146,000円

TEL 088-828-5220 （従業員数 9人 ）

正社員 39050-  565531 就業場所

時給

不問

860円～900円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050-  591431 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

189,160円～279,600円

TEL 088-672-7130 （従業員数 8人 ）

正社員 39050-  593331 就業場所 徳島県板野郡板野町 拠出

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)8時00分～16時00分

157,000円～176,000円 (2)16時00分～0時00分

(3)0時00分～8時00分

TEL 088-852-7774 （従業員数 6人 ）

正社員 39050-  549531 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-  550331 就業場所

月給

30歳以下 (1)8時00分～17時00分

234,000円～312,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 7人 ）

正社員 39050-  551631 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-852-3116 （従業員数 9人 ）

正社員 39050-  554031 就業場所 高知県土佐市

月給

18歳以上 (1)5時00分～12時00分

180,000円～220,000円 (2)3時00分～12時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 8人 ）

正社員 39050-  555831 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

運転手 高知クリーンサービス
社

高知県高知市春野町弘岡中６０３ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

８トン限定中型自動
車免許雇用期間の定めなし 法令の規定に

より年齢制限
がある

作業員 有限会社　石元組 高知県土佐市高岡町乙１３９８番地
４

雇用・労災・
健康・厚生

２級土木施工管理技
士

大型自動車免許
雇用期間の定めなし 不問

大型特殊自動車免許

日給１０，０００円～
１２，５００円

月あたり
232,000円～
290,000円

測量・調査 有限会社　ジオイド 高知県吾川郡いの町枝川７７６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

測量士

測量士補
雇用期間の定めなし キャリア形成

購買・物流業務【３月
１０日・２１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

作業員（加工）【３月
１０日・２１日面接・
相談会】

廣瀬製紙株式会社　ナ
ノシア工場

高知県高岡郡日高村下分２７７－４
－２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

企画営業 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

型枠支保工の組立て
等作業主任者

足場の組立て等作業
主任者雇用期間の定めなし 定年を上限

農作業 矢野　恒夫 高知県高知市春野町西畑１０３８ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

制作オペレーター （有）カリヤテント 高知県土佐市波介１８７８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

夜勤職員 医療法人　仁新会　石
川記念病院

高知県吾川郡いの町波川７７ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

その他７，７００円～
７，７００円

時給
856円～
856円

農作業 土居農園　土居聖也 高知県高知市春野町南ケ丘７丁目１
５－１４

労災

雇用期間の定めなし 不問

職業指導員（カトレ
ア）（臨時職員）

社会福祉法人　土佐厚
生会

高知県土佐市波介１２４４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

日給７，２００円～
７，２００円

月あたり
179,080円～
179,080円

荷造り配送員 （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

５トン限定準中型自
動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

時給８５３円～
８５３円

月あたり
147,398円～
147,398円

　週間最新求人情報            Ｎo.44

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

受付及びプール監視
【会計年度任用職員】

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」

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

　2月17日号

月給１５３，７７４円～
１６４，３２２円

時給
976円～
1,043円

℡ 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）


