
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- 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

151,200円　～

瓶詰・製品作業 安芸郡安田町 151,200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- 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 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 373,000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- 024 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）

125,0000円～

庭園管理（育苗管理スタッフ） 北川村 200,000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 8：00～17：30 財形 （AT限定　可）

F28- 025 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）

125,0000円～

スタッフ（育苗管理スタッフ） 北川村 200,000円
雇用・労災・健康・
厚生

普通自動車免許

高校卒 採用人数2人 8：00～17：30 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- 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　　 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- 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　　 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

雇用・労災・健康・
厚生

4交代制月8～11日

モネの庭での造園、花壇植栽等の庭園管理業務。
・花壇の植替え、花苗の栽培
・水の庭の水連の池手入れ
（水連の開花時期、池の中に入り作業あり）
・他、庭園維持管理に関する業務
・内外イベント出店時は販売員及び販売補助あり

勤務日数・勤務時
間は面接時

雇用・労災・健康・
厚生

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

雇用期間の定めなし

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

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

安芸郡北川村野友甲1100番地

正社員

雇用期間の定めなし

モネの庭での造園、花壇植栽等の庭園管理業務全般。
・草刈り機などを使用しての庭園の草刈作業。
・花壇の植替え、花苗の栽培
・水の庭の水連の池手入れ　（水連の開花時期、池の中に入り作業あ
り）　　　　　　　　　・他、庭園維持管理に関する業務
・園内ガイド及び繁忙期。
・イベント実施時は駐車場整備等

正社員

雇用期間の定めなし

安芸郡北川村野友甲1100番地

正社員

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

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

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

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

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

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



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

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（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　　 158,400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- 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 ＜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

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- 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

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

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

雇用・労災・健康・
厚生・退職金制度

・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。

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）

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。

清掃・調理

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健康・
厚生・退職金制度

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

正社員

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

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・労災・健康・
厚生・退職金制度雇用期間の定めなし

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

・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。

・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

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 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

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

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健康・
厚生

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

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

正社員以外

雇用期間の定めあり

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



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- 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- 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＞

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- 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・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- 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 870円～

集配外務員

不問 採用人数1人 8：00～16：45

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 250,000円

不問 採用人数5人 2パターンあり

Ｆ30- 008 不問 特別養護老人ホーム 室戸市室戸岬町1675 ＜月給制＞ 土曜・日曜・祝日 看護師又は准看護師資格

丸山長寿園 210,900円～ シフト制・その他

看護職員 230,600円

不問 採用人数1人 2パターンあり

Ｆ30- 009 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 200,000円

不問 採用人数1人 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資格

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～ 同等の学科を修めたもの

訪問介護・通所介護職員 180,000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1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 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 栄養士又は

154,000円～ 管理栄養士免許

栄養士 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

雇用・労災・健康・
厚生・退職金制度

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

正社員 室戸市

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

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めあり

・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

室戸市 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。
・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

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

雇用期間の定めなし

施設利用者の看護（検温・血圧測定等の健康
チェック、病院受診の付き添い、投薬、傷の処
置等）

正社員

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

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

雇用・労災・健康・
厚生・退職金制度

雇用・労災・健康・
厚生

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

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。

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。

・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

小規模多機能型居宅介護
支援　あるて

正社員 室戸市

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

林業の経験があれば尚
良し

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

介護福祉士

雇用期間の定めなし

その他(ローテー
ション)

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

正社員 室戸市
労災

正社員

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

雇用期間の定めあり

雇用・労災・健康・
厚生

正社員以外(契約社員）

普通自動車免許

室戸市

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

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

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・退職金制度

雇用・労災・健康・
厚生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。

病院給食の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
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

正社員以外
雇用・労災・健康・
厚生

普通自動車免許正社員 室戸市 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

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

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 室戸市領家1-1 ＜時間給・月額＞ 不問

149,600円～

調理補助 老健あさひ 167,200円

不問 採用人数2人
5：00～14：30
10：00～17：30

Ｆ31- 004 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 ＜月額＞ 普通自動車免許

むろと・はまゆう園 障害者支援施設 170,700円～
（AT限定可）

看護師 むろと・はまゆう園 　　　　　247,500円

高卒 採用人数1人
①8：30～17：
15

Ｆ31- 005 不問
社会福祉法人室戸はまゆう会

室戸市室津928-1 ＜月額＞ 普通自動車免許

障害者支援施設 障害者支援施設 149,200円～
（AT限定可）

むろと・はまゆう園 むろと・はまゆう園 　　　　　177,600円

高卒 栄養士・採用人数1人
8：30～17：15

Ｆ31- 006 不問 室戸市浮津241-15 ＜月額＞

　㐂代丸 250,000円～ 不要

漁業サンゴ漁 室戸市内（㐂代丸） 　　　　　350,000円

高卒 乗組員・採用人数1～2人
日の出～15：
30

Ｆ元- 002 不問 室戸市役所 室戸市浮津149の1 ＜月額＞ 保育士資格　又は

教育委員会学校保育課 141,400円～
子育て支援員研修終了
証

保育士 大谷保育所
　　　　　150,600

円
①7:45～16:30

採用人数1名 （園児31名）

①7:45～16:30
②8:30～17:15
③8:30～12:30

Ｆ元- 003 不問 室戸市商工会 室戸市室津2605番地先 日給6,550円 パソコン（エクセル・ワード等）

月給（6,550円×
の操作ができること。

受付事務員（市） 20.4日で計算=

採用人数1名
133,600円
8:30～17:15

Ｆ元- 004 不問 室戸市商工会 室戸市室津2605番地先 日給6,550円 パソコン（エクセル・ワード等）

月給（6,550円×
の操作ができること。

受付事務員（県） 20.4日で計算=

採用人数1名
133,600円
8:30～17:15

Ｆ元- 005 不問 室戸市役所 室戸市浮津25番地1 月給141,400円 パソコン（エクセル・ワード等）

臨時職員 防災対策課 の操作ができること。

一般事務補助 　8:30～17:15

採用人数1名

Ｆ元- 006 不問 室戸市役所 室戸市浮津149の1 月給150,600円

教育委員会学校保育課 　保育士資格

保育士 大谷保育所

採用人数1名 （園児31名）

①7:45～16:30
②8:30～17:15
③8:30～12:30

普通自動車免許（AT限定
可）

臨時職員

雇用期間　令和元
年7月1日～令和2年
3月31日

・室戸市共通プレミニアム付商品券事業に関す
る
　受付事務処理全般等を行います。

雇用・労災・健康・厚
生

普通自動車免許（AT限定
可）

・臨時保育1名

　・特別支援加配保育士
　・子どもと楽しく過ごせる方

・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。

正職員
雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定め無

・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。
◇パートでの就業について相談可能です。

正職員

正職員

サンゴ漁全般 漁業保険制度別途あ
り

雇用・労災等応相
談雇用期間の定め無

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。

日・その他（ロー
テーション）・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

雇用期間の定め無

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。

又は幼稚園教諭及び小
学校教諭並びに養護教
諭免許

栄養士又は管理栄養士

雇用期間の定め有
（令和元年7月1日～
令和元年12月31日

・臨時保育士又は子育て支援員1名
・子どもと楽しく過ごせる方

雇用・労災・健康・厚
生

臨時職員

臨時職員

雇用期間　令和元
年6月1日～令和2年
3月31日

・室戸市共通プレミニアム付商品券事業に関す
る
　受付事務処理全般等を行います。

雇用・労災・健康・厚
生

雇用・労災

臨時職員

雇用期間　令和元
年7月1日～令和元
年12月31日

雇用期間　令和元年

7月1日～令和元年
12月27日

防災対策課

・パソコンでの作業等、その他防災業務に関す
る
　事務

雇用・労災・健康・厚
生

普通自動車免許（AT限定
可）

雇用・労災・健康・
厚生

正看護師資格もしくは准
看護士資格
看護業務経験者

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

週休２日制

正社員 雇用・労災・健康・
厚生雇用期間の定め有


