
年齢 企業名 所在地 賃金（税込） 休日／週休二日

学歴 職種／採用人数 就業場所 就業時間 加入保険等

F28- 001 不問 有限会社　山川工務店 室戸市吉良川町２１１２－５ ＜月給制＞ 日祝

300,000円　～

建築工事施工管理者 室戸市内～安芸市内 400,000円

不問 　採用人数1名 8：00～17：00

F28- 002 不問 四国部品㈱介護サービスなごみ 安芸郡田野町１４５６番地４５ ＜日給月給制＞ 週休２日制

155,200円　～

介護職 安芸郡田野町 184,800円

不問 　採用人数3名 3パターンあり

F28- 003 不問 ホテル　なはり 安芸郡奈半利町乙５９３－１ ＜日給月給制＞ その他・週休２日制 経験者歓迎

155,000円　～

ウエイター・ウエイトレス 安芸郡奈半利町 180,000円

高卒 　採用人数1～2名 3パターンあり

F28- 005 不問 土佐鶴酒造　株式会社 安芸郡安田町安田１５８６ ＜日給制＞ 日・その他

147,000円　～

瓶詰・製品作業 安芸郡安田町 147,000円

高卒 　採用人数2名 8：00～17：00

F28- 010 18歳以上 株式会社　スリーエス警備 高知市南久万２０７番地１ ＜日給月給制＞ 日 普通自動車運転免許（必須）

160,000円　～

警備員 室戸市内～安芸郡内 175,000円

高卒 　採用人数制限なし 8：00～17：00

F28- 011 不問 株式会社　高南メディカル 高知市秦南町1丁目5番54号 ＜時間給制＞ シフト制

140,000円　～

調理員 安芸市宝 160,000円

不問 　採用人数3名 2パターンあり

F28- 012 不問 （医）瑞風会　森澤病院 安芸市本町2丁目13－32 ＜月給制＞ 看護師免許（正・准）

170,000円　～

看護師（正・准） 安芸市 250,000円

不問 　採用人数3名 2パターンあり

F28- 013 不問 （医）瑞風会　森澤病院 安芸市本町2丁目13－32 ＜月給制＞ できれば介護経験者

135,000円　～

介護職員 安芸市 140,000円

不問 　採用人数1名 3パターンあり

F28- 014 不問 （医）瑞風会　森澤病院 安芸市本町2丁目13－32 ＜月給制＞ 請求事務経験者

135,470円　～

医療事務員 安芸市 145,470円

不問 　採用人数2名 8：30～17：00

F28- 016 不問 キッチンカフェ海土 室戸市元甲2436-2 ＜日給月給制＞

レストラン 100,000円～ 普通自動車免許

厨房係 室戸市 250000円 調理経験者優遇

不問 採用人数1人 8：00～

F28- 017 不問 株式会社　アークリゾート 安芸郡田野町1695番地1 アークリゾート田野店又は、室戸店での接客業務全般 ＜日給月給制＞ その他（シフト制）

　・ホールスタッフ 180,000円～ 普通自動車免許

ホール・カウンター係 田野町・室戸市 　・カウンター業務 190,000円 （AT限定　可）

不問 採用人数2～3人 　・簡単な清掃、その他雑務 2パターンあり

F28- 018 制限あり 有限会社　川村総合建設 室戸市領家728番地1 ＜日給月給制＞

50歳以下 158,250円～ 普通自動車免許

建設作業員 室戸市 253,200円 （AT限定　不可）

不問 採用人数1人 7：45～17：15

F28- 019 制限あり 有限会社　川村総合建設 室戸市領家728番地1 ＜日給月給制＞

50歳以下 158,250円～

大工又は見習い 室戸市 295,400

不問 採用人数1人 7：45～17：15

F28- 020 制限あり 有限会社　川村総合建設 室戸市領家728番地1 ＜その他＞

50歳以下 150,000円～

建築現場管理者見習い 室戸市 270,000円

高校卒 採用人数1人 7：45～17：15

F28- 021 不問 有限会社　川村総合建設 室戸市領家728番地1 ＜その他＞ 2級建築士又は

160,000円～ 2級建築施工管理技士

建築現場管理者見習い 室戸市 300,000円　 普通自動車免許

不問 採用人数1人 7：45～17：15 （AT限定　不可）

F28- 022 不問 有限会社　川村総合建設 室戸市領家728番地1 ＜その他＞ 1級建築士又は

215,000円～ 1級建築施工管理技士

建築現場管理者見習い 室戸市 300,000円 普通自動車免許

不問 採用人数1人 7：45～17：15 （AT限定　不可）

雇用・労災・健康・
厚生

建築工事にかかる業務全般（現場管理）・現場
の図面管理、測量、現場写真撮影、日報付け、
工事の段取り、現場での作業など。主に公共事
業が中心となります。工事現場は室戸市内が
主であるが、室戸市外もあり。

建築現場における大工作業
（大工作業無い時は現場作業を行います）
主に公共事業が中心となります。工事現場は室戸市
内が主であるが、室戸市外もあり。

勤務日数・勤務時
間は面接時

雇用・労災・健康・
厚生

雇用・労災・健康・
厚生

雇用・労災・健康・
厚生

雇用・労災・健康・
厚生

雇用・労災・健康・
厚生

土・日・その他（年末年
始）・週休２日制

土・日・その他（年末年
始）・週休２日制

土・日・その他（年末年
始）・週休２日制

土・日・その他（年末年
始）・週休２日制

土・日・その他（年末年
始）・週休２日制

正社員

雇用期間の定めなし

正社員

雇用期間の定めなし

さらに詳しい情報は求人公開カードがありますので、窓口までお問い合わせください。

雇用・労災・健康・
厚生

建築現場における現場管理見習い（現場の図面管
理、測量、現場写真撮影、日報付け、工事の段取り、
現場での作業など）主に公共事業が中心となります。
工事現場は室戸市内が主であるが、室戸市外もあり。

正社員

雇用期間の定めなし

建築現場における現場管理見習い（現場の図面管
理、測量、現場写真撮影、日報付け、工事の段取り、
現場での作業など）主に公共事業が中心となります。
工事現場は室戸市内が主であるが、室戸市外もあり。

正社員

雇用期間の定めなし

料理の仕込み・調理・盛り付け・皿洗い

正社員

雇用期間の定めなし

正社員

雇用期間の定めなし

建築現場における現場作業
主に公共事業が中心となります。工事現場は室戸市
内が主であるが、室戸市外もあり。

正社員

雇用期間の定めなし

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形・退職金
制度雇用期間の定めなし

病院での一般看護業務

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形・退職金
制度雇用期間の定めなし

病院での介護業務全般

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形・退職金
制度雇用期間の定めなし

週休２日制

週休２日制

週休２日制

・病院での医療事務
・受付業務、診察請求事務等

主として
　交通誘導警備業務
その他
　各種イベント開催に伴う警備業務　等正社員 雇用・労災・健康・

厚生雇用期間の定めなし

病院内での給食調理全般を行っていただきます。
※食材の下処理・調理・盛付
※配膳車での運搬、配膳、下膳
※食器や調理器具の洗浄・片づけ、厨房内の清掃等
病院給食に係る作業全般となります。

正社員以外（準社員） 雇用・労災・健康・
厚生・退職金制度雇用期間の定めなし

瓶詰作業とライン上の目視検査、ラベル貼り及び包装
※製造ラインの流れ作業の中でスピード、視力の持続
等が要求されます。※長時間立ち仕事となります。※
１１月～１２月の繁忙期は時間外が１ヶ月に４０時間程
度発生します。

正社員以外（準社員）

雇用期間の定めあり

雇用・労災・健康・
厚生・退職金共済・
退職金制度

レストランでの接客と宴会での接客（準備から
片づけまで）

正社員

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

高齢者の介護全般を行う業務 中型自動車運転免許
（ＡＴ限定　可）

要相談 雇用・労災・健康・
厚生・退職金制度要相談

雇用・労災・健康・
厚生・退職金共済・
退職金制度

ジョブ住室戸求人情報（フルタイム）
求人番号

仕事の内容 必要な経験／免許資格
雇用形態／期間

設現場にかかわる業務全般を行います。
・現場の段取り、現場作業、作業指示、現場の
図面理解、工程管理等・大工作業全般等
※現場は主に室戸市内～安芸市内間になりま
す。

普通自動車免許証
（ＡＴ限定　不可）

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

１級建築施工管理技工



年齢 企業名 所在地 賃金（税込） 休日／週休二日

学歴 職種／採用人数 就業場所 就業時間 加入保険等

F28- 023 不問 有限会社　ヤマジュウ 室戸市吉良川町甲2261-2 ＜月給制＞ 土 ・その他

140,000円～ 普通自動車免許

鮮魚・調理 室戸市 180,000円
雇用・労災・健康・
厚生

不問 採用人数1～2人 8：15～17：15 退職金制度

F28- 026 制限あり 株式会社　きたがわジャルダン 安芸郡北川村野友甲1100番地 ＜月給制＞ その他（火曜日）

180,000円～

レストラン棟　厨房スタッフ 北川村 300,000円
雇用・労災・健康・
厚生

普通自動車免許

高校卒 採用人数1人 8：30～17：30 財形 （AT限定　可）

F28- 027 制限あり 株式会社　きたがわジャルダン ＜月給制＞ その他（火曜日）

180,000円～

手作り工房　パン製造スタッフ 北川村 300,000円
雇用・労災・健康・
厚生

普通自動車免許

高校卒 採用人数1人 8：30～17：30 財形 （AT限定　可）

F28- 028 制限あり 有限会社　タカシン水産 ＜時間給制＞

室戸工場 135,000円～ 週休２日制

水産物加工員 室戸市
雇用・労災・健康・
厚生

不問 採用人数3人 8：30～18：00

F28- 029 不問 ヘルパーステーションひまわり 室戸市室津1775-8 ＜月給制＞

190,000円～ 週休２日制 介護福祉士・社会福祉士

サービス提供責任者 室戸市 220,000円
雇用・労災・健康・
厚生

普通自動車免許

不問 採用人数1人 8：30～17：30 （AT限定　可）

F28- 031 不問 株式会社　ゆうあい 室戸市領家349-2 ＜月給制＞ 日・その他(金曜日）

看護師・准看護師 230,000円～ 週休２日制 看護師・准看護師免許

リハビリスタッフ 室戸市 相談による
雇用・労災・健康・
厚生

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等免許

不問 採用人数1～2人

F28- 033 不問 高知県無線漁業協同組合 室戸市室津字古ル城 ＜月給制＞ その他

2318番地 145,160円～ 第3級総合無線通信士

無線通信業務 室戸市 （無資格者も相談可）

不問 採用人数1人 4交代制
雇用・労災・健康・
厚生

普通自動車免許

F28- 035 不問 日清医療食品株式会社 香川県高松市番町1丁目6-6 ・献立作成　・食材検品　・配膳（トレー）チェック ＜日給月給制＞ その他（シフト制）

四国支店 甲南アセット番町ビル6F ・食数管理　・在庫管理、発注　・伝票処理　　 140,800円～ 週休２日制 栄養士免許

栄養士 室戸市（領家）
・電話対応など

176,000円
雇用・労災・健康・
厚生

不問 採用人数1人 3パターンあり
F28- 036 不問 日清医療食品株式会社 香川県高松市番町1丁目6-6 ・調理、盛り付け　　・配膳、下膳 ＜時間給制＞その他（シフト制）

四国支店 甲南アセット番町ビル6F ・食器、器具の洗浄　　 140,800円～ 調理師免許

調理師 室戸市（領家）
・清掃　　・下処理（食材の切り込みなど）

176,000円
雇用・労災・健康・
厚生

不問 採用人数1人 3パターンあり
F28- 037 不問 日清医療食品株式会社 香川県高松市番町1丁目6-6 ・調理、盛り付け　　・配膳、下膳 ＜時間給制＞その他（シフト制）

四国支店 甲南アセット番町ビル6F ・食器、器具の洗浄　　 130,240円～

調理員 室戸市（領家）
・清掃　　・下処理（食材の切り込みなど）

158,400円
雇用・労災・健康・
厚生

不問 採用人数1人 3パターンあり
F28- 038 不問 日清医療食品株式会社 香川県高松市番町1丁目6-6 ・調理、盛り付け　　・配膳、下膳 ＜時間給制＞その他（シフト制）

四国支店 甲南アセット番町ビル6F ・食器、器具の洗浄　 130,240円～

調理員 室戸市(室津）
・清掃　　　・下処理（食材の切り込みなど）

158,400円
雇用・労災・健康・
厚生

不問 採用人数1人 3パターンあり
F28- 039 不問 日清医療食品株式会社 香川県高松市番町1丁目6-6 ・調理、盛り付け　　・配膳、下膳 ＜時間給制＞その他（シフト制）

四国支店 甲南アセット番町ビル6F ・食器、器具の洗浄　　 140,800円～ 調理師免許

調理師 室戸市(室津）
・清掃　　・下処理（食材の切り込みなど）

176,000円
雇用・労災・健康・
厚生

不問 採用人数1人 3パターンあり
F28- 040 不問 日清医療食品株式会社 香川県高松市番町1丁目6-6 ・献立作成　・食材検品　・配膳（トレー）チェック ＜日給月給制＞ その他（シフト制）

四国支店 甲南アセット番町ビル6F ・食数管理　・在庫管理、発注　・伝票処理　　 140,800円～ 週休２日制 栄養士免許

栄養士 室戸市(室津）
・電話対応など

176,000円
雇用・労災・健康・
厚生

不問 採用人数1人 3パターンあり
F28 042 不問 室戸市室津1774-7 ＜月給制＞ 土・日 正、准看護師免許

220,000円～ 週休２日制 普通自動車免許

准看護師・正看護師 室戸市 240,000円

不問 採用人数1人 8：30～17：30
Ｆ28- 046 制限あり 名古屋マルタマフーズ ＜日給月給制＞ その他（シフト制）

株式会社 165,000円～ 調理師免許

調理師 室戸市 230,000円

不問 採用人数1人 ３パターンあり
Ｆ28- 047 制限あり 名古屋マルタマフーズ ＜時間給制＞その他（シフト制）

株式会社 750円～

調理補助 室戸市 900円

不問 採用人数2人 ３パターンあり
Ｆ28- 048 制限あり 名古屋マルタマフーズ ＜日給月給制＞ その他（シフト制）

株式会社 130,000円～

調理員 室戸市 173,000円

不問 採用人数2人 3パターンあり

福祉施設での調理を中心に担当して頂きます。
　主な業務
　（1）朝・昼・夕食（各100食）の調理
　（2）仕込み、盛り付け、洗浄
　（3）各提出書類（過度管理や衛生など）【請負業務】
※病院・福祉調理経験者優遇します。
　初めての方でも研修期間があるので安心して働けます。

利用者宅を訪問し下記のサービスを提供する。
・日常生活看護　・リハビリテーション、住宅改善
・介護者の相談　・認知症の看護や精神、心理的看護
・医療的処置、管理　・緩和ケア、ターミナルケア
・各種在宅サービスの相談　・在宅移行支援　等

4交代制月8～11日

雇用・労災・健康・
厚生・退職金制度

雇用・労災・健康・
厚生

雇用・労災・健康・
厚生・退職金制度

・送迎　・健康チェック　・上肢、下肢体操
・全身体操　・自立支援塾
上記のプログラムを実施し、活動量の向上を図
り、安定した立位と歩行を確保していただく

名古屋市中川区下之一色
町波花108番地

正社員

雇用期間の定めなし

さらに詳しい情報は求人公開カードがありますので、窓口までお問い合わせください。

福祉施設での調理を中心に担当して頂きます。
　主な業務
　（1）朝・昼・夕食（各100食）の調理
　（2）仕込み、盛り付け、洗浄
　（3）各提出書類（過度管理や衛生など）【請負業務】
※病院・福祉調理経験者優遇します。
　初めての方でも研修期間があるので安心して働けます。

正社員以外

雇用期間の定めなし

名古屋市中川区下之一色
町波花108番地

雇用・労災・健康・
厚生・退職金制度

福祉施設での調理を中心に担当して頂きます。
　主な業務
　（1）朝・昼・夕食（各100食）の調理
　（2）仕込み、盛り付け、洗浄
　（3）各提出書類（過度管理や衛生など）【請負業務】
※病院・福祉調理経験者優遇します。
　初めての方でも研修期間があるので安心して働けます。

正社員以外

雇用期間の定めなし

正社員以外

雇用期間の定めあり

正社員以外

雇用期間の定めあり

正社員

雇用期間の定めなし

名古屋市中川区下之一色
町波花108番地

正社員

雇用期間の定めなし

正社員以外

雇用期間の定めあり

正社員以外

雇用期間の定めあり

デイサービスセンター
にこにこリハビリクラブ

正社員

雇用期間の定めあり

正社員

正社員以外(パート可）

雇用期間の定めなし

第3級総合無線通信士以上の資格を有し、所
属漁船の安全確保のため、無線電信・電話に
より同漁船の動向の掌握のための交信等

正社員

雇用期間の定めなし

室戸市佐喜浜町字ツロノ前
4921-75

魚の3枚卸、パン粉付け、梱包、真空作業

正社員以外

雇用期間の定めなし

ヘルパーステーションでの相談・介護業務
・利用者の相談及び介護・個別援助計画の作成
・勤務表や書類の作成、請求等の事務作業
・関係機関（社会福祉協議会・包括支援センター）との
調整、連絡

正社員

雇用期間の定めあり

正社員

雇用期間の定めなし

・手作り工房　パン製造に係る業務全般
・手作り工房の運営管理全般、販売業務全般
・レストラン業務に関する応援業務
・内外イベント時、販売業務及び販売補助業務正社員

雇用期間の定めなし

安芸郡北川村野友甲1100番地

・市場へ魚集荷（入札）
・鮮魚調理、加工
・配達　・清掃
・惣菜調理
※仕事内容により勤務時間延長、早朝勤務あ
り

正社員

雇用期間の定めなし

・レストラン棟厨房での調理に係る業務全般
・厨房内の運営管理全般
・ホール配膳及び片付け業務

ジョブ住室戸求人情報（フルタイム）
求人番号

仕事の内容 必要な経験／免許資格
雇用形態／期間



年齢 企業名 所在地 賃金（税込） 休日／週休二日

学歴 職種／採用人数 就業場所 就業時間 加入保険等

Ｆ28- 049 不問 民宿　うらしま 室戸市元甲1901-4 ＜月給制＞ その他 普通自動車免許

125,000円

サービス業 室戸市 5：30～7：30

不問 採用人数1人 13：30～19：30

Ｆ28- 061 不問 有限会社ミウラ（介護サービスあすなろ） 室戸市吉良川町乙2004-1 ＜月給制＞ 介護支援専門員

200,000円～

室戸市 250,000円

不問 採用人数2人 8：30～17：30

Ｆ28- 062 不問 有限会社ミウラ（介護サービスあすなろ） 室戸市吉良川町乙2004-1 ＜月給制＞ 介護福祉士

200,000円～ ヘルパー1級

サービス提供責任者 室戸市 235,000円 実務者研修修了者

不問 採用人数1人 8：30～17：30

Ｆ28- 063 制限あり 室戸海洋深層水株式会社 室戸市室戸岬町3476番地1 ＜月給制＞ 日・祝日

150,000円～ 隔週

営業 室戸市 180,000円

不問 採用人数1人 8：30～17：00

Ｆ28- 064 不問 野根漁業協同組合 安芸郡東洋町野根甲921-6 ＜月給制＞ 土 普通自動車運転免許

150,000円～

事務員 東洋町野根 150,000円

不問 採用人数1人 8：30～16：00

Ｆ29- 003 制限あり 有限会社　角田水道電気 室戸市吉良川町甲2213 ＜日給月給制＞ 普通自動車運転免許

149,800円～ （ＡＴ限定　不可）

電気・設備工事の管理及び作業員 室戸市 256,800円

不問 採用人数1人 8：00～17：00

Ｆ29- 005 制限あり 室戸市浮津一番町８７ ＜月給制＞ 土・日・祝日 普通自動車運転免許

135,000円～

電気通信事業 室戸市

高卒 採用人数1人 9：00～17：30

Ｆ29- 007 不問 高知東部交通株式会社 安芸市千歳町15-26 ＜日給制＞ その他 大型二種免許

146,000円～

バス運転士 室戸市・安芸市 206,000円

不問 採用人数5人 5：18～22：04

Ｆ29- 008 不問 椎名大敷組合 室戸市室戸岬町1525-1 ＜日給月給制＞ 土 普通自動車運転免許

200,000円～

魚労作業員 室戸市 250,000円

不問 採用人数2人 5：30～14：30

Ｆ29- 009 不問 ブルーム合同会社 ＜月給制＞ 日・その他 普通自動車運転免許

220,000円～ （AT限定　不可）

緑化・植栽作業 室戸市 220,000円

不問 採用人数1人 8：00～17：00

Ｆ29- 014 制限あり 社会福祉法人　香南会 室戸市室戸岬町字大ツボ ＜月給制＞ その他・週休２日制

グループホームびわの里 4078番地 129,200円～

介護職員 室戸市 240,000円

不問 採用人数1人 4パターンあり

Ｆ29- 015 制限あり 社会福祉法人　香南会 安芸市川北甲3731 ＜月給制＞ その他・週休２日制

デイサービスセンターいおき 129,200円～

介護職員 安芸市 240,000円

不問 採用人数1人 ３パターンあり

Ｆ29- 016 制限あり 社会福祉法人　香南会 安芸郡安田町西島89番地3 ＜月給制＞ その他・週休２日制

グループホームくすのきの里 129,200円～

介護職員 安田町 240,000円

不問 採用人数1人 4パターンあり

Ｆ29- 017 制限あり 社会福祉法人　香南会 安芸市川北甲3731 ＜月給制＞ その他・週休２日制

グループホームあい 129,200円～

介護職員 安芸市 240,000円

不問 採用人数1人 ３パターンあり

Ｆ29- 018 制限あり 社会福祉法人　香南会 香南市赤岡町1160-1 ＜月給制＞ その他・週休２日制

170,600円～

管理者候補 室戸市　田野町　 234,000円

不問 採用人数1人 安芸市 4パターンあり

Ｆ29- 023 不問 株式会社　泉井鐵工所 室戸市浮津18番地 ＜月給制＞ その他

200,000円～ 週休２日制（毎週）

機械設計士 280,000円

不問 採用人数2人 8：30～17：15

雇用・労災・健康・
厚生・退職金制度雇用期間の定めなし

グループホームにおいての管理者候補業務
・介護業務全般/介護業務指導、育成
・業務管理（シフト作成、マニュアル作成、更新）
・ケアプラン作成等に関する業務
通勤可能範囲での転勤の可能性あり

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・退職金制度雇用期間の定めなし

・網揚げ作業（沖）
・魚水揚げ、選別作業（市場）
・網補修作業（陸上）

・官公庁の物件、一般家屋等の電気工事及び設備工
事の施工管理、作業全般
※室戸市～中芸地区で社用車を使用しての移動作業
※現場の進捗状況により、就業日数及び時間が変わ
る場合があります。

ケアプラン作成・ケアマネージャー
業務全般

雇用・労災・健康・
厚生・退職金共済・
退職金制度
その他（ローテー
ション）・週休２日制

雇用・労災・健康・
厚生・退職金共済・
退職金制度

雇用・労災・健康・
厚生

その他（月９日）・
（年末年始、お盆休

み）

路線バス（安芸～甲浦、安芸～魚梁瀬、安芸～
高知）運行
貸切バス（県内外への運行）

※入社後（バス運転士への社内研修あり）

パソコン操作しての営業計画作成と係数管理
県内外への取引先との交渉及び新規取引先の
拡大と営業

雇用・労災・健康・
厚生

雇用・労災・健康・
厚生・退職金制度

漁業組合においての事務作業全般を行いま
す。
・日々の仕切り書の入力作業（パソコンを使用）
・市場内の軽作業（簡単な掃除等）
・窓口対応（電話・来客等の対応）
・銀行等の外回り業務（自家用車を使用）

さらに詳しい情報は求人公開カードがありますので、窓口までお問い合わせください。

雇用期間の定めなし

・船舶用の漁労用機械、各種舶用ウィンチ等の
大型機械の設計業務を行います。
・技能、継承、向上に取り組んでいただきます。
※物造りに興味のある方、熱意のある方を希
望します。○入居可能住宅（社宅）あります。

普通自動車運転免許

正社員 室戸市 雇用・労災・健康・
厚生

機械設計経験者

雇用期間の定めなし

グループホームにおいての利用者（高齢者）の
介護業務全般に従事していただきます。（食事
介助、入浴介助、排泄介助等）・レクリエーショ
ン等
※就業時間は交替制で4パターンあり
通勤可能範囲での転勤の可能性あり

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・退職金制度

グループホームにおいての利用者（高齢者）の
介護業務全般に従事していただきます。（食事
介助、入浴介助、排泄介助等）・レクリエーショ
ン等
※就業時間は交替制で3パターンあり
通勤可能範囲での転勤の可能性あり

正社員

雇用期間の定めなし

グループホームにおいての利用者（高齢者）の
介護業務全般に従事していただきます。（食事
介助、入浴介助、排泄介助等）・レクリエーショ
ン等
※就業時間は交替制で3パターンあり
通勤可能範囲での転勤の可能性あり

正社員

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生・財形・退職金
制度雇用期間の定めなし

兵庫県尼崎市昭和通
1-14-15

グループホームにおいての利用者（高齢者）の
介護業務全般に従事していただきます。（食事
介助、入浴介助、排泄介助等）
※就業時間は交替制で4パターンあり
通勤可能範囲での転勤の可能性あり

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・退職金制度雇用期間の定めなし

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

・太陽光発電所（メガソーラー）内の緑化、植栽
作業、植栽シートを貼ったり、チップの製造

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

エフビットコミュニケーショ
ンズ（株）室戸営業所

光ケーブル工事に関し協力会社への情報提供
（現地下見をして情報を伝える）
今後展開として光ケーブル癒着工事

正社員以外 雇用・健康・厚生・
退職金制度

パソコンの基本的な作業
（ワード・エクセル）

雇用期間の定めあり

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形・退職金
共済・退職金制度

電気工事士、電気、管工事
施工管理の資格あれば尚
良し雇用期間の定めなし

正社員

雇用期間の定めなし

求人番号
仕事の内容

基本的なパソコン操作が
できれば尚良し

正社員

雇用期間の定めなし

居宅介護支援専門員
（ケアマネージャー）正社員

雇用期間の定めなし

訪問介護サービス責任者業務
訪問計画書作成、ヘルパー指導
利用者訪問　食事、入浴、排泄等の介助

正社員

雇用期間の定めあり

その他（ローテー
ション）・週休２日制

必要な経験／免許資格
雇用形態／期間

雇用・労災・健康・
厚生

ジョブ住室戸求人情報（フルタイム）

清掃・調理

・移住者、住み込み勤務
大歓迎、軽自動車有り雇用期間の定めなし



年齢 企業名 所在地 賃金（税込） 休日／週休二日

学歴 職種／採用人数 就業場所 就業時間 加入保険等

Ｆ29- 025 制限あり 室戸市室戸岬町1675番地 ＜月給制＞ 祝日・その他

155,300円～

介護職員 169,600円

制限あり 採用人数1人 ３パターンあり

Ｆ29- 026 不問 土佐備長炭　窯元 室戸市吉良川町甲1949 ＜日給月給制＞ その他

炭工房　山本 168,000円～

製造員 192,000円

不問 採用人数1人 2パターンあり

Ｆ29- 030 不問 株式会社　アクトリゾート 室戸市室戸岬6969-1 ＜月給制＞ その他

ウトコオーベルジュ＆スパ 280,000円～

レストラン責任者 300,000円

制限あり 採用人数1人 3パターンあり

Ｆ29- 031 不問 株式会社　アクトリゾート 室戸市室戸岬6969-1 ＜月給制＞ その他

ウトコオーベルジュ＆スパ 211,619円～

スパセラピスト 228,777円

制限あり 採用人数2人 2パターンあり

Ｆ29- 032 不問 株式会社　アクトリゾート 室戸市室戸岬6969-1 ＜月給制＞ その他

ウトコオーベルジュ＆スパ 200,180円～

サービススタッフ 211,619円

制限あり 採用人数3人 3パターンあり

Ｆ29- 033 制限あり 株式会社　アクトリゾート 室戸市室戸岬6969-1 ＜月給制＞ その他

ウトコオーベルジュ＆スパ 211,619円～

調理スタッフ 228,777円

制限あり 採用人数2人 2パターンあり

Ｆ29- 034 不問 室戸市羽根町乙1137 ＜日給月給制＞ その他

130,000円～

140,000円

不問 採用人数1～3人 3パターンあり

F29- 035 制限あり 株式会社　高南メディカル 高知市薊野北町2丁目15番12号 ＜月給制＞ シフト制・その他

155,000円～

栄養士（事務） 安芸市宝永町1番32号 180,000円

制限あり 採用人数1名 高知県立あき総合病院 2パターンあり

F29- 036 不問 株式会社　高南メディカル 高知市薊野北町2丁目15番12号 ＜月給制＞ シフト制・その他

137,000円～

調理員 安芸市宝永町1番32号 157,000円

不問 採用人数1名 高知県立あき総合病院 ２パターンあり

F29- 037 不問 株式会社　高南メディカル 高知市薊野北町2丁目15番12号 ＜時給制＞ シフト制・その他

174,000円～

栄養士（事務）：契約 安芸市 190,000円

制限あり 採用人数1名 高知県立あき総合病院 ３パターンあり

F29- 038 不問 株式会社　高南メディカル 高知市薊野北町2丁目15番12号 ＜時給制＞ シフト制・その他

174,000円～

栄養士（現場・事務）：契約 安芸市 190,000円

制限あり 採用人数1名 高知県立あき総合病院 ３パターンあり

F29- 038 不問 株式会社　高南メディカル 高知市薊野北町2丁目15番12号 ＜月給制＞ シフト制・その他

174,000円～

調理員 安芸市宝永町1番32号 200,000円

制限あり 採用人数1名 高知県立あき総合病院 ２パターンあり

F29- 039 不問 株式会社　高南メディカル 高知市薊野北町2丁目15番12号 ＜時給制＞ シフト制・その他

147,560円～

調理員：準社員 安芸市宝永町1番32号 156,240円

不問 採用人数1名 高知県立あき総合病院 ２パターンあり

F29- 040 不問 株式会社　高南メディカル 高知市薊野北町2丁目15番12号 ＜時給制＞ シフト制・その他

160,000円～

調理員：（契約社員） 安芸市宝永町1番32号 180,000円

不問 採用人数1名 高知県立あき総合病院 ２パターンあり

F29- 041 不問 株式会社　高南メディカル 高知市薊野北町2丁目15番12号 ＜時給制＞ シフト制・その他

139,200円～

栄養士補助：（準社員） 安芸市宝永町1番32号 139,200円

不問 採用人数1名 高知県立あき総合病院 8：00～17：30

病院給食の調理業務全般
　下処理、調理、盛付け、配膳、下善、食器洗
浄、片付け等、病院給食の調理に係る作業全
般となります。
※調理については、朝昼夕、各200食程度で
す。

正社員 雇用・労災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

小規模多機能型居宅介護
支援　あるて

病院の献立作業務を行っていただきます。
※朝昼夕　各200食程度の献立作成（特別食を含む）
※食材等の発注業務
※専用ソフトによるパソコン入力作業（献立入力・献立
作成）※病院の要望及び改善に関する対応
※衛生指導・調理指導　等

正社員以外（契約社員） 雇用・労災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

現場（施設給食）における栄養士及び調理業務
　下処理、調理、盛付け、配膳、食器洗浄、片付け
等、病院給食の調理に係る作業全般となります。
※調理については、朝昼夕、各200食程度となります。
※正社員登用制度あり正社員以外(契約社員） 雇用・労災・健康・

厚生雇用期間の定めあり

病院給食に関わる業務に従事していただきま
す。
・主な業務としては食材の検品、片付け。補充
等
・その他、栄養士の補助業務をしていただきま
す。

正社員以外（準社員）
雇用・労災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

病院給食の調理業務全般
　下処理、調理、盛付け、配膳、食器洗浄、片
付け等、病院給食の調理に係る作業全般とな
ります。
※調理については、朝昼夕、各200食程度とな
ります。

正社員以外（準社員） 雇用・労災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

病院給食の調理業務全般
　下処理、調理、盛付け、配膳、下善、食器洗
浄、片付け等、病院給食の調理に係る作業全
般となります。
※調理については、朝昼夕、各200食程度とな
ります。

正社員以外（契約社員） 雇用・労災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

さらに詳しい情報は求人公開カードがありますので、窓口までお問い合わせください。

室戸市に住民票のある要支援、要介護を対象に
・身体に触れて行う介助
・生活支援介助（調理・洗濯・掃除・買物）
・送迎　・相談　・弁当の配達　等
様々な支援を介護員さんの実力に合わせて行っても
らいます。

「美のオーベルジュ」をコンセプトに、旬・鮮度・美しさを
テーマに想い出に残る食事のひとときを演出します。
海に面した土地を活かし、イタリアン、フレンチ、スパ
ニッシュをベースとしたリゾート料理をお客様に楽しん
でいただきます。
・朝食、夕食調理（仕込み、営業、洗い場）

スパセラピスト
・フロントサービス
（お出迎え、チェックイン、チェックアウト、お見送り、清
掃）
・レストランサービス
（お出迎え、配膳サービス、お見送り、清掃）・客室清
掃

普通自動車運転免許や
訪問介護員、介護福祉士
等の免許があれば尚良し

正社員 室戸市 雇用・労災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

病院の献立作業務を行っていただきます。
※朝昼夕　各200食程度の献立作成（特別食を含む）
※食材等の発注業務
※専用ソフトによるパソコン入力作業（献立入力・献立
作成）※病院の要望及び改善に関する対応
※衛生指導・調理指導　等

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・退職金制度雇用期間の定めなし

正社員 室戸市 雇用・労災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

・フロントサービス
（お出迎え、チェックイン、チェックアウト、お見送り、清
掃）
・レストランサービス
（お出迎え、配膳サービス、お見送り、清掃）
・客室清掃

※スパセラピスト（技術を
取得したい方はトレーニ
ング終了後に昇給あり）

正社員 室戸市 雇用・労災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

林業の経験があれば尚
良し

正社員 室戸市
労災

雇用期間の定めなし

※スパセラピスト経験者・
資格保持者は優遇しま
す。

正社員 室戸市 雇用・労災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

・顧客満足度の分析、向上
・スタッフ満足度の分析、向上
・新しいサービスの企画、実行、分析
・レストランサービス
　（お出迎え、配膳サービス、お見送り、清掃）
・客室清掃

正社員 室戸市 雇用・労災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

土佐備長炭の製造及び販売常務全般
　・山林で原木の伐採及び搬出作業（10日程度
/月）
　・窯くべ及び窯出し作業（3回程度/月）
　・製品（炭）の選別及び出荷準備（箱詰め）作
業

特別養護老人ホーム
丸山長寿園

入所者の生活全般の介護

介護福祉士

正社員 室戸市 雇用・労災・健康・
厚生・退職金制度雇用期間の定めなし

ジョブ住室戸求人情報（フルタイム）
求人番号

仕事の内容 必要な経験／免許資格
雇用形態／期間

病院の献立作業務を行っていただきます。
※朝昼夕　各200食程度の献立作成（特別食を含む）
※食材等の発注業務
※専用ソフトによるパソコン入力作業（献立入力・献立
作成）※病院の要望及び改善に関する対応
※衛生指導・調理指導　等

正社員以外(契約社員） 雇用・労災・健康・
厚生雇用期間の定めあり



年齢 企業名 所在地 賃金（税込） 休日／週休二日

学歴 職種／採用人数 就業場所 就業時間 加入保険等

Ｆ29- 042 不問 野根漁業協同組合 安芸郡東洋町野根甲921-6 ＜月給制＞ 土・その他 普通自動車運転免許

300,000円～ 週休２日制（毎週）

管理職 東洋町野根 400,000円

不問 採用人数1人 8：30～16：00

Ｆ29- 043 不問 株式会社　浅川自然食品工業 室戸市室戸岬1525-33 ＜月給制＞ 普通自動車運転免許

145,000円～

製造技術者 室戸市 155,000円

不問 採用人数2人 8：30～1７：３0

Ｆ29- 048 制限あり 室戸海洋深層水株式会社 室戸市室戸岬町3476番地1 ＜月給制＞ 土・日・祝・その他

145,000円～ 週休２日制（毎週）

営業 室戸市 160,000円

制限あり 採用人数1人 8：00～17：00

Ｆ29- 049 不問 日本郵便株式会社 安芸郡奈半利町乙1257 ＜時給制＞ その他

安芸郵便局 820円～

集配外務員

不問 採用人数1人 8：00～16：45
Ｆ29- 065 不問 株式会社　アクトリゾート 室戸市室戸岬6969-1 ＜月給制＞ その他

ウトコオーベルジュ＆スパ 160,143円～ 週休２日制（毎週）

事務員 160,143円

制限あり 採用人数1人 9：00～18：00
Ｆ29- 066 不問 西河農園株式会社 室戸市佐喜浜町3430番地1 ＜日給月給制＞ その他 普通自動車運転免許

160,000円～ 週休２日制（毎週） （AT限定　不可）

農業（作業員） 160,000円

不問 採用人数1人 8：00～17：00
Ｆ29- 067 不問 室戸市役所 室戸市浮津25番地1 ＜日給月給制＞ 土・日・祝

140,000円～ 週休２日制（毎週）

一般事務補助 140,000円

不問 採用人数1人 8：30～17：15
Ｆ29- 068 不問 室戸市役所 室戸市浮津25番地1 ＜日給月給制＞ 土・日・祝

140,000円～ 週休２日制（毎週）

一般事務補助 140,000円

不問 採用人数1人 8：30～17：15
Ｆ29- 069 不問 室戸市役所 室戸市浮津25番地1 ＜日給月給制＞ 土・日・祝

140,000円～ 週休２日制（毎週）

一般事務補助 140,000円

不問 採用人数1人 8：30～17：15
Ｆ29- 070 不問 室戸市役所 ＜日給月給制＞ 日・祝・その他 ワード・エクセルが使用できること

140,000円～ 週休２日制（毎週） 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

児童厚生員補助 140,000円

不問 採用人数1人 8：30～17：15

ホテル業務に係る一般事務全般
・パソコンを使用しての文章等の作成、管理
・商品の納品、管理
・その他、上記に付随する業務正社員 雇用・労災・健康・

厚生雇用期間の定めなし

室戸市

雇用・労災・健康・
厚生

雇用形態／期間

さらに詳しい情報は求人公開カードがありますので、窓口までお問い合わせください。

普通自動車運転免許
（AT限定　可）
自動二輪（小型）お持ちの
方優遇安芸郡奈半利町

土・日・祝・その他
(正月）・週休２日制

漁業組合においての管理職業務全般を行いま
す。
・魚の販売にかかる業務管理
・業務報告書の書類作成
・その他付随する業務

管理職経験（年数問わ
ず）
基本的なパソコン操作が
できれば尚良し

正社員以外

雇用期間の定めあり

雇用期間の定めあり

ジョブ住室戸求人情報（フルタイム）
求人番号

仕事の内容 必要な経験／免許資格

工場内の保守点検及び、出荷作業

雇用・労災・健康・
厚生・退職金制度

農業
しいたけ、マコモダケ、米作りの作業に従事して
いただきます。

正社員 室戸市 雇用・労災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

食塩とにがりの営業
高知県は勿論、四国島内および全国

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生・退職金共済雇用期間の定めなし

奈半利郵便局にて
　・郵便物、荷物等の配達、集荷業務
　・配達をしながらの営業業務（切手、はがき、
小包等）正社員 雇用・労災・健康・

厚生雇用期間の定めあり

フォークリフトの免許があ
れば尚良し

正社員

産業振興課　商工企業誘致班
　・電話、メール対応
　・受領証明等の書類発送
　・ワンストップ特例申請書の受付、データ入力
　・事業者への発注等　※雇用期間Ｈ30.5.1～Ｈ
30.7.31

正社員以外 室戸市 雇用・労災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

ワード・エクセルが使用できること

産業振興課　商工企業誘致班
　・電話、メール対応
　・受領証明等の書類発送
　・ワンストップ特例申請書の受付、データ入力
　・事業者への発注等　※雇用期間Ｈ30.5.1～Ｈ
30.8.31

ワード・エクセルが使用できること

正社員以外 室戸市 雇用・労災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

室戸市羽根児童館
　・児童の遊びや生活の支援及び児童館運営
に伴う業務

正社員以外

室戸市
雇用・労災・健康・
厚生

・保育士、幼稚園等教諭、小
学校教員免許、高校卒業者
で2年以上児童福祉に従事し
た者のいずれか

雇用期間の定めあり

室戸市羽根町乙3021番地
18

建設土木課　建設土木班
　・庶務事全般
　・来庁者及び電話対応
　・土木工事における現場測量補助

ワード・エクセルが使用できること

正社員以外 室戸市 雇用・労災・健康・
厚生雇用期間の定めあり


