
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 0人 ）

正社員以外 39050- 1157521 就業場所 高知県土佐市

時給

不問

900円～1,000円

TEL 090-7789-3157 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 1158421 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 090-7789-3157 （従業員数 6人 ）

正社員以外 39050- 1159321 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)8時00分～12時00分

1,000円～1,200円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050- 1160121 就業場所 高知県高知市

月給

59歳以下 (1)9時00分～18時30分

220,000円～270,000円

TEL 088-844-2415 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 1161021 就業場所 高知県高知市

月給 交替制あり
69歳以下 (1)6時00分～15時00分

150,000円～150,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分
TEL 088-856-0016 （従業員数 3人 ）

正社員 39050- 1155821 就業場所 高知県土佐市

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-892-1659 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 1156221 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)9時00分～17時00分

TEL 088-837-7075 （従業員数 5人 ）

正社員以外 39050- 1150621 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
21歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

145,000円～145,000円

TEL 088-852-6001 （従業員数 11人 ）

正社員 39050- 1151921 就業場所

時給

不問 (1)8時00分～12時30分

820円～1,100円

TEL 088-850-2385 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 1152121 就業場所 高知県高知市

月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

145,000円～195,000円

TEL 088-855-7232 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 1153021 就業場所 高知県高知市

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 090-4503-6831 （従業員数 3人 ）

正社員以外 39050- 1154721 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

177,000円～210,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 1148821 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-856-2422 （従業員数 31人 ）

正社員 39050- 1149221 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)17時00分～22時00分

1,250円～1,500円 (2)20時00分～3時00分

TEL 090-4789-1605 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 1137121 就業場所 高知県高岡郡日高村

　週間最新求人情報             Ｎo.2

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 松岡　鉄男 高知県土佐市西鴨地２０ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

　4月15日号

時給１，０００円～
１，０００円

18日間
144,000円～
144,000円

農作業 有限会社　森本果樹園 高知県吾川郡いの町小野１７５番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

農作業 有限会社　森本果樹園 高知県吾川郡いの町小野１７５番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

時給９００円～
１，２００円

月あたり
172,125円～
229,500円

農作業 株式会社　いわた農園 高知県高知市春野町東諸木６２４－
１

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

歯科衛生士 いしもと歯科クリニッ
ク

高知県高知市朝倉本町１丁目９－４
０

雇用・労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

石油販売員（市野々給
油所）

（有）浜田石油店 高知県土佐市宇佐町宇佐３１５９－
７９

雇用・労災・
健康・厚生

危険物取扱者（乙
種）

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 （有）諏訪建設 高知県吾川郡いの町枝川２８２６ 雇用・労災・
健康・厚生

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給１０，０００円～
１２，０００円

月あたり
227,000円～
272,400円

栄養士 エイト産業　株式会社 高知県高知市萩町１丁目６番３１号 雇用・労災・
健康・厚生

栄養士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

時給１，０００円～
１，０００円

月あたり
150,000円～
150,000円

教習指導員　候補生 （株）新土佐自動車学
校

高知県土佐市蓮池２０５７番地 雇用・労災・
健康・厚生

自動二輪車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

支援員（就労継続支援
Ｂ型）

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職 株式会社　ほのぼの 高知県高知市春野町東諸木３４１６
番地

雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修
修了者

介護福祉士
雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師

文旦の交配（臨時） 白木　克浩 高知県土佐市積善寺１８１ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給１，０００円～
１，０００円

14日間
112,000円～
112,000円

調理員 医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

船舶作業員 株式会社　龍生 高知県土佐市宇佐町宇佐２８２７番
地８

雇用・労災・
健康・厚生・
その他

雇用期間の定めなし 定年を上限

時給１，０００円～
１，３００円

月あたり
183,200円～
238,160円

茶加工等作業 農事組合法人　霧山茶
業組合

高知県高岡郡日高村柱谷３８２－２
３

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

℡ 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

不問 (1)8時00分～16時30分

TEL 000-000-0000 （従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 1138021 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～17時00分

160,000円～250,000円

TEL 088-852-1188 （従業員数 14人 ）

正社員 39050- 1139721 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～14時00分

850円～900円

TEL 088-855-5403 （従業員数 75人 ）

パート労働者 39050- 1140521 就業場所

変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-856-7644 （従業員数 3人 ）

正社員 39050- 1141421 就業場所 青森県上北郡六ヶ所村

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

150,600円～165,900円 (2)9時30分～18時30分

(3)17時00分～10時00分
TEL 088-894-2828 （従業員数 50人 ）

正社員 39050- 1142321 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時30分～17時00分

200,000円～350,000円

TEL 088-852-2506 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 1143621 就業場所

月給 変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時30分～17時00分

200,000円～350,000円

TEL 088-852-2506 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 1144921 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

207,000円～248,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分
TEL 088-893-5111 （従業員数 16人 ）

正社員 39050- 1145121 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

173,000円～233,000円

TEL 088-893-5111 （従業員数 117人 ）

正社員 39050- 1146021 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)8時30分～15時00分

860円～920円

TEL 088-852-0307 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 1147721 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

　週間最新求人情報             Ｎo.2

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

文旦の交配 しらき農園　白木　貴
章

高知県土佐市積善寺９９２－６ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

　4月15日号

時給９８０円～
１，０００円

12日間
99,960円～
102,000円

ＣＡＤオペレーター 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

雇用期間の定めなし 不問

食器洗浄業務 社会福祉法人　正晴会
特別養護老人ホーム
さくら

高知県土佐市高岡町甲９６９－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

配管工・鍛冶工 株式会社　陽翔 高知県吾川郡いの町枝川３０２９－
２
シャルマン枝川２０１

雇用・労災・
健康・厚生

ガス溶接作業主任者

アーク溶接技能者
（基本級）雇用期間の定めなし 定年を上限

玉掛技能者

時給１，２００円～
２，３００円

月あたり
236,250円～
421,875円

生活支援員 社会福祉法人　高知小
鳩会　障害者支援施設
あじさい園

高知県高知市春野町秋山２８０１－
１５

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気工事（本社） 有限会社Ｅシステム
サービス

高知県土佐市蓮池２１７１ー１ 雇用・労災・
健康・厚生

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし 定年を上限

給湯器及び太陽光発電
の取付工事（本社）

有限会社Ｅシステム
サービス

高知県土佐市蓮池２１７１ー１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

《急募》准看護師（小
規模多機能型居宅介護
事業所　新別の里

（医）岡本会　さくら
病院

高知県吾川郡いの町鹿敷１６２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護支援専門員 （医）岡本会　さくら
病院

高知県吾川郡いの町鹿敷１６２ 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

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

℡ 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）


