
(令和3年4月6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

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

建築工事施工管理者1名 300,000円　～

建築・大工　1名 室戸市内～安芸市内 400,000円

不問 　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＞ 日曜日 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- 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- 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 165,000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 699,000円 （AT限定　可）

不問 採用人数2～3人 　・簡単な清掃、その他雑務

F28- 028 制限あり 有限会社　タカシン水産 ＜時間給制＞
室戸工場       850円 週休２日制

水産物加工員 室戸市

不問 採用人数3人 8：30～18：00

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 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- 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　　 149,600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- 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　　 158,400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- 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- 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 770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- 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- 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1 150,000円～ 日・祝日

正社員 営業 180,000円 隔週

不問 採用人数1人 室戸市 8：30～17：00
雇用・労災・健康・厚
生

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- 014 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

グループホームびわの里 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 香南市赤岡町1160-1 ＜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 香南市赤岡町1160-1 ＜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3人 4パターンあり

Ｆ29- 017 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

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3人 ３パターンあり

正社員

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

雇用・労災・健康・厚
生雇用期間の定めなし

雇用・労災・健康・厚
生

雇用・労災・健康・厚
生

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

ディサービスセンターいおきにおいての利用者（高齢
者）の介護業務全般を行っていただきます（食事介助、
入浴介助、排泄介助等）レクリエーションなど※就業時
間は、3パターンの交代制にて勤務していただきます。
通勤可能範囲での転勤の可能性あり

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

雇用・労災・健康・厚
生

正社員

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

正社員

雇用期間の定めなし

正社員

雇用期間の定めなし
雇用・健康・厚生

清掃・調理

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

・移住者、住み込み勤務
大歓迎、軽自動車有り

4交代制月8～11日

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

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。

雇用・労災・健康・厚
生・退職金制度

雇用・労災・健康・厚
生・退職金制度

正社員

雇用期間の定めなし

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

雇用期間の定めあり

正社員以外

雇用期間の定めあり

正社員

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

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

雇用期間の定めなし

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・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

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

雇用期間の定めなし

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

正社員

正社員以外(パート可）

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

雇用・労災・健康・厚生

雇用・労災・健康・厚生

正社員

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

雇用・労災・健康・厚生

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

契約社員

雇用期間の定めなし

正社員

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

正社員以外

雇用期間の定めなし

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・財形・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

その他（月９日）・
（年末年始、お盆休

み）

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

・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。



(令和3年4月6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

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

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・日・祝日

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

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- 033 不問
社会福祉法人　室戸はまゆう
会

室戸市室津928-1 ＜月給制＞

障害者支援施設むろと・はまゆう会 149,200円～

栄養士 177,600円

制限あり 採用人数1人

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- 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）：契約 安芸市 195,000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- 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

Ｆ30- 007 不問 三津大敷組合 室戸市室戸岬町1920 ＜日給月給制＞ 土曜・その他

200,000円

漁労作業員

不問 若干名 2パターンあり

Ｆ30- 010 不問 訪問看護ステーション　奥郷 室戸市元甲1076 ＜月給制＞ 日曜・その他（金） 看護師又は准看護師

210,000円～ ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等免許

訪問看護職員 260,000円

不問 採用人数1～2人 8：30～17：30
Ｆ30- 011 不問 ヘルパー事業所　ゆめ 室戸市元甲1076 ＜月給制＞ 日曜・その他（金） 介護福祉士・ヘルパー等

140,000円～ 週休二日制 同等の学科を修めたもの

訪問介護・通所介護職員 178,000円

不問 採用人数1～2人 8：30～17：30

F30- 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 ＜月給制＞ シフト制・その他

143,000円～

調理補助員（正社員） 安芸市宝永町1番32号 170,000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

F30- 018 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

147,560円～

調理補助員（準職員） 安芸市宝永町1番32号 156,240円

不問 採用人数3名 高知県立あき総合病院 ２パターンあり

F30- 019 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

160,000円～

調理補助員（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

F30- 020 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

154,000円～

栄養士（正職員） 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

Ｆ30- 022 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

135,000円～ 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

介護職員 室戸市 165,000円

不問 採用人数2人 8：30～17：30

Ｆ30- 050 不問 日清医療食品(㈱)四国支店 高松市番町1-6-6甲南アセット 149,600円～ 週休2日制 不問

正社員 調理補助員 番町ビル6階 167,200円

不問 採用人数2人 老健あさひ（室戸市）

２パターンあり 雇用・労災・健康・厚生

Ｆ31- 004 不問 社会福祉法人室戸はまゆう会 室戸市室津928-1 ＜月額＞ 正看護師資格もしかくは准看護師資格

障害者支援施設むろと・はまゆう園 170,700円～ 看護業務経験者

看護師 室戸市 　　　　　247,500円

制限あり 採用人数1人 ２パターンあり

Ｆ31- 006 不問 　㐂代丸 室戸市浮津241-15 ＜月額＞

250,000円～ 不要

漁業全般　乗組員 室戸市内（㐂代丸） 　　　　　350,000円

高卒 採用人数1～2人 ２パターンあり

Ｆ元- 008 有限会社 青木建設 室戸市吉良川町甲587-2 日給 試用期間3カ月

制限
建築作業員及び建築大工
（見習いも可）

172,000～279,500

40歳
以下

採用人数1名 室戸市 賞与年2回

8:00～17:30
　F元- 010 不問 高知県信用漁業協同 高知市本町1-6-21 月給135,000円 普通自動車運転免許

組合連合会

漁業金融 室戸市室津3368-2 8:30～17:00

不問 採用人数1名 高知県漁協室戸総括支所内

Ｆ元- 015 不問 （一社）室戸市観光協会 室戸市室戸岬町6939-4 月給170,000円 パソコン（エクセル・ワード等）

事務局長 （月22日平均労働） の操作ができること。

室戸市

不問 採用人数1名 　9:00～17:00

Ｆ元- 018 不問 高岡大敷株式会社 室戸市室戸岬町3868-1 ＜日給月給制＞ 土曜・その他

170,000円～

漁労作業員 210,000円

不問 採用人数1名 2パターンあり

Ｆ元- 021 不問 株式会社　徳増工業 室戸市浮津二番町65 ＜日給月給制＞ 週休二日制（毎週） 普通自動車免許

小規模多機能介護施設
絆

140,000円～

介護職員 170,000円

不問 採用人数 2名 3パターンあり

Ｆ元- 022 不問 株式会社　徳増工業 室戸市浮津二番町65 ＜日給月給制＞ 週休二日制（毎週） 普通自動車免許

グループホーム　なかよし 140,000円～

介護職員 170,000円

不問 採用人数 2名 3パターンあり

雇用期間の定め有

雇用期間の定め有

普通自動車免許（AT限定
不可）
年齢制限指針番号
（省令3号のイ）

雇用・労災・健康・厚生
退職金共済

有給休暇10日
年末年始5～7日
盆休み3日
GW3～4日

正社員

正社員

・在来軸組工法の木造住宅の新築・増改築・
　リフォーム工事等作業
・建築物の解体、コンクリート等の基礎工事、
　足場工事、外構工事等の総合的な作業
・工場での加工・製作作業等
・その他上記に付随する作業
※工事現場は主に室戸市内で行います。

栄養士免許　又は
管理栄養士免許

漁業保険制度別途あ
り

雇用・労災等応相談

サンゴ漁全般

正社員

雇用・労災・健康・厚
生雇用期間の定めなし

正社員以外

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

雇用・労災・健康・厚
生

雇用・労災・健康・厚
生

雇用期間の定めあり

正社員以外(契約社員）

現場（施設給食）における栄養士及び調理補助業務
下処理、盛付け、配膳、下膳、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。
※朝・昼・夕　各200食程度となります。
※正社員登用制度あり 雇用・労災・健康・厚

生

・沖での網おこし
・市場での魚の選別
・網の修繕
・網の入替正社員以外 室戸市 雇用・労災・健康・厚

生・退職金制度雇用期間の定めあり

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

正社員

病院給食における栄養士及び調理補助業務全
般
　下処理、盛付け、配膳、下膳、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。
※朝・昼・夕　各200食程度となります。

正社員以外

普通自動車免許

正社員以外

雇用期間の定めなし

食塩とにがりの営業
高知県は勿論、四国市内および全営業

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

雇用期間の定めなし

土佐備長炭の製造及び販売業務全般
　・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
※就業時間及び休日は、繁忙期や窯出し時には変更
となる場合あり。

室戸市

小規模多機能型居宅介護
支援　あるて

正社員

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健康・厚
生

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。

・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。

週休２日制（毎週） 栄養士又は管理栄養士
普通自動車免許
（AT限定可）

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

林業の経験があれば尚良し
自動車運転免許（AT限定不
可）

労災

普通自動車運転免許
（AT限定可）

機械設計経験者正社員

雇用期間の定めなし

室戸市 雇用・労災・健康・厚
生

・船舶用の漁労用機械及び各種船用ウィンチ等
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。

雇用・労災・健康・厚
生

介護関係の経験・資格等
あれば尚良し雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健康・厚生・漁業金融業務（貯金・国内為替・貸付）
・一般事務
　※社用車（普通AT）で県内出張あり
　※パソコン操作（エクセル・ワード）の出来る方
　■雇用契約終了後は1年毎の更新制。契約の
　　可否については、本人の勤務状況により決
定

病院給食の調理補助業務全般
　下処理、盛付け、配膳、下膳、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。
※朝・昼・夕　各200食程度となります。

雇用・労災・健康・厚
生

雇用期間の定めなし

病院給食の調理補助業務全般
　下処理、盛付け、配膳、下膳、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。
※朝・昼・夕　各200食程度となります。

雇用期間の定めあり

病院給食の調理補助業務全般
　下処理、盛付け、配膳、下膳、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。
※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

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

雇用・労災・健康・厚
生

正社員 室戸市元甲208

フォークリフト、クレーン、
大型免許等あれば尚良し

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

栄養士又は管理栄養士

食品製造経験者若しくは
営業経験

障害者支援施設において下記の業務を２名で行いま
す。
・バイタルチェック、血圧測定、検温、服薬等の看護業
務
・通院介助等の生活支援業務
□夜勤ができる方歓迎、夜勤ができない方も応募可能
ですのでご相談ください。

漁業保険制度別途あ
り

正社員
雇用・労災等応相談

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

雇用期間の定め無

正社員

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健康・厚
生

雇用期間の定めなし

正社員 雇用・労災・健康・厚
生・退職金制度

雇用・労災・健康・厚
生・退職金共済

室戸市

普通自動車免許

雇用期間の定めなし

雇用期間の定め無

室戸市

雇用期間の定め無

正社員以外

正社員 室戸市元甲206-1
介護関係の経験・資格等
あれば尚良し雇用期間の定めなし

会計ソフト・HP更新
普通自動車免許、

雇用・労災・健康

・経理責任者
・施設管理責任者
・その他総括責任者

定置網漁業に係る作業全般
・定置網の網おこし（朝・昼）
・網積み、網抜き、入替等の船上作業
・網及び定置設備の点検・補修
・市場での魚の水揚げ、選別

雇用・労災・健康・厚
生・退職金共済・退

職金制度
正社員 室戸市

入居者様にお食事を提供する仕事です。
・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。
・食器洗い

日・その他（シフト
制）
週休２日制

正社員 雇用・労災・健康・厚
生・財形・退職金共
済・退職金制度雇用期間の定めなし

雇用期間の定め有

介護事業所において下記の業務を行います。
　・入浴時の介助作業
　・教養娯楽の開催に関する企画、計画、実施
　・日常生活のサービス等
　・施設の利用者の送迎
※試用期間中を含め、賃金はご本人の経験等
に応じて決定します。



(令和3年4月6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

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

Ｆ2- 001 不問 シレスト　むろと 室戸市室戸岬町3795-1 ＜月給制＞ その他 普通自動車免許

165,000円～

施設運営スタッフ 170,000円

不問 採用人数 2名 3パターンあり

Ｆ2- 002 不問 シレスト　むろと 室戸市室戸岬町3795-1 ＜時給制＞ その他 普通自動車免許

152,720円～

プールスタッフ 163,100円

不問 採用人数 3名 3パターンあり

Ｆ2- 003 不問 シレスト　むろと 室戸市室戸岬町3795-1 ＜時給制＞ その他 普通自動車免許

152,720円～

フロントスタッフ 163,100円

不問 採用人数 3名 3パターンあり

Ｆ2- 004 制限あり 室戸市室戸岬町6939-4 ＜時給制＞ その他 普通自動車免許

820円

一般事務・イベント運営

不問 採用人数 2名 2交代のシフト制

Ｆ2- 005 不問 室戸市浮津67-1 ＜月給制＞

140,000円+実績給
（当社規定による）

営業

制限あり 採用人数 5名 　9:00～17:00

Ｆ2- 006 制限あり 室戸市吉良川町乙1937 ＜日給月給制＞
日・その他（悪天候時、会
社指導） 普通自動車免許

230,000円～

一般土木作業員 299,000円

不問 採用人数 1名 　8:00～16:30
雇用・労災・健康・厚生
退職金共済

Ｆ2- 007 不問 有限会社　中野自動車 室戸市元甲2578-12 ＜月給制＞ その他

130,000円～

事務員 200,000円

不問 採用人数1名 8：45～17：30

Ｆ2- 008 不問 有限会社　中野自動車 室戸市元甲2578-12 ＜月給制＞ その他

130,000円～

営業 200,000円

不問 採用人数1名 8：45～17：30

Ｆ2- 009 不問 有限会社　中野自動車 室戸市元甲2578-12 ＜月給制＞ その他

130,000円～

自動車整備 200,000円

不問 採用人数1名 8：45～17：30

Ｆ2- 010 制限あり 大新東株式会社　高松営業所 室戸市内 ＜月給制＞ 日・祝日

250,000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5名 6：38～19：37

Ｆ2- 011 不問 有限会社　ヤマジュウ 室戸市内 ＜月給制＞
毎週水曜日・第3木曜
日

170,000円

飲食・仕出し・惣菜・店舗 7：30～16：30

不問 採用人数3名 8：00～17：00

Ｆ2- 012 50歳まで 佐喜浜大敷組合 室戸市内 ＜日給月給制＞ 土曜日・その他

220,000円

漁業従事者（漁師） 5：15～14：15

不問 採用人数5名 6：00～15：00

Ｆ2- 015 不問 海栄丸 室戸市浮津141-1 ＜月額＞

200,000円～ 不要

漁業全般　乗組員 室戸市内（海栄丸） 　　　　　300,000円

不問 採用人数1人 ２パターンあり

Ｆ3- 001 不問 室戸ジオパーク推進協議会 室戸市室戸岬町1810-2 ＜月額＞
自身の専門分野だけでなく他分野にも
興味を持ち、地域と積極的に交流する
ことができる者。

248,000円

地質専門員 室戸市

2.拠点施設の管理・運営(展示物の作成、展示及び普
及活動の企画・立案資料の整理・管理等）
3.日本ジオパークネットワーク及び世界ジオパークネッ
トワークへの貢献

8：30～21：00

不問 採用人数1人

4.地質学及び地質学と関連した学問のアウトリーチと
教育活動5.国内外の研究者と連携した学術研究とそ
の成果の公表

(の間の７時間４５分）

・PCスキル必須（Microsoft
Office,Adobe illustrator）
・普通運転免許（AT限定可）

GW休暇、夏季休暇、年末
年始休暇を会社指定の休
日として定めています。

正社員 室戸市

雇用期間の定め無

有限会社 誠興建設

土木建設にかかる作業を行います（主に山林での作業となり
ます）
・作業現場は室戸市、および中芸地区が中心となります。
・会社に集合後、社用車（軽四、トラック等）で現場へ行きます。
※土木施工管理技工2級免許取得者、及び土木関係に関する
免許をお持ちの方は、別途手当が出る場合があります。

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土日等部活対応運行等 普通1種自動者免許

（大型1種免許尚可）
雇用・労災・健康・厚
生・財形正社員以外 室戸市　　

雇用期間の定めあり

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

・普通自動車運転免許
（AT限定可）正社員 室戸市　　

雇用期間の定め無

雇用・労災・健康・厚
生・退職金共済

地域密着型の自動車会社（自動車整備・販売・各種保
険）
営業：セールス、納車、引き取り、車の販売 ・普通自動車運転免許

　（AT限定可）
・後々、保険の資格を取って
もりたい。

雇用・労災・健康・厚
生・退職金共済正社員 室戸市　　

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。

一般社団法人
室戸市観光協会

パソコン操作して会計データ入力
イベント企画・運営

雇用・労災・健康・厚
生

正社員以外 室戸市

雇用期間の定め有

住友生命保険相互会社
高知支社　室戸支部

生命保険・損害保険のコンサルティングセールス、
アフターセービス

固定残業代[おおむね15時間分（1.6万円）]が含まれま
す。
15時間を超えた分は別途支給。

週休2日制（毎週）
祝日・その他
年休（一定期間経過後25日）

正社員 室戸市 雇用・労災・健康
厚生・企業年金
退職金制度雇用期間の定め無

施設館内の受付や案内、フロントに関わる接
客・事務作業全般、物販販売、レストラン・プー
ルスタッフ
の業務作業補助 雇用・労災・健康・厚

生
正社員以外 室戸市

雇用期間の定め有

施設館内の受付や案内、フロントに関わる接
客・事務作業全般、物販販売、レストラン・プー
ルスタッフ

雇用・労災・健康・厚
生

正社員以外 室戸市

雇用期間の定め有

プール内監視及び清掃、浴場・更衣室などの見
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 雇用・労災・健康・厚

生
正社員以外 室戸市

雇用期間の定め有

雇用期間の定め無

地域密着型の自動車会社（自動車整備・販売・各種保
険）
自動車整備 ・普通自動車運転免許

　（AT限定可）
雇用・労災・健康・厚
生・退職金共済正社員 室戸市　　

雇用期間の定め無

・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
(賞与　2回あり）

・普通自動車運転免許
　（AT限定可）

雇用・労災・退職金
制度・社会保険加入正社員 室戸市　　

雇用期間の定めなし

正社員以外

雇用期間の定めあり

沖合にて水揚げ作業
市場にて魚の選別
陸上にて網直し作業等

雇用・労災・健康・厚
生・退職金制度契約社員 室戸市　　

雇用期間の定めあし

土・日・祝日
週休２日制(毎週）

雇用・労災・健康・厚
生・

サンゴ漁全般 漁業保険制度別途あ
り

正社員
雇用・労災等応相談

雇用期間の定めなし

・四年生大学の学部又は大学院におい
て地球科学（地質学など）を専攻又は
研究した者で、大学院修士課程修了以
上の学歴を有する者、又はこれと同等
以上の学力を有すると認められる者。
ただし、博士の学位の取得者、博物館
等での勤務やボランティア活動、ジオ
パーク活動の経験がある方が望まし
い。

1.室戸ジオパーク推進協議会が実施する事業（室戸ジ
オパーク遺産の保護と活用、室戸ジオパークの普及と
教育活動、ジオパークを活用した社会経済活動、地域
住民との連携・コーディネート等）及びこれらの活動の
情報発信


