
表

年齢・
就業時間

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

155,520円～159,360円

TEL 088-892-1201 （従業員数 36人 ）

正社員 39050-  902301 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

180,000円～190,000円 (2)8時30分～12時00分

TEL 088-856-8500 （従業員数 6人 ）

正社員 39050-  903601 就業場所

時給

不問 (1)8時00分～17時00分

800円～800円 (2)8時00分～12時00分

TEL 088-894-4561 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050-  909201 就業場所 高知県高知市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-894-6840 （従業員数 22人 ）

正社員 39050-  910001 就業場所

交替制あり
不問 (1)8時30分～17時15分

TEL 088-893-1370 （従業員数 15人 ）

正社員以外 39050-  895201 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問

160,000円～205,000円

TEL 088-892-4976 （従業員数 5人 ）

正社員 39050-  898301 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～17時30分

180,000円～230,000円 (2)9時00分～12時00分

(3)16時00分～9時00分

TEL 088-843-8833 （従業員数 9人 ）

正社員 39050-  899601 就業場所

時給

不問

800円～800円

TEL 088-867-2332 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050-  900501 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時30分～17時15分

TEL 088-852-2145 （従業員数 5人 ）

正社員以外 39050-  887201 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

140,000円～180,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～9時00分

TEL 088-893-0014 （従業員数 40人 ）

正社員 39050-  888501 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

149,500円～158,900円

TEL 088-852-2145 （従業員数 8人 ）

正社員以外 39050-  889001 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30分

250,000円～330,000円

TEL 088-894-2722 （従業員数 3人 ）

正社員 39050-  890901 就業場所

時給

不問 (1)6時00分～21時30分

800円～830円

TEL 088-893-5044 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050-  892401 就業場所

時給

不問 (1)6時00分～21時30分

800円～830円

TEL 088-893-5044 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050-  893701 就業場所 高知県高岡郡佐川町

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-855-1371 （従業員数 2人 ）

正社員以外 39050-  894801 就業場所 高知県高知市

農作業（生姜） やの一果彩　矢野弘 高知県土佐市宮ノ内６３７ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給１０００円～
１０００円

5日間
40,000円～
40,000円

製造・販売（佐川店） ほっかほっか亭　伊野
店

高知県吾川郡いの町公園町２９ 労災

雇用期間の定めなし 不問

製造・販売（伊野店） ほっかほっか亭　伊野
店

高知県吾川郡いの町公園町２９ 労災

雇用期間の定めなし 不問

建築技術者 有限会社　創栄工務店 高知県高知市春野町西分２０２８－
２

雇用・労災・
健康・厚生

二級建築士

２級建築施工管理技
士雇用期間の定めなし 定年を上限

事務及び社会福祉業務 社会福祉法人　土佐市
社会福祉協議会

高知県土佐市高岡町乙３４５１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉士

精神保健福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職員 医療法人　光生会　森
木病院

高知県吾川郡いの町３６７４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

運営スタッフ 社会福祉法人　土佐市
社会福祉協議会

高知県土佐市高岡町乙３４５１－１ 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６９４４円～
６９４４円

月あたり
140,963円～
140,963円

製造補助及び販売業務 森の小さなお菓子屋さ
ん　和田真弥

高知県吾川郡いの町上八川甲１１６
０－２

労災

雇用期間の定めなし 不問

看護師（正・准） （医）勝真会　こうな
い坂医院

高知県高知市朝倉丙１９１７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 不問

訪問介護 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

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 不問

郵便外務作業（小川郵
便局）

日本郵便株式会社　伊
野郵便局

高知県吾川郡いの町幸町６ 雇用・労災・
健康・厚生

自動二輪車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給８９０円～
８９０円

月あたり
142,400円～
142,400円

建設作業員 株式会社　レボテッ
ク・クリーン

高知県高知市春野町西分１７９４番
地２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給８０００円～
１５０００円

月あたり
184,800円～
346,500円

農作業 細川　幸穀 高知県高知市春野町弘岡上２８８６ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

配送 清和アグリス株式会社 高知県高知市春野町芳原２１７８番
地

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.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

家庭紙製造（加工・梱
包）

四国特紙（株） 高知県吾川郡いの町４０１３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問
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裏

年齢・
就業時間

月給 変形（1年単位）
18歳～44歳 (1)7時00分～15時00分

166,000円～193,000円 (2)15時00分～23時00分
(3)23時00分～7時00分

TEL 088-852-2161 （従業員数 38人 ）

正社員 39050-  884401 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
18歳～44歳 (1)8時00分～16時30分

162,000円～183,000円 (2)16時00分～0時30分
(3)0時00分～8時30分

TEL 0889-24-5200 （従業員数 57人 ）

正社員 39050-  885701 就業場所

変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

TEL 088-894-2410 （従業員数 25人 ）

正社員 39050-  886801 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時30分

180,000円～220,000円

TEL 088-854-0521 （従業員数 214人 ）

正社員 39050-  859901 就業場所

変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

TEL 088-892-0092 （従業員数 13人 ）

正社員 39050-  862201 就業場所

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-855-0791 （従業員数 73人 ）

正社員 39050-  863501 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～16時00分

230,000円～300,000円

TEL 0889-24-7711 （従業員数 64人 ）

正社員以外 39050-  865301 就業場所

不問 (1)8時30分～15時30分

TEL 0889-24-6210 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050-  866601 就業場所 高知県高岡郡日高村

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-894-5695 （従業員数 6人 ）

正社員 39050-  867901 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)7時00分～16時00分
850円～1,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 090-4508-7176 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  868101 就業場所 高知県高知市

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～17時00分

800円～1,000円

TEL 0889-20-1616 （従業員数 50人 ）

パート労働者 39050-  870201 就業場所

時給

不問 (1)7時30分～9時00分
790円～1,100円 (2)9時00分～12時00分

(3)17時00分～19時30分
TEL 088-897-0011 （従業員数 16人 ）

パート労働者 39050-  872001 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

送迎運転手 学校法人日吉学園　と
さ自由学校

高知県吾川郡　いの町勝賀瀬４３８
７

雇用・労災 大型自動車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職員 社会福祉法人　秋桜会 高知県高岡郡日高村沖名１番地 雇用・労災 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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 不問

溶接・機械修理業務 有限会社　永和鉄工所 高知県高知市春野町西分１５８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給８０００円～
９５００円

月あたり
189,550円～
234,150円

事務 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

月給１２１９００円～
１２１９００円

時給
923円～
923円

調理師 かもべ開発（株）グ
リーンフィールゴルフ
倶楽部

高知県高岡郡日高村大花１０００番
地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

型枠大工 株式会社　尾崎工務店 高知県土佐市家俊１５０１－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

２級型枠施工技能士

雇用期間の定めなし 不問

日給８０００円～
１００００円

月あたり
184,800円～
231,000円

事務 株式会社　尾崎製紙所 高知県吾川郡いの町加田６３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

日給６０００円～
６４６５円

月あたり
139,200円～
149,988円

営業 三昭紙業　株式会社 高知県土佐市北地２４２４－７ 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

農業機械部品製造 （有）森岡製作所 高知県高知市春野町西分１１２７－
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

日給５８００円～
６３６３円

月あたり
135,140円～
148,257円

仕上げ作業員 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 キャリア形成

　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

作業員（原紙製造） 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
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