
表

年齢・
就業時間

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～16時55分

148,415円～148,415円

TEL 088-892-1195 （従業員数 29人 ）

正社員 39050-  784831 就業場所

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～16時55分

153,808円～190,720円

TEL 088-892-1144 （従業員数 13人 ）

正社員 39050-  785231 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給

不問

2,500円～2,500円

TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

パート労働者 39050-  786531 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

145,000円～145,000円

TEL 088-841-4723 （従業員数 27人 ）

正社員 39050-  794531 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

175,000円～175,000円

TEL 088-856-0171 （従業員数 19人 ）

正社員 39050-  804031 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

160,500円～160,500円 (2)12時30分～21時15分

TEL 088-841-3105 （従業員数 5人 ）

正社員以外 39050-  814231 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

162,000円～192,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時30分～19時30分

TEL 088-894-6800 （従業員数 11人 ）

正社員 39050-  815531 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

205,800円～329,600円

TEL 0889-24-7785 （従業員数 40人 ）

正社員 39050-  819631 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)13時30分～17時30分

925円～1,120円 (2)14時00分～18時00分

TEL 0889-24-5551 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050-  822231 就業場所

時給

18歳以上

1,000円～1,240円

TEL 088-852-2277 （従業員数 40人 ）

パート労働者 39050-  823531 就業場所 高知県須崎市

時給

不問 (1)8時30分～12時30分

2,500円～2,500円

TEL 080-7992-4272 （従業員数 207人 ）

パート労働者 39050-  828931 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～360,000円

TEL 088-891-6444 （従業員数 20人 ）

正社員 39050-  830831 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～360,000円

TEL 088-891-6444 （従業員数 20人 ）

正社員 39050-  831231 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～200,000円 (2)7時00分～15時00分

(3)15時00分～23時00分

TEL 088-852-2126 （従業員数 13人 ）

正社員 39050-  832531 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

220,000円～250,000円

TEL 088-855-5845 （従業員数 5人 ）

正社員 39050-  833431 就業場所 高知県土佐市

電気工事・配管工事
（見習い可）

株式会社浜田テクニカ
ルサービス

高知県土佐市高岡町丙５９５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

仕上げ工 コーシン製紙　株式会
社

高知県土佐市高岡町丙５０１ 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

土木技術者 （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

２級土木施工管理技
士

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木技術者 （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

２級土木施工管理技
士

雇用期間の定めなし 定年を上限

薬剤師　（土曜日のみ
勤務）

医療法人　恕泉会　リ
ハビリテーション病院
すこやかな杜

高知県高知市春野町芳原字北東原１
３１６－１

労災 薬剤師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

ホール係兼カウンター
係（パート・ディーボ
須崎店）

株式会社　ジムス 高知県土佐市高岡町甲２２１－１ 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

放課後児童育成 くさか児童クラブ 高知県高岡郡日高村本郷８９ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

正看護師 日高クリニック 高知県高岡郡日高村本郷滝ノ前７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士 社会福祉法人　やわら
き゛　グループホーム
萠

高知県高知市春野町西分２４０１－
２

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

施設管理・運営 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

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造工 有限会社　吉永鰹節店 高知県土佐市宇佐町宇佐１７０７－
６

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

倉庫業務 （株）マサキ・ウエル
フェア

高知県高知市春野町平和３３９３－
１１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

薬剤師（パートタイム
会計年度任用職員）

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

薬剤師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

加工機オペレーター兼
現場作業員（日高工
場）

和光製紙（株） 高知県吾川郡いの町３９３６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

　週間最新求人情報            Ｎo.46

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

仕上げ加工（本社） 和光製紙（株） 高知県吾川郡いの町３９３６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

　3月3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年単位）
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

300,000円～450,000円

TEL 088-869-2471 （従業員数 9人 ）

正社員 39050-  836631 就業場所

変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-869-2471 （従業員数 9人 ）

正社員 39050-  837931 就業場所

変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時40分～17時40分

TEL 088-850-2600 （従業員数 64人 ）

正社員以外 39050-  838131 就業場所 高知県土佐市

時給

不問

900円～900円

TEL 080-7992-4272 （従業員数 207人 ）

パート労働者 39050-  839031 就業場所 高知県高知市

44歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 30人 ）

正社員 39050-  840531 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

260,000円～260,000円

TEL 084-945-7755 （従業員数 7人 ）

正社員 39050-  841431 就業場所 高知県土佐市 拠出

月給 変形（1年単位）
59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-  843331 就業場所 徳島県板野郡板野町 拠出

40歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

TEL 090-4508-7176 （従業員数 6人 ）

正社員 39050-  712331 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)14時00分～18時00分

925円～1,120円 (2)13時00分～18時00分

TEL 0889-24-5115 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  713631 就業場所 高知県高岡郡日高村

不問

TEL 070-5689-8623 （従業員数 9人 ）

正社員以外 39050-    2930 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

200,000円～250,000円 (2)12時00分～21時00分

TEL 088-893-1023 （従業員数 16人 ）

正社員 39050-  705631 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

59歳以下 (1)6時30分～10時00分

900円～950円

TEL 088-893-1023 （従業員数 16人 ）

パート労働者 39050-  706931 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)8時30分～17時30分

180,000円～180,000円 (2)15時30分～9時00分

TEL 088-893-6411 （従業員数 3人 ）

正社員 39050-  708031 就業場所 高知県吾川郡いの町

　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

生活支援員 特定非営利活動法人
ら・ら・ら会

高知県吾川郡いの町６０３２番３ 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホテル朝食配膳 西川建設（株） 高知県吾川郡いの町鹿敷１３７９－
１

労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホテル接客 西川建設（株） 高知県吾川郡いの町鹿敷１３７９－
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 マルサ花卉農園株式会
社

高知県土佐市塚地２１２ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給８５３円～
９００円

25日間
85,300円～
168,750円

放課後子ども教室指導
員

日高村　役場 高知県高岡郡日高村本郷６１－１ 雇用・公災 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）雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）

不問

高等学校教諭免許
（専修・１種）

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

雇用・労災

雇用期間の定めなし キャリア形成

時給９５０円～
１，２００円

月あたり
186,200円～
235,200円

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 定年を上限

仮設施工管理技士 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

１級とび技能士

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

小型移動式クレーン
運転技能者

型枠大工 有限会社　恒石工務店 高知県吾川郡いの町枝川４１０２ 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７，０００円～
１６，０００円

月あたり
179,200円～
409,600円

調理 医療法人　恕泉会　リ
ハビリテーション病院
すこやかな杜

高知県高知市春野町芳原字北東原１
３１６－１

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

加工・検査業務（高岡
事業部）

株式会社土佐電子 高知県土佐市高岡町乙６１－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

時給９１０円～
９１０円

月あたり
148,206円～
148,206円

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～
１７，０００円

月あたり
231,000円～
392,700円
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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

１級土木施工管理技
士

２級土木施工管理技
士雇用期間の定めなし 定年を上限

　3月3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）


