
年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

変形（１年単位） 大型自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 2人 ）

正社員 39050- 2499091 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 20人 ）

正社員 39050- 2501291 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 34人 ）

正社員 39050- 2491691 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

（従業員数 28人 ）

正社員 39050- 2492991 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 32人 ）

正社員 39050- 2493491 就業場所高知県高知市

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 16人 ）

正社員以外 39050- 2494791 就業場所

月給 変形（１年単位）
44歳以下 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 19人 ）

正社員 39050- 2495891 就業場所

月給 変形（１年単位）
40歳以下 (1) 8時00分～16時35分

（従業員数 24人 ）

正社員 39050- 2498191 就業場所

月給
不問 (1) 8時20分～17時20分

(2) 9時10分～18時10分
(3) 8時50分～16時00分

（従業員数 12人 ）

正社員 39050- 2483691 就業場所

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 259人 ）

正社員以外 39050- 2484991 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）

正社員 39050- 2485491 就業場所

18歳以上 (1)21時00分～ 6時00分

（従業員数 41人 ）

パート労働者 39050- 2486791 就業場所

時給
不問 (1)15時00分～19時00分

（従業員数 150人 ）

パート労働者 39050- 2489591 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～15時00分

(2)17時00分～22時30分

（従業員数 17人 ）

パート労働者 39050- 2490391 就業場所

月給
不問 (1) 7時30分～16時00分

(2) 8時30分～17時00分
(3)10時00分～18時30分

（従業員数 75人 ）

正社員 39050- 2478791 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
不問 (1) 7時30分～16時30分

(2) 9時30分～18時30分
(3)11時00分～20時00分

（従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 2479891 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時30分

(2) 8時30分～15時00分

（従業員数 3人 ）

正社員 39050- 2480191 就業場所

一般事務 日建リース工業株式
会社　高知営業所

高知県高岡郡日高村下分字清水
３７０８

雇用・労
災・健康・
厚生167,000円～

198,500円
雇用期間の定めなし

介護職員 有限会社　キラリ 高知県高岡郡日高村下分２７２
－２

労災

800円～800円雇用期間の定めなし

看護助手 医療法人　仁新会
石川記念病院

吾川郡いの町波川７７ 雇用・労
災・健康・
厚生123,000円～

135,000円
雇用期間の定めなし

調理及び接客 （有）大五郎 高知県土佐市高岡町乙３４７７
－３

労災

800円～1,100円雇用期間の定めなし

厨房業務 医療法人　広正会
井上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 労災

900円～900円雇用期間の定めなし

夜勤スタッフ （株）三陽荘 高知県土佐市宇佐町竜５０４－
１

雇用・労災

雇用期間の定めなし

日給７２４０円～
７２４０円

時給
1,034円～
1,034円

機械加工作業員 （有）徳弘鉄工 高知県土佐市高岡町丁１０１－
１

雇用・労
災・健康・
厚生170,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

（市）一般事務員（臨
時）

土佐市役所 高知県土佐市高岡町甲２０１７
－１

雇用・公
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

日給６８５１円～
６８５１円

20日間
137,020円～
137,020円

医療事務 株式会社　ニア
ファーマシー

高知県土佐市高岡町甲１８９４
－１０　　　　　　（土佐市民
病院前）

雇用・労
災・健康・
厚生135,000円～

144,000円
雇用期間の定めなし

組み立て工 有限会社　久保工作
所

高知県高知市春野町西諸木９８
６番地

雇用・労
災・健康・
厚生・財形180,000円～

260,000円
雇用期間の定めなし

仕上げ （株）コウカドゥ－ 高知県吾川郡いの町波川５９６ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形145,000円～

150,000円
雇用期間の定めなし

事務補助員　（総務課） 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）

日給７１００円～
７１００円

20日間
142,000円～
142,000円

営業 松井建材　有限会社 高知県土佐市高岡町甲１０８０
－１

雇用・労
災・健康・
厚生170,000円～

240,000円
雇用期間の定めなし

一般事務 松井建材　有限会社 高知県土佐市高岡町甲１０８０
－１

雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

170,000円
雇用期間の定めなし

営業 三和段ボール（株） 高知県高知市春野町弘岡上２０
０５－１

雇用・労
災・健康・
厚生175,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

事務職 国友商事　株式会社 高知県吾川郡いの町小川東津賀
才２０６－２

雇用・労
災・健康・
厚生175,000円～

220,000円
雇用期間の定めなし

８月２３日号

所在地・就業場所

運転手 山崎建材 高知県土佐市高岡町甲１２５３ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

日給８０００円～
９０００円

月あたり
185,600円～
208,800円
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月給
不問 (1) 8時35分～18時05分

（従業員数 4人 ）

正社員以外 39050- 2481091 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

（従業員数 85人 ）

正社員 39050- 2482391 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時20分～13時20分

（従業員数 12人 ）

パート労働者 39050- 2471591 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 (1) 7時00分～16時00分 介護福祉士

(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

（従業員数 13人 ）

正社員 39050- 2472191 就業場所高知県高知市

時給
不問 (1) 7時00分～16時00分

(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

（従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 2473091 就業場所

時給
不問 (1) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級

(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

（従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 2474391 就業場所

時給
不問

（従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 2476991 就業場所

ホームヘルパー２級
不問 (1) 8時00分～17時00分

(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 14人 ）

正社員以外 39050- 2477491 就業場所高知県高岡郡日高村

ケアメイト（介護員） 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・
厚生雇用期間の定めなし

時給９５０円～
９５０円

月あたり
165,680円～
165,680円

雑務（調理等） 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２４０
１－２

労災

780円～780円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護職員（日勤） 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２４０
１－２

労災

800円～820円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護職員 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２４０
１－２

雇用・労災

800円～820円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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２４０
１－２

雇用・労
災・健康・
厚生160,000円～

173,000円
雇用期間の定めなし

調剤薬局事務 株式会社　ニア
ファーマシー

高知県土佐市高岡町甲１８９４
－１０　　　　　　（土佐市民
病院前）

雇用・労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし

スナック菓子製造（幹部
候補）

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180,000円～

280,000円
雇用期間の定めなし

受付・医療事務 前田歯科医院 高知県高知市朝倉西町２丁目１
６番１２号　アーネスト針木２
１７

雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

180,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）


