
表

年齢・
就業時間

時給

59歳以下 (1)14時00分～18時20分

900円～1,000円

TEL 088-893-6480 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 2899021 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

230,000円～280,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 080-7992-4272 （従業員数 207人 ）

正社員 39050- 2900321 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～17時00分

124,600円～124,600円

TEL 088-837-7075 （従業員数 15人 ）

正社員以外 39050- 2902921 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時15分～16時15分

169,000円～169,000円 (2)10時30分～19時30分

(3)16時00分～10時00分
TEL 0120-376-583 （従業員数 20人 ）

正社員 39050- 2903121 就業場所 高知県土佐市 拠出

時給

59歳以下 (1)8時30分～16時30分

3,000円～3,000円

TEL 088-893-5111 （従業員数 118人 ）

パート労働者 39050- 2904021 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

59歳以下 (1)6時00分～15時00分

170,000円～180,000円

TEL 088-802-6543 （従業員数 15人 ）

正社員 39050- 2905721 就業場所 高知県土佐市

時給

不問

1,100円～1,100円

TEL 088-892-0474 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 2906821 就業場所

時給

59歳以下

880円～880円

TEL 088-850-3001 （従業員数 37人 ）

パート労働者 39050- 2907221 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～16時45分

159,957円～159,957円

TEL 088-850-3001 （従業員数 37人 ）

正社員 39050- 2908521 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)6時15分～15時15分

189,264円～228,317円 (2)7時00分～16時00分

(3)7時30分～16時30分
TEL 088-852-2200 （従業員数 130人 ）

正社員以外 39050- 2910921 就業場所 高知県土佐市

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時30分～16時30分

181,472円～181,472円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分
TEL 088-852-2200 （従業員数 240人 ）

正社員以外 39050- 2911121 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)9時00分～16時00分

860円～860円

TEL 088-892-1555 （従業員数 52人 ）

パート労働者 39050- 2895321 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

145,000円～145,000円

TEL 088-831-7939 （従業員数 12人 ）

正社員以外 39050- 2896621 就業場所 高知県高知市

月給

不問

159,000円～159,000円

TEL 088-894-3033 （従業員数 10人 ）

正社員以外 39050- 2897921 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時00分～17時00分

880円～880円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2898121 就業場所 高知県土佐市

農作業（ピーマン収
穫）

玉木ファーム　玉木優
貴

高知県土佐市北地２７１９ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

販売・配送 高知県農業協同組合高
知地区　春野支所

高知県高知市春野町西分５１２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

野犬等の保護、収容及
び動物愛護事業

株式会社　田邊工務店 高知県吾川郡いの町枝川６５２－２
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

作業員 ダイレイ（株） 高知県吾川郡いの町波川１８４６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

保育士 社会福祉法人　土佐市
社会福祉事業団

高知県土佐市高岡町甲１７９２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職 社会福祉法人　土佐市
社会福祉事業団

高知県土佐市高岡町甲１７９２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務 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

労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務 いの町　商工会 高知県吾川郡いの町３１６５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

４ｔトラック運転手及
び加工作業補助

株式会社　土佐マリン
ベース

高知県土佐市用石５６５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

フォークリフト運転
技能者雇用期間の定めなし 定年を上限

《急募》薬剤師 医療法人岡本会　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

薬剤師

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士〔土佐市〕
グループホーム土佐蓮
池

株式会社　エム・
シー・エス四国

高知県土佐市蓮池１２２７－２ 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

一般事務 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・
財形

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師（正）（すこや
かな杜）

医療法人　恕泉会　リ
ハビリテーション病院
すこやかな杜

高知県高知市春野町芳原字北東原１
３１６－１

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
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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

歯科助手 久万田歯科 高知県吾川郡いの町枝川２９９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限
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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

時給

69歳以下

860円～860円

TEL 088-893-5085 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050- 2882721 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

169,000円～203,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-855-5403 （従業員数 75人 ）

正社員 39050- 2883821 就業場所

時給

不問

860円～1,000円

TEL 090-3460-5046 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 2888621 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時30分～12時00分

900円～900円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 2891821 就業場所

月給

18歳以上 (1)5時00分～12時00分

180,000円～220,000円 (2)3時00分～12時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 2892221 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

143,792円～150,480円 (2)8時00分～17時00分

(3)8時30分～17時30分
TEL 0889-24-7411 （従業員数 43人 ）

正社員以外 39050- 2893521 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～16時00分

860円～860円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分
TEL 0889-24-7411 （従業員数 43人 ）

パート労働者 39050- 2894421 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給 変形（1年単位）
18歳～69歳 (1)8時00分～17時00分

246,870円～407,872円

TEL 088-821-9511 （従業員数 40人 ）

正社員 39050- 2859721 就業場所 高知県吾川郡いの町

日給 変形（1年単位）
18歳～69歳 (1)8時00分～17時00分

232,000円～382,800円

TEL 088-821-9511 （従業員数 40人 ）

正社員 39050- 2860521 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

320,000円～450,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 080-7992-4272 （従業員数 207人 ）

正社員 39050- 2865121 就業場所

時給

不問

2,500円～2,500円

TEL 080-7992-4272 （従業員数 207人 ）

パート労働者 39050- 2866021 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

160,000円～246,300円 (2)8時30分～12時30分

TEL 080-7992-4272 （従業員数 207人 ）

正社員 39050- 2867721 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

175,000円～223,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-893-5111 （従業員数 49人 ）

正社員 39050- 2874721 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

介護職「グループホー
ム」

医療法人岡本会　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

雇用期間の定めなし 定年を上限

臨床検査技師 医療法人　恕泉会　リ
ハビリテーション病院
すこやかな杜

高知県高知市春野町芳原字北東原１
３１６－１

雇用・労災・
健康・厚生

臨床検査技師

雇用期間の定めなし 定年を上限

薬剤師（すこやかな
杜）

医療法人　恕泉会　リ
ハビリテーション病院
すこやかな杜

高知県高知市春野町芳原字北東原１
３１６－１

労災 薬剤師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

薬剤師（すこやかな
杜）

医療法人　恕泉会　リ
ハビリテーション病院
すこやかな杜

高知県高知市春野町芳原字北東原１
３１６－１

雇用・労災・
健康・厚生

薬剤師

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場作業職 株式会社四国ネット 高知県吾川郡いの町下八川甲３７３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

施工管理職 株式会社四国ネット 高知県吾川郡いの町下八川甲３７３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（介護助手） 社会福祉法人　　土佐
平成福祉会

高知県高岡郡日高村本村字土橋５－
５

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職員（契約社員） 社会福祉法人　　土佐
平成福祉会

高知県高岡郡日高村本村字土橋５－
５

雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

運転手 高知クリーンサービス
社

高知県高知市春野町弘岡中６０３ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

８トン限定中型自動
車免許雇用期間の定めなし 法令の規定に

より年齢制限
がある

荷造り 福留青果　福留　昭祐 高知県土佐市高岡町甲２１８８ 労災

雇用期間の定めなし 不問

農作業 株式会社　市川農園 高知県土佐市高岡町甲１５４４ 労災

雇用期間の定めなし 不問

介護職員 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 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
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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

調理補助 水辺の駅仁淀川にこに
こ館

高知県吾川郡いの町波川１８６２－
４

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限
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