
表

年齢・
就業時間

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

正社員以外 39050-  996431 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

64歳以下 (1)8時30分～17時15分

218,682円～250,000円

TEL 088-856-1069 （従業員数 20人 ）

正社員 39050-  997731 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

175,000円～300,000円

TEL 088-852-1188 （従業員数 14人 ）

正社員 39050-  998331 就業場所

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-  988431 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給

不問 (1)8時30分～13時30分

870円～870円 (2)9時00分～14時00分

TEL 088-852-5322 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050-  990931 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
60歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,500円～220,500円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-894-6611 （従業員数 5人 ）

正社員 39050-  991131 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30分～17時00分

157,000円～180,000円

TEL 0889-20-1750 （従業員数 45人 ）

正社員 39050-  993831 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-  995531 就業場所 高知県土佐市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳～69歳 (1)7時00分～16時00分

943円～1,092円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 088-854-1520 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050-  978231 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

142,800円～173,200円 (2)6時30分～15時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 080-7992-4272 （従業員数 207人 ）

正社員 39050-  979531 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

162,000円～207,000円 (2)6時30分～15時30分

(3)10時30分～19時00分

TEL 080-7992-4272 （従業員数 207人 ）

正社員 39050-  980331 就業場所

月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～250,000円

TEL 088-892-0134 （従業員数 3人 ）

正社員 39050-  981631 就業場所

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-  983131 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

160,000円～200,000円

TEL 088-842-4522 （従業員数 42人 ）

正社員 39050-  984031 就業場所

40歳以下 (1)8時30分～17時00分

TEL 088-852-5593 （従業員数 2人 ）

正社員 39050-  985831 就業場所 高知県土佐市

刃物製造 有限会社　土佐超硬 高知県土佐市用石１３５８－１ 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～
１３，０００円

月あたり
200,000円～
260,000円

一般事務 （株）大谷興産 高知県高知市春野町内ノ谷２１６６
－１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

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
月以上）

不問

機械加工 株式会社　丁野製作所 高知県吾川郡いの町４２６０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

栄養士 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

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

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

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（グループホー
ム「すずらん」）

（有）三愛商事 高知県土佐市高岡町甲１６８４ 
�

労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

倉庫内作業、物流担当 フソー化成　株式会社 高知県高岡郡日高村下分３７０２－
１７

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

介護支援専門員（居宅
介護支援事業所）

医療法人　永島会　永
井病院

高知県高知市春野町西分２０２７－
３

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

清掃 ビジネスイン土佐 高知県土佐市高岡町甲１９７５－１
５

労災

雇用期間の定めなし 不問

農作業 日高みよし農園 高知県高岡郡日高村大花５７９ 労災

雇用期間の定めなし 不問

溶接業務・機械組立
《経験者》

株式会社　西原鉄工所 高知県土佐市高岡町甲８９５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

特別支援学校教諭 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

特別支援学校教諭免
許（専修・１種・２
種）

雇用期間の定めなし 定年を上限

　週間最新求人情報            Ｎo.48

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

農作業 池澤　秀幸 高知県吾川郡いの町枝川２７８５ その他

雇用期間の定めなし 不問

　3月17日号

時給９００円～
１，０００円

月あたり
151,200円～
168,000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）



裏

年齢・
就業時間

時給

不問 (1)8時00分～16時00分

860円～860円

TEL 0889-22-4411 （従業員数 69人 ）

パート労働者 39050-  987531 就業場所 高知県高岡郡佐川町

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-  977831 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)7時30分～15時30分

TEL 088-852-7603 （従業員数 466人 ）

パート労働者 39050-  965631 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時15分～15時00分

TEL 088-852-7603 （従業員数 466人 ）

パート労働者 39050-  966931 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時15分～15時45分

TEL 088-852-7603 （従業員数 28人 ）

パート労働者 39050-  967131 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)10時00分～18時00分

TEL 0889-24-5115 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050-  968031 就業場所 高知県高岡郡日高村

不問 (1)8時30分～16時30分

(2)9時15分～17時15分

TEL 088-867-2300 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050-  970431 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳～69歳 (1)17時00分～9時00分

975円～1,114円

TEL 088-854-1520 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050-  971731 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)9時30分～18時00分

149,000円～190,000円

TEL 088-893-2866 （従業員数 3人 ）

正社員 39050-  972331 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

145,000円～145,000円

TEL 088-831-7939 （従業員数 10人 ）

正社員以外 39050-  947431 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時30分～15時00分

880円～940円

TEL 088-852-0307 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050-  949331 就業場所

月給

18歳～35歳

192,000円～205,200円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 25人 ）

正社員 39050-  950131 就業場所 高知県高知市

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-894-2766 （従業員数 3人 ）

正社員 39050-  951031 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

土木作業員 有限会社　竹村建設 高知県高知市春野町森山２１９１ 雇用・労災・
健康・厚生

車両系建設機械（基
礎工事用）運転技能
者

雇用期間の定めなし 不問

日給１１，０００円～
１３，０００円

月あたり
253,000円～
299,000円

牧場管理 有限会社　川渕牧場 高知県高知市針木西１３２３番地 雇用・労災・
健康・厚生・
その他

５トン限定準中型自
動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形成

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 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 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

美容師 ヘアメイク　ルトゥ－
ル

高知県吾川郡いの町駅前町２１５ 雇用・労災 美容師

雇用期間の定めなし 不問

夜間介護職（グループ
ホーム「すずらん」）

（有）三愛商事 高知県土佐市高岡町甲１６８４ 
�

労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務補助員（吾北総合
支所住民福祉課）

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１３５，５７４円～
１４３，５２２円

時給
922円～
976円

放課後子どもプラン
コーディネーター【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・
健康・厚生

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

月以上）

不問

高等学校教諭免許
（専修・１種）

月給１３５，５７４円～
１３９，６３８円

時給
922円～
950円

学校給食調理員（会計
年度任用職員パートタ
イム）

土佐市役所 高知県土佐市高岡町甲２０１７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給５，９９４円～
６，３４６円

時給
922円～
976円

特別支援教育支援員
（会計年度任用職員
パートタイム）

土佐市役所 高知県土佐市高岡町甲２０１７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

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）

日給５，８５８円～
６，８２７円

時給
976円～
1,137円

事務補助兼用務員（会
計年度任用職員パート
タイム）

土佐市役所 高知県土佐市高岡町甲２０１７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給６，４５５円～
６，８３４円

時給
922円～
976円

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.48

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

青果係（佐川店）【週
５日（週３５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

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

不問

　3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）


