
表

年齢・
就業時間

時給

不問 (1)8時30分～15時00分

850円～900円

TEL 088-828-7118 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2415011 就業場所

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- 2417611 就業場所 高知県土佐市

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- 2418911 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

148,000円～150,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-852-5557 （従業員数 16人 ）

正社員 39050- 2420211 就業場所 高知県土佐市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時00分～9時00分

820円～920円

TEL 088-852-5557 （従業員数 16人 ）

パート労働者 39050- 2421511 就業場所 高知県土佐市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

820円～920円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-852-5557 （従業員数 16人 ）

パート労働者 39050- 2422411 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)7時30分～11時30分

820円～820円 (2)8時00分～11時30分

(3)8時30分～11時30分
TEL 000-0000-0000 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050- 2424311 就業場所

時給

不問

850円～900円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2400111 就業場所 高知県高知市

不問 (1)8時30分～16時30分

TEL 0889-24-5111 （従業員数 100人 ）

パート労働者 39050- 2401711 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～250,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 2403211 就業場所 高知県土佐市

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～16時00分

(2)7時30分～16時30分

(3)8時30分～17時30分
TEL 088-828-5252 （従業員数 10人 ）

正社員以外 39050- 2404511 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～400,000円

TEL 088-892-3609 （従業員数 29人 ）

正社員 39050- 2405411 就業場所

変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-892-3609 （従業員数 29人 ）

正社員 39050- 2408611 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 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

正社員以外 39050- 2393311 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

144,320円～150,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時30分～19時30分
TEL 088-892-0641 （従業員数 16人 ）

正社員 39050- 2394611 就業場所 高知県吾川郡いの町

　週間最新求人情報            Ｎo.25

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

デイサービス　介護職
員

株式会社　アストロ 高知県土佐市波介４８番地２ 雇用・労災 介護職員初任者研修
修了者

介護職員実務者研修
修了者雇用期間の定めなし 不問

介護福祉士

　10月1日号

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 介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

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 介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職 有限会社　五月商事 高知県土佐市高岡町甲２０６５－２ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職 有限会社　五月商事 高知県土佐市高岡町甲２０６５－２ 労災 介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

介護職　（週４日以
内）

有限会社　五月商事 高知県土佐市高岡町甲２０６５－２ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

農作業 久保ファーム　　久保
卓雄

高知県土佐市宇佐町宇佐２３６７ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

農作業 矢野　恒夫 高知県高知市春野町西畑１０３８ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

事務職（住民課）（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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

月給８１，６７９円～
８４，２０１円

時給
897円～
925円

配達・取り付け業務 土佐トーヨー住器株式
会社

高知県土佐市新居１２５６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

職業指導員 （社福）土佐厚生会
障害者支援施設　とさ

高知県土佐市波介１２４４－１ 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７，１２０円～
７，１２０円

月あたり
176,368円～
176,368円

建築技術者（見習い
可）

（有）森木組 高知県吾川郡いの町４９７２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

２級建築施工管理技
士

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 （有）森木組 高知県吾川郡いの町４９７２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給８，０００円～
１３，０００円

月あたり
179,200円～
291,200円

生姜の収穫 野村　志成 高知県土佐市西鴨地６５６ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給１，０００円～
１，２５０円

24日間
192,000円～
240,000円

介護職（グループホー
ム　そよ風）

医療法人　仁新会　石
川記念病院

高知県吾川郡いの町波川７７ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修
修了者

雇用期間の定めなし 定年を上限

℡ 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

月給

18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

205,000円～238,000円

TEL 088-892-4976 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 2395911 就業場所 高知県高知市

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 090-4472-0296 （従業員数 15人 ）

正社員 39050- 2396111 就業場所 高知県高知市

変形（1ヶ月単位）
18歳～39歳 (1)10時00分～19時00分

(2)16時00分～23時30分

TEL 088-842-8272 （従業員数 5人 ）

正社員以外 39050- 2397711 就業場所 高知県高知市

変形（1ヶ月単位）
39歳以下 (1)10時00分～19時00分

(2)12時00分～21時00分

TEL 088-842-8272 （従業員数 5人 ）

正社員以外 39050- 2398811 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)7時00分～15時00分

157,000円～176,000円 (2)15時00分～23時00分

(3)23時00分～7時00分
TEL 088-852-7774 （従業員数 10人 ）

正社員 39050- 2383411 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～40歳 (1)8時00分～16時00分

157,000円～176,000円 (2)16時00分～0時00分

(3)0時00分～8時00分
TEL 088-852-7774 （従業員数 45人 ）

正社員 39050- 2384011 就業場所

月給 変形（1年単位）
18歳～44歳 (1)8時00分～16時00分

157,000円～176,000円 (2)16時00分～0時00分

(3)0時00分～8時00分
TEL 088-852-7774 （従業員数 2人 ）

正社員 39050- 2385311 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)8時00分～16時30分

157,000円～176,000円 (2)16時00分～0時30分

(3)0時00分～8時30分
TEL 088-852-7774 （従業員数 60人 ）

正社員 39050- 2386611 就業場所 高知県高岡郡日高村

不問 (1)8時00分～16時30分

TEL 090-4501-8795 （従業員数 3人 ）

正社員以外 39050- 2388111 就業場所 高知県土佐市

時給

59歳以下 (1)8時30分～13時00分

880円～880円

TEL 088-850-3001 （従業員数 37人 ）

パート労働者 39050- 2389711 就業場所

不問 (1)7時30分～16時30分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

正社員以外 39050- 2390511 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～230,000円

TEL 088-894-2301 （従業員数 30人 ）

正社員 39050- 2391411 就業場所

時給

59歳以下

880円～880円

TEL 088-894-2301 （従業員数 30人 ）

パート労働者 39050- 2392011 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.25

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

管理者候補（グループ
ホーム）

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

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

　10月1日号

農作業（トマト） 株式会社　広瀬農園 高知県高知市春野町西分４３１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

時給８８０円～
１，０００円

月あたり
168,256円～
191,200円

ガソリンスタンド販売
員（高知インター給油
所）

モリミツ石油　株式会
社

高知県高知市春野町内ノ谷　７９５
番地６

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

時給８５０円～
１，０００円

月あたり
159,120円～
187,200円

ガソリンスタンド販売
員（内ノ谷給油所）

モリミツ石油　株式会
社

高知県高知市春野町内ノ谷　７９５
番地６

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

時給８５０円～
１，０００円

月あたり
159,120円～
187,200円

作業員（原料製造）
【１０月１１日　合同
面接会】

廣瀬製紙株式会社フロ
ンティア工場

高知県土佐市高岡町乙３１８２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

作業員（原紙製造）
【１０月１１日　合同
面接会】

廣瀬製紙株式会社エク
セニア工場

高知県土佐市高岡町乙３２９２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

作業員（加工）【１０
月１１日　合同面接
会】

廣瀬製紙株式会社　ナ
ノシア工場

高知県高岡郡日高村下分２７７－４
－２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

仕上げ作業員【１０月
１１日　合同面接会】

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 法令の規定に
より年齢制限

がある

生姜収穫作業 三代目矢野金光農園
株式会社

高知県土佐市宮ノ内６４０－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給１，０００円～
１，３００円

20日間
150,000円～
195,000円

作業員 株式会社　エッグメー
ル

高知県高知市春野町弘岡中１０３４
番地１５

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

生姜の収穫（臨時） 楠瀬　英明 高知県土佐市永野２１６４ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給８，０００円～
１２，０００円

月あたり
176,000円～
264,000円

製造作業員 三和段ボール（株） 高知県高知市春野町弘岡上２００５
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

紙加工・検品等作業 三和段ボール（株） 高知県高知市春野町弘岡上２００５
番地１

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

℡ 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）


