
(令和2年9月15日更新）

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

P28- 004 不問 株式会社　ミヤマ 高知市大津甲５１５－１ ＜時給制＞ その他

900円　～ 週休２日制（毎週）

販売スタッフ 安芸郡田野町 950円

不問 採用人数2名 3パターンあり

P28- 009 不問 居酒屋　満月 室戸市浮津807 ＜時給制＞ 水曜日

800円　～

接客係 室戸市

不問 17：00～22：00

P28- 013 不問 株式会社アークリゾート 安芸郡田野町1695-1 ホールスタッフ ＜時給制＞ その他

　ホール内での接客業務全般 1000円

ホール係 田野町・室戸市 　簡単な清掃・雑務 8：30～24：00 雇用・労災

不問 採用人数2～3人 内で4ｈ～5ｈ程度

P28- 019 不問 株式会社　ゆうあい 室戸市領家349-2 ＜時給制＞ 日・その他（金）

看護師・准看護師 1,500円～ 週休２日制（毎週） 看護師・准看護師免許

リハビリスタッフ 室戸市 2,000円 PT・OT・ST等免許

不問 採用人数1～2人 8：30～17：30

P28- 021 不問 北川村ゆず王国株式会社 安芸郡北川村加茂236-1 ＜時給制＞ 土・日・祝

770円～ その他（盆・正月）

工場内作業員 北川村 雇用・労災・健康・厚生

不問 採用人数3人 8：00～17：30

P28- 024 制限あり 名古屋マルタマフーズ ＜時給制＞ その他

株式会社 770円～ 不問

調理補助 室戸市 850円 雇用・労災

不問 採用人数2人 3パターンあり

P28－ 025 制限あり 名古屋マルタマフーズ ＜時給制＞ その他

株式会社 820円～ 調理師免許

調理師 室戸市 1,000円 雇用・労災

不問 採用人数2人 3パターンあり

P28- 027 不問 室戸市吉良川町乙2004-1 ＜時給制その他＞ その他（ローテーション） 初任者研修修了者

150,000円～ 週休２日制（毎週） ヘルパー2級・1級

ホームヘルパー 室戸市 230,000円 雇用・労災・健康・厚生 介護福祉士

不問 採用人数　数人 8：00～18：00
退職金共済・退職金制
度

※就業時間は希望時間

P29- 006 不問 ＜時給制＞ その他（要相談）

850円～

農業 東洋町 950円

不問 採用人数2人 3パターンあり

P29- 007 不問 社会福祉法人　香南会 ＜時給制＞ その他

グループホームびわの里 800円～ 週休２日制（毎週）

介護職員 室戸市 900円

不問 採用人数1人 3パターンあり

P29- 008 不問 社会福祉法人　香南会 ＜時給制＞ その他(ローテーション）

デイサービスセンターいおき 800円～ 週休２日制（毎週）

介護職員 安芸市 900円

不問 採用人数1人 8：30～17：30

P29- 009 不問 社会福祉法人　香南会 ＜時給制＞ その他

グループホームくすのきの里 800円～ 週休２日制（毎週）

介護職員 安田町 900円

不問 採用人数1人 3パターンあり
P29- 010 不問 社会福祉法人　香南会 ＜時給制＞ その他

グループホームあい 800円～ 週休２日制（毎週）

介護職員 安芸市 900円

不問 採用人数3人 3パターンあり
P29- 015 不問 ＜時給制＞ その他

770円～

介護員 1,000円

不問 採用人数1人 3パターンあり
P29- 016 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＞ 土・日

850円　～ 週休２日制（毎週）

給食作業員 安芸市宝永町1番32号 900円 雇用・労災

不問 採用人数1名 高知県立あき総合病院 5：30～10：00
P29- 017 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＞ その他

850円　～

給食作業員 安芸市宝永町1番32号 900円 労災

不問 採用人数1名 高知県立あき総合病院 17：30～20：30
P30- 003 不問 訪問看護ステーション　奥郷 ＜時給制＞ 日曜・その他（金） 看護師又は准看護師資格

1,500円　～ 週休2日制（毎週） ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等免許

訪問看護職員 2,000円

不問 採用人数1～2人 8：30～17：30
P30- 004 不問 ヘルパー事業所　ゆめ ＜時給制＞ 日曜・その他（金）

1,000円　～ 週休2日制（毎週）

訪問介護・通所介護 1,200円

不問 採用人数1～2人 8：30～17：30

P30- 008 不問 有限会社　ミウラ ＜時給制＞ 日曜・その他（シフト制）

800円　～ 週休2日制（毎週）

900円

不問 採用人数2人 8：30～17：30

P30- 010 不問 日清医療食品㈱四国支店 高松市番町1-6-6 ＜時給制＞ その他

調理補助・食器洗浄 甲南アセット番町ビル6階 850円　

不問 採用人数　人 2パターンあり

パート労働

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

雇用期間の定め有

パート労働者 室戸市　　
雇用・労災

ヘルパー2級（又は介護
職員初任者研修）
もしくは介護福祉士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。

労災

利用者宅を訪問し下記のサービスを提供する。
・日常生活の看護　・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

ジョブ住室戸求人情報（パート）
求人番号

仕事の内容 必要な経験／免許資格
雇用形態／期間

パチンコ店玉井センター田野店内
 カフェ「ティー・ラボ」において飲食物の販売パート労働者

パート労働者
雇用・労災

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健康・厚生
雇用期間の定めあり

・配膳、片づけ等、食器洗い（洗浄機で）、精算業
務
・店内は座敷で約40席、メニューは揚げ物等、居
酒屋メニューです

名古屋市中川区
下之一色町波花108番地

有限会社ミウラ
（介護サービスあすなろ）

訪問介護
パート労働

雇用期間の定めなし

トマト栽培にかかわる作業、収穫、選別・袋詰め
（ハサミ使用）等

パート労働者

パート労働

パート労働

パート労働

雇用期間の定めなし

パート労働

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。

パート労働者

デイサービスセンターにおいての利用者（高齢者）の介
護業務全般を行います。
（食事介助、入浴介助、排泄介助等）
※就業時間は8時30分～17時30分までの勤務※夜勤
勤務はありません。

病院給食での作業全般に従事していただきま
す。
　・野菜のカット・盛付け　等
　　病院給食に係る作業全般となります。
※給食数は、朝・昼・夜各200食程度となります。

パート労働者

雇用期間の定めなし

パート労働者

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

雇用期間の定め有

パート労働者
雇用・労災

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

生見オーガニック
　トマトファーム

パート労働者
雇用・労災

香南市赤岡町1160-1

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）
※定員は18名。

雇用期間の定め有
雇用・労災

パート労働者

香南市赤岡町1160-1
施設利用者（高齢者）の介護業務全般を行います。
（食事介助、入浴介助、排泄介助等）
※就業時間は交替制で3パターンです
※月10日～13日の勤務。
※夜勤勤務はありません。

雇用期間の定め有

安芸郡東洋町大字生見
102-1

雇用期間の定め有

雇用期間の定め有

工場内でのゆず加工にかかる作業全般を
行います。
・ゆず皮の処理、加工品製造作業など

病院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。

雇用期間の定め有

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）
※定員は18名。

パート労働者

香南市赤岡町1160-1

香南市赤岡町1160-1

雇用期間の定めなし

雇用期間の定め有

パート労働者 室戸市
雇用期間の定めなし

室戸市羽根町乙1137
室戸市に住民票のある要支援者、要介護者を対象に
・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。

パート労働者 室戸市
雇用期間の定めなし

雇用・労災

パート労働者

雇用期間の定めなし

室戸市　　
雇用・労災

室戸市元甲1076

普通自動車免許

病院給食での作業全般に従事していただきま
す。
　・配膳、下善、食器洗浄　・片付け　等
　　病院給食に係る作業全般となります。
※給食数は、朝・昼・夜各200食程度となります。

雇用・労災・健康・厚生

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

室戸市吉良川町乙2004-1

入居者にお食事を提供するお仕事です。
・一人分ずつのお皿に食事を盛り付ける
・一人分ずつのお盆（トレー）に食事を配膳する
・食器淡い

普通自動車免許
（AT限定可）

室戸市元甲1076
利用者宅を訪問し下記のサービスを提供する。
・生活支援、身体介護
通所介護
・身体介護
・散歩介助
・レクレーション支援

普通自動車免許

室戸市 介護福祉士・ヘルパー等、
同等の学科を修めたもの

入浴時介助サービスや教養娯楽の催しなどの日常生
活。
サービスなどセンター利用者に対する介護
※勤務日について週3～5日の勤務での相談により決
定します。



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

P31- 001 不問 社会福祉法人室戸はまゆう会障害者支援施設 ＜時給制＞ 週休2日制（毎週）

むろと・はまゆう園 880円　～

生活支援員 880円

制限あり 採用人数1人 3パターンあり

P31- 002 不問 社会福祉法人室戸はまゆう会障害者支援施設 室戸市室津928-1 ＜時給制＞

むろと・はまゆう園 140,800円　～

生活支援員 154,880円

制限あり 採用人数1人 3パターンあり

P31- 003 社会福祉法人室戸はまゆう会障害者支援施設 必要な経験・不問

むろと・はまゆう園 930円　～

高卒 栄養士 930円

採用人数1人

P元-007 不問 スカイ　アンド　シー　・ムロト 客室清掃作業(10:00～13:00)不定期 ＜時給制＞

客室清掃作業・調理補助 レシピ通りの調理作業(17:00～20:00,7:00～
10:00）

880円

ゲストハウス業務全般

不問 採用人数1人

P元-010 不問 株式会社　徳増工業 ＜時給制＞ 週休２日制（毎週） 普通自動車免許

小規模多機能介護施設　絆 810円～

介護職員 1,000円

不問 採用人数 2名 3パターンあり

P元-011 不問 株式会社　徳増工業 ＜時給制＞ 週休２日制（毎週） 普通自動車免許

グループホーム　なかよし 810円～

介護職員 1,000円

不問 採用人数 2名 3パターンあり

P2-001 不問 ㈱双葉造園 ＜時給制＞ 週休２日制（毎週）

793円 週3～4日

体育館管理（請負） （日給5,950円） （月14日勤務）

制限あり 採用人数1名 雇用・労災

P2-002 不問 シレスト　むろと ＜時給制＞ その他 普通自動車免許

830円 雇用・労災

プールスタッフ （月　73,040円～ 2交代のシフト制

不問 採用人数4名 　　　　107,900円

P2-003 不問 シレスト　むろと ＜時給制＞ その他 普通自動車免許

830円 雇用・労災

調理補助 （月　73,040円～ 2交代のシフト制

不問 採用人数1名 　　　　91,300円

P2-004 不問 シレスト　むろと ＜時給制＞ その他 普通自動車免許

830円 雇用・労災

レストランスタッフ （月　73,040円～ 9時00分～15時00分

不問 採用人数2名 　　　　91,300円

P2-006 不問 四国管財株式会社
高知市南はりまや町2丁目
4-15

＜時給制＞ その他

900円 労災

清掃業務 14時00分～16時00分

制限あり 採用人数1名 週所定労働日数3日程度

P2-010 不問 有限会社　中野自動車 室戸市元甲2578-12 ＜時給制＞ 土・日・祝日

790円 雇用・労災・健康・厚生

事務員 退職金共済

不問 採用人数1名 8時45分～17時30分

P2-011 不問 室戸市元甲1902-1 ＜時給制＞ 土・日・祝日

864円 雇用・労災

支援員 8時30分～17時15分

不問 採用人数1名

P2-012 不問
室戸市室戸岬町6810番地
152

＜時給制＞ その他

800円～ 労災

レストランスタッフ 850円 10時00分～16時00分

不問 採用人数2名 11時00分～15時00分

P2-013 不問 室戸市室津2552-1 ＜時給制＞ その他

850円～ 労災

ホールスタッフ、バーテン 1200円 19時00分～3時00分

不問 採用人数4名

P2-014 制限あり 大新東株式会社　高松営業所 室戸市内 ＜時給制＞ 土・日・祝日

120,000円

スクールバス等運転業その他付帯業務 6：55～16：55

不問 採用人数4名 6：38～19：37

P2-015 不問 大新東株式会社　高松営業所 室戸市内 ＜時給制＞ 土・日・祝日

44,200円

学校給食配送補助業務 10：40～14：10

不問 採用人数2名 10：55～14：40

P2-016 不問 室戸市役所　保健介護課 室戸市内 ＜月給制＞

131,961円

一般事務 8：30～16：30

不問 採用人数1名

P2- 017 不問 有限会社　ヤマジュウ 室戸市内 ＜時給制＞ 毎週水曜日・第木曜日

800円

飲食・仕出し・惣菜・店舗 7：30～19：00

不問 採用人数4～5名 （うち8時間以内応相
談）

P2- 018 不問 室戸ジオパーク推進協議会 室戸市内 ＜時給制＞ その他ローテーション

925円～1,249円

総合案内 8：30～17：15

不問 採用人数1名

労災
パート労働者

・パソコン（エクセル・ワー
ド）
の操作が出来る方
・普通運転免許（AT限定
可）

室戸世界ジオパークセンターにおいて下記の作業を行
い
ます。
総合案内業務：ガイドの受付、来館者への対応、電話
対応
館内ガイド、観光案内、物販業務、窓口対応業務。
上記に付随する事務作業（パソコンを使用）

パート労働者 室戸市　　

雇用期間の定め有

●介護保険料の徴収、消込、還付、督促、催告等の事務補
助
●介護事業所の運営管理に関する事務補助
●短期集中型通所サービス事業の事務補助
●書類のとりまとめ
●支払事務

土・日・祝日・その他（年
末年始）

・パソコンの操作可能な方
　（ワード・エクセル）
・普通運転免許（AT限定
可）パート労働者 室戸市　　

雇用・労災・健康・厚生
雇用期間の定め有

雇用・労災・健康・厚生

・鮮魚（入札・仕入れ・店内、仕出し業務）
・精肉（店舗内）
・店舗業務（店舗内・一般事務）
・厨房業務（飲食・仕出し・惣菜）
※いずれかのどれか

・普通自動車運転免許
　（AT限定可）雇用・労災

パート労働者 室戸市　　

パート労働者 室戸市　　 介護関係の経験・資格
等あれば尚良し

室戸市　　

室戸黒潮協同組合
（海の駅とろむ）

レストラン「ぢばうま八」においてホール
　　　　　　　　　　　　　　　　　業務全般を行います
・注文取り、配膳、レジ
・調理補助や洗い場等の水仕事
・レストラン内外の清掃等

雇用期間（7/18～8/31）
就業時間は相談に応じます。
短時間雇用。
休日は相談の上決定します。

パート労働者 室戸市　　

雇用期間の定め有

Bar East
料理の盛り付け作業
食器などの洗い物作業等

元気な人募集中

パート労働者 室戸市　　

雇用期間の定め無

雇用期間の定め有

雇用・労災・健康・厚生・
財形

①室戸市内小学、中学登校下校スクールバス運行
②学校給食配送運行業務・配送補助業務
③車両清掃、メンテナンス業務、その他付帯業務他
④土日等部活動対応運行等

普通1種自動者免許
（大型1種免許尚可）パート労働者 室戸市　　

雇用期間の定め有

中部給食センター・西部給食センターの給食配送の補
助
（コンテナ等の積み下ろし、回収業務、安全確認等）

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。

週休2日制（毎週）

知的障がい者への生活支援、作業指導にかかる業務
全般
・起床、洗面時等の声かけ、入浴、食事等の介助
・服薬等の管理、及び農作業の指導、付き添い等行動
支援

知的障がい者への生活支援、作業指導にかかる業務
全般
・起床、洗面時等の声かけ、入浴、食事等の介助
・服薬等の管理、及び農作業の指導、付き添い等行動
支援

室戸市　　

パート労働者

室戸市室津928-1

室戸市室津928-1

雇用・労災

普通自動車免許（AT限
定可）
栄養士又は管理栄養士

求人番号

室戸市　　
雇用・労災

雇用・労災

ジョブ住室戸求人情報（パート）
必要な経験／免許資格仕事の内容

雇用形態／期間

地域密着型の自動車会社（自動車整備・販売・各種保
険）
一般事務

小規模多機能施設型居宅介護施設での介護事務全般
を行います。
・食事、排泄、入浴介助等及び身の回りのお世話
・簡単なレクリェーション等
・個人ケースの記録
・利用者様の送迎及び送迎補助業務等

雇用・労災・健康・厚生

室戸市浮津二番町65

室戸市浮津二番町65

グループホームでの介護事務全般を行います。
・食事、排泄、入浴介助等及び身の回りのお世話
・簡単なレクリェーション等
・個人ケースの記録
・簡単な調理等 雇用・労災・健康・厚生

ホームヘルパー2級
（あれば尚可）

プール内監視及び清掃、浴場・更衣室まどの見
回り、清掃、洗濯、フロント及びレストラン利用者
への対応、接客業務・施設館内に関わる作業全
般室戸市　　

経験者歓迎です。
新人の方には丁寧にご
指導いたします。

室戸市室戸岬町3795-1

主に調理作業を行い、盛り付け、下処理、食器・
器具の洗浄、清掃等厨房内の作業全般、必要に
応じてレストランホール係のサポート（配膳、片
付けなどの接客業務）及び弁当配達室戸市　　

室戸市室戸岬町3795-1

室戸市　　

介護関係の経験・資格
等あれば尚良し

パート労働者 室戸市　　

雇用期間の定め有

・普通自動車運転免許
（AT限定可）パート労働者

雇用期間の定めあり

障害者支援施設において栄養士業務を行いま
す。
・献立作成、栄養管理、食材発注、調理補助等
・利用者は40名程度です。室戸市　　

週休2日制（毎週）

パート労働者 室戸市　　

室戸市室戸岬町3795-1

パート労働者 室戸市　　

特定非営利活動法人
　ぐりーと

・行事　イベントの発案及び企画
・レクリエーション等の月刊プログラム作成
・通信誌の作成、印刷、発行
・利用者（子ども・高齢者・障害者n等）の話し相手
・レクリエーション（体操やゲーム等）
・利用者の自宅から施設までの送迎

室戸市　　

雇用期間の定め無

県立室戸体育館の予約と利用受付業務
料金の徴収
体育館内の清掃、見回り
外溝部の草刈り
スポーツ備品の管理

パート労働者 室戸市室戸岬町
　県立室戸体育館雇用期間の定め有

高知市山ノ端219番地9

パート労働者

雇用期間の定め有

銀行の支店のお掃除のお仕事です（フロアー、
階段、トイレ、外回りなど）

レストランでのサービス業務全般（注文伺い、配
膳、下膳などの接客業務）レストランホール内の
清掃、必要に応じて弁当配膳、調理補助業務
※週４日程度

雇用期間の定め有

パート労働者

普通自動車免許
（AT限定可）
介護福祉士、看護師
社会福祉士、特別支援
学校教諭、保育士

普通自動車免許
（AT限定可）
介護福祉士、看護師
社会福祉士、特別支援
学校教諭、保育士

雇用期間の定め有

雇用期間の定め有

パート労働者

雇用期間の定め有

パート労働者

パート労働者

雇用期間の定めなし

室戸市室戸岬町2752-1

室戸市　　

雇用期間の定めなし

パート労働者

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

雇用期間の定め有


