
表

年齢・
就業時間

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
177,000円～260,000円

TEL 088-856-5511 （従業員数 35人 ）

正社員 39050- 2839301 就業場所高知県土佐市

時給

不問 (1)9時00分～16時00分
900円～900円

TEL 088-893-1124 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 2840101 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～16時00分
900円～900円

TEL 088-893-1124 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 2841401 就業場所

時給

不問 (1)9時30分～16時30分
900円～900円

TEL 088-893-1124 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 2842701 就業場所

不問 (1)8時00分～16時30分

TEL 090-4503-6831（従業員数 3人 ）

正社員以外 39050- 2844201 就業場所

時給

不問

1,200円～1,600円

TEL 088-803-6207 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 2830601 就業場所高知県土佐市

時給

不問

1,200円～1,400円

TEL 0887-52-8345 （従業員数 14人 ）

パート労働者 39050- 2831901 就業場所高知県吾川郡いの町

月給

不問 (1)8時30分～17時30分
163,200円～208,200円

TEL 0887-52-8345 （従業員数 14人 ）

正社員 39050- 2832101 就業場所高知県吾川郡いの町

不問 (1)9時00分～17時00分
(2)9時00分～15時00分

TEL 000-0000-0000（従業員数 30人 ）

正社員以外 39050- 2833401 就業場所高知県高岡郡日高村

時給

64歳以下 (1)8時00分～12時00分
792円～792円

TEL 000-0000-0000（従業員数 26人 ）

パート労働者 39050- 2834701 就業場所高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時30分～16時30分

150,000円～160,000円 (2)9時30分～18時30分
(3)12時00分～21時00分

TEL 090-6283-2559（従業員数 18人 ）

正社員 39050- 2835801 就業場所

64歳以下 (1)9時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000（従業員数 10人 ）

正社員 39050- 2837501 就業場所高知県高知市

時給

不問

900円～900円

TEL 000-0000-0000（従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 2838001 就業場所高知県高知市

時給

不問 (1)8時00分～12時00分
800円～800円 (2)8時00分～11時00分

TEL 088-844-3188 （従業員数 33人 ）

パート労働者 39050- 2822601 就業場所

時給

不問

800円～850円

TEL 000-0000-0000（従業員数 9人 ）

パート労働者 39050- 2823901 就業場所高知県高知市

　週間最新求人情報           Ｎo.34

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

《急募》看護師（正・
准）（日勤のみ）

有限会社　四国総合介
護システム

高知県土佐市高岡町乙３２３４一１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

11月27日号

調査部門　【個人課税
担当（１）】

伊野税務署 高知県吾川郡いの町幸町５番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

調査部門　【個人課税
担当（２）】

伊野税務署 高知県吾川郡いの町幸町５番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

調査部門　【個人課税
担当（３）】

伊野税務署 高知県吾川郡いの町幸町５番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

文旦の収穫（臨時） 白木　正雄 高知県土佐市積善寺１８１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

時給１０００円～
１１００円

15日間
107,500円～
118,249円

訪問介護 （株）キッズ 高知県土佐市甲原６８０－２ 労災 ホームヘルパー２級

原動機付自転車免許
雇用期間の定めなし 不問

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

准看護師
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職 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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 不問

ミニトマトに係る農作
業

株式会社　イチネン高
知日高村農園

高知県高岡郡日高村本郷４１１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

時給７９２円～
８５０円

月あたり
140,817円～
151,130円

袋詰め作業及び選果作
業

株式会社　トマトの村 高知県高知市春野町西畑３５３ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護員 合同会社　まんさくの
里

高知県土佐市塚地３３１番地１ 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 法令の規定に
より年齢制限

がある

経理事務 （有）国沢建設 高知県高知市春野町弘岡中１６１－
７

雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記３級

雇用期間の定めなし 定年を上限

時給１０００円～
１０００円

月あたり
140,000円～
140,000円

経理事務 株式会社　オフィスサ
ポート小町

高知県吾川郡いの町清水上分１６１
番１９

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

清掃業務 株式会社高知自動車協
会　高知自動車学校

高知県高知市本宮町２２３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ハウス栽培作業（トマ
ト）

株式会社　くぼファー
ム

高知県高知市春野町東諸木１８４４
－１

労災

雇用期間の定めなし 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

時給

不問 (1)8時00分～17時00分
1,000円～1,150円

TEL 088-855-0155 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2824101 就業場所高知県土佐市

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- 2825401 就業場所高知県高知市

不問 (1)8時30分～17時15分

TEL 088-856-6550 （従業員数 8人 ）

正社員以外 39050- 2826701 就業場所高知県安芸市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

180,000円～250,000円

TEL 088-852-7774 （従業員数 167人 ）

正社員以外 39050- 2827801 就業場所高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～164,000円

TEL 088-852-7774 （従業員数 61人 ）

正社員 39050- 2828201 就業場所高知県土佐市

不問 (1)9時00分～18時00分
(2)9時00分～12時00分

TEL 088-893-3111 （従業員数 3人 ）

正社員以外 39050- 2821301 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.34

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

農作業（文旦の収穫） 山崎文旦園　山崎　公
博

高知県土佐市積善寺３４１番地 その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

11月27日号

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

一般事務 高知県農業共済組合 高知県吾川郡いの町枝川２４１０－
２２

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７５７０円～
７５７０円

月あたり
151,400円～
151,400円

営繕業務 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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

購買・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

雇用期間の定めなし キャリア形成

病院事務 山内内科 高知県吾川郡いの町枝川２４７－１
１

雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

雇用期間の定めなし 不問

時給９００円～
９００円

月あたり
136,800円～
136,800円

℡ 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）


