
表

年齢・
就業時間

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時45分～16時45分

160,000円～172,000円

TEL 088-850-2385 （従業員数 14人 ）

正社員以外 39050- 1396211 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)10時00分～17時00分

850円～900円

TEL 088-803-9888 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 1397511 就業場所 高知県土佐市

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

223,200円～263,200円

TEL 0887-52-8166 （従業員数 3人 ）

正社員 39050- 1392911 就業場所 高知県香美市

月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

163,000円～200,000円 (2)9時00分～13時00分

TEL 088-852-0161 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 1393111 就業場所

時給

59歳以下

950円～1,100円

TEL 088-852-0161 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 1394711 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～17時30分

900円～1,000円

TEL 088-894-6611 （従業員数 180人 ）

パート労働者 39050- 1395811 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～17時00分

815円～870円

TEL 088-852-3121 （従業員数 905人 ）

パート労働者 39050- 1384911 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時00分～15時00分

795円～795円 (2)9時00分～16時00分

TEL 088-852-3121 （従業員数 905人 ）

パート労働者 39050- 1385111 就業場所 高知県高知市

時給 交替制あり
不問 (1)11時00分～14時00分

2,055円～2,055円 (2)8時30分～15時30分

TEL 088-894-5335 （従業員数 128人 ）

パート労働者 39050- 1386711 就業場所 高知県高知市

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～310,000円

TEL 088-844-9025 （従業員数 0人 ）

正社員 39050- 1387811 就業場所 高知県高知市

時給

不問

1,200円～1,500円

TEL 088-844-9025 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050- 1388211 就業場所 高知県高知市

時給

不問

800円～880円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 1389511 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～280,000円

TEL 088-893-4580 （従業員数 22人 ）

正社員 39050- 1390311 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)9時00分～14時00分

800円～950円

TEL 0887-52-8166 （従業員数 14人 ）

パート労働者 39050- 1391611 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

44歳以下 (1)8時30分～17時30分

160,000円～180,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 36人 ）

正社員 39050- 1381011 就業場所 高知県高知市

育苗及び管理 （有）清和ファーム 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

調理員 株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川６６４－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

自動車整備・回送業務 （株）県運 高知県吾川郡いの町内野南町８８ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

二級自動車整備士
雇用期間の定めなし 定年を上限

作業員（農業） 横山農園（横山美保） 高知県高岡郡日高村沖名５１０１ その他

雇用期間の定めなし 不問

看護業務（訪問看護） 合同会社　ＭＡＲＯ 高知県高知市朝倉丙１６３６番地５
７

労災 看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護業務（訪問看護） 合同会社　ＭＡＲＯ 高知県高知市朝倉丙１６３６番地５
７

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

看護パート（本校） 高知県立高知若草特別
支援学校

高知県高知市春野町弘岡下２９８０
－１

労災 看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

総菜係【週３０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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

レジ係【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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

運転手 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

歯科助手 塩田歯科 高知県土佐市高岡町乙３５２３－６ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科助手 塩田歯科 高知県土佐市高岡町乙３５２３－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（正） 株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川６６４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 不問

事務 合同会社　グローバル
ライフ

高知県土佐市高岡町甲３４７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問
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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

支援業務 社会福祉法人　太陽福
祉会

高知県土佐市波介１２７６－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問
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裏

年齢・
就業時間

月給

35歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～230,000円

TEL 088-855-7778 （従業員数 16人 ）

正社員 39050- 1382311 就業場所

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-867-2544 （従業員数 20人 ）

正社員 39050- 1368911 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00分～17時00分

180,000円～270,000円

TEL 080-6385-0443 （従業員数 2人 ）

正社員 39050- 1369111 就業場所 高知県高知市

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

TEL 080-6385-0443 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 1371511 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時30分～15時30分

950円～950円

TEL 088-841-3105 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 1372411 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)10時00分～14時00分

950円～950円 (2)8時30分～15時30分

TEL 088-841-3105 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 1373011 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

154,000円～182,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)8時00分～18時00分
TEL 088-852-3121 （従業員数 905人 ）

正社員 39050- 1374311 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～170,000円

TEL 088-852-7774 （従業員数 53人 ）

正社員 39050- 1375611 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)9時00分～17時00分

TEL 088-852-7603 （従業員数 246人 ）

パート労働者 39050- 1376911 就業場所

時給

59歳以下

1,300円～1,500円

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

パート労働者 39050- 1377111 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

232,000円～350,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 1378711 就業場所

変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 1379811 就業場所

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)8時00分～16時40分

145,000円～155,000円 (2)16時00分～0時40分

(3)0時40分～8時40分
TEL 088-852-4800 （従業員数 37人 ）

正社員 39050- 1380411 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

加工作業員 （株）ヒカリ加工 高知県土佐市用石１０５８ 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

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１００００円～
１４０００円

月あたり
231,000円～
323,400円

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

２級土木施工管理技
士

雇用期間の定めなし 定年を上限

正看護師（病棟勤務：
パート）

医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 労災 看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

定年を上限

一般事務職員（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・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

月給１３１９６１円～
１３９９０９円

時給
942円～
999円

物流業務 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

フォークリフト運転
技能者

準中型自動車免許
雇用期間の定めなし キャリア形成

青果係（正社員） 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

プール管理・監視（臨
時）（２）

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

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

プール管理・監視（臨
時）（１）

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

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

鳶職 株式会社　嶋岡組 高知県高知市春野町平和４５７番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

日給８０００円～
１２０００円

時給
1,142円～
1,714円

鳶職 株式会社　嶋岡組 高知県高知市春野町平和４５７番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員（見習い
可）

国友商事　株式会社 高知県吾川郡いの町小川東津賀才２
０６－２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

日給７３００円～
１２０００円

月あたり
168,630円～
277,200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

作業員 （株）アールズ 高知県高知市春野町東諸木３３４６
番地１

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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（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。
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