
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-42-4301 従業員数 42人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7546511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-48-5111 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 日 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22090- 7314311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-424-6891 従業員数 14人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22020-20982311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-586-7902 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22090- 7182711 各種保険： 雇用・労災・その他 月平均 3時間

     TEL: 053-456-0666 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 管理栄養士

求人番号: 22020-20172711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 月土日祝他 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保育士

求人番号: 22090- 7253111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0537-23-2111 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22060- 5738511 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間 中学校教諭免許（専修・１種・２種）

     TEL: 0537-23-2111 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22060- 5743711 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間 中学校教諭免許（専修・１種・２種）

     TEL: 0537-23-2111 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22060- 5744811 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間 中学校教諭免許（専修・１種・２種）

     TEL: 0537-23-2111 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22060- 5745211 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間 中学校教諭免許（専修・１種・２種）

     TEL: 0537-23-2111 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22060- 5735711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 4時間

     TEL: 0538-21-2012 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 木祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7536811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-21-2012 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 木祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7540611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-37-4821 従業員数 778人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7504211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

≪パートタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

時給 (2)10時00分～16時00 パソコン・ワード・
エクセルが使える方940円～1,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

事務職 ・受発注事務
・請求書の発行

パート労働者 フクロイ乳業　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給 看護師資格又は准看
護師資格1,300円～1,300円

静岡県袋井市新池８４５－４

2

看護職員／可睡門前
デイサービスセン
ター

定員３０名の「萬松の里門前デイサービ
スセンター」で看護業務に従事していた
だきます。
日々のバイタルチエツク
服薬管理
日常及び入浴後の医療的処置
嘱託医、病院、薬局との連絡調整

パート労働者 社会福祉法人萬松会　特別養護老人ホーム萬松の里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

1,150円～1,400円
又は8時30分～17時30

静岡県袋井市久能２８９１番地

3

看護職員（やすらぎ
の郷見付）

磐田市にあるやすらぎの郷見付（サービ
ス付高齢者向け住宅）ヘルパーステー
ション併設にて看護業務（介護サポー
ト）をしてもらいます。
夜間はオンコール対応があります。（当
番制）


パート労働者 三光木材　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)8時30分～12時30分

1,600円～2,000円

静岡県磐田市見付１９０３－４
【やすらぎの郷見付】

4

看護師業務 内科・リウマチ科クリニックにおける看
護師業務全般の
お仕事になります。

（主な仕事の内容）
・医師の指導のもとでの医療行為
　予診、検温、診察補助、点滴、注射、

パート労働者 ふたばクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

時給

1,050円～1,200円
又は8時30分～18時00

静岡県磐田市新貝２１２２－２

5

管理栄養士・栄養士
（特養梅香の里）

（請負業務）
献立作成・帳票記入
厨房業務全般

契約社員登用あり

パート労働者 株式会社グリーンヘルスケアサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

980円～980円

静岡県磐田市下野部３６３－１
【特養梅香の里】

6

子育て支援センター
職員／こども未来課

【会計年度任用職員】
子育て支援センターでのお仕事です。

（主な仕事の内容）
・子育てに関する相談対応
・子育て支援センターの運営
・リズム遊び指導など

パート労働者 磐田市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給 (2)14時00分～18時00

930円～1,050円 (3)9時00分～17時00分

子育て支援センター（「求人に関する特記事項」欄に記載）

7

放課後等デイサービ
ス指導員（障がい児
の学童）袋井南中前
校

＊放課後等デイサービスでの指導員とし
て、
　障がいを持ったお子様や発達障がいの
お子様を療育する
　お仕事です。

　・障がいを持ったお子様の療育

パート労働者 タップ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～18時00

時給 (2)14時00分～18時00

930円～1,050円 (3)9時00分～17時00分

静岡県袋井市大門２０－８
放課後等デイサービスひまわり袋井
南中前校

8

放課後等デイサービ
ス指導員（障がい児
学童保育）袋井駅前
校

＊放課後等デイサービスでの指導員とし
て、
　特別支援学校の肢体クラスに通うお子
様の放課後の
　支援を行うお仕事です。

　・絵本の読み聞かせをはじめとする保

パート労働者 タップ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～18時00

時給 (2)14時00分～18時00

930円～1,050円 (3)9時00分～17時00分

静岡県袋井市高尾町１４－２
重症心身障害児放課後等デイサービ
スひまわり袋井駅前校

9

放課後等デイサービ
ス指導員（障がい児
学童保育）袋井中央
校

＊放課後等デイサービスでの指導員とし
て、
　障がいを持ったお子様や発達障がいの
お子様を療育する
　お仕事です。

　・障がいを持ったお子様の療育

パート労働者 タップ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～18時00

時給 (2)14時00分～18時00

930円～1,050円 (3)9時00分～17時00分

静岡県袋井市葵町２－１－８
放課後等デイサービスひまわり袋井
中央校

10

放課後等デイサービ
ス指導員（障がい児
学童保育）浅羽校

＊放課後等デイサービスでの指導員とし
て、
　障がいを持ったお子様や発達障がいの
お子様を療育するお仕事で　す。

　・障がいを持ったお子様の療育
　・学校や自宅までの送迎（普通自動

パート労働者 タップ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～18時00

時給 (2)9時30分～15時30分

930円～1,000円

静岡県袋井市浅羽１４０２－５
放課後等デイサービスひまわり浅羽
校

11

パソコン教室　イン
ストラクター

＊シニア・初心者向けパソコン教室のイ
ンストラクターのお仕事　　です。
＊初心者向きのテキストを使って、生徒
さんは自ら学んでいくなか　で質問が
あった場合に答えていただきます。

具体的な仕事

パート労働者 交替制あり タップ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～16時30分

時給 経験者優遇

1,000円～1,500円
又は8時30分～19時30

静岡県磐田市中泉５８９－６

12

ペット用品の通販発
送

ペット用品の受注業務、パソコン入力、
商品梱包、
発送手配の簡単なお仕事です。


・未経験ＯＫ！・短時間ＯＫ！・残業な
し・簡単作業で

パート労働者 株式会社　ぷりずむ　ひかりどうぶつ病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～14時00分

時給 (2)12時00分～16時00 受付経験者優遇

1,000円～1,500円 (3)15時00分～19時00
又は8時30分～19時30

静岡県磐田市今之浦４－４－８

13

受付・院内業務 動物病院での受付・院内業務全般の仕事
です。
（主な仕事）
・飼い主さんへの応対
・カルテ出し
・パソコン入力（専用ソフトを使用して
カルテ入力）

パート労働者 株式会社　ぷりずむ　ひかりどうぶつ病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

月給 一般事務

951円～951円

静岡県磐田市今之浦４－４－８

14

一般事務職員／教育
総務課

（主な仕事の内容）

・就学援助に関する事務
・文書等の収受、発送及び保管に関する
事務
・伝票起票や電話・窓口対応　　などの
業務です。

パート労働者 磐田市教育委員会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

静岡県磐田市国府台３－１
　磐田市教育委員会　教育総務課
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 053-451-6865 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金土他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22020-20969111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-451-6865 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金土他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22020-20701811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-37-2924 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 水土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7597511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-37-6363 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7541911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-35-0723 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7343811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-37-0551 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7561811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 045-476-0777 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 39010-20147711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-21-3933 従業員数 74人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7556011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0120-957-818 従業員数 0人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7191211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-34-1165 従業員数 92人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7199711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-31-2961 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7640111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-45-0771 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7643211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0537-24-3026 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22060- 5546411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-35-2103 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7394511 各種保険： 労災 月平均 

時給 (2)8時30分～16時15分

1,020円～1,070円15

医療事務（袋井市休
日急患診療室）

（請負業務）
　・電話応対、問診票の記入説明と依頼
　・コンピュータ入力（保険証入力、診
療録入力）
　・診療録の会計欄記入
　・領収書発行、押印
　・金銭授受、つり銭管理

パート労働者 株式会社　ニチイ学館　浜松支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

時給 (2)8時30分～16時15分

990円～1,040円

静岡県袋井市久能２５１５－１
【袋井市休日急患診療室】

16

医療事務（袋井市休
日急患診療室）

（請負業務）
　・電話応対、問診票の記入説明と依頼
　・コンピュータ入力（保険証入力、診
療録入力）
　・診療録の会計欄記入
　・領収書発行、押印
　・金銭授受、つり銭管理

パート労働者 株式会社　ニチイ学館　浜松支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

時給

950円～1,000円

静岡県袋井市久能２５１５－１
【袋井市休日急患診療室】

17

受付事務（午後） ・受付業務
・簡単なパソコン入力（カルテの名前の
入力）
・施術の準備（患者さんの誘導）
・院内の整理整頓
・月、火、木、金が勤務日となります。


パート労働者 みつけファミリー接骨院・鍼灸院
雇用期間の定めなし (1)15時00分～20時00

時給 (2)14時30分～18時30

1,000円～1,000円
又は8時30分～18時30

静岡県磐田市見付３７７６－２

18

受付・診療介助 ・患者様の受付業務

・電話での応対

・診療報酬事務
・会計事務
・パソコン入力業務

パート労働者 耳鼻咽喉科　やすはら医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

時給

915円～915円

静岡県磐田市宮之一色８２２－１

19

一般事務（５Ｈ） 社会保険労務士事務所での事務のお仕事
です。

（主な仕事内容）
・社会保険、雇用保険、労災保険関係の
各種書類の作成、
　届出業務。

パート労働者 平野経営労務管理事務所　平野正司
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給 バイトリーダー等経
験者・シフト管理経
験者（業種・規模は

1,000円～1,500円

静岡県磐田市豊田西之島２７７－１１

20

店舗責任者（マネー
ジャー候補）

店舗運営や販売計画の経営管理とパートスタッフの採用や育成などのマネジメント部門を統括する責任者として働いていただきます。パート労働者 高卒以上 株式会社　近藤商事
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)14時00分～19時00

1,000円～1,000円
又は12時00分～19時00

静岡県磐田市二之宮東１０－１

21

販売スタッフ（カメ
ラのキタムラ磐田／
今之浦店）

【１月上旬までの短期】
カメラ専門店が年賀状受付・接客スタッ
フを大募集♪
＜年賀状の受付＞
まずは簡単な業務からスタート！未経験
者大歓迎！
楽しい先輩達が短い期間でもしっかりサ

パート労働者 （株）キタムラ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)12時00分～17時00

時給

1,150円～1,250円
又は16時00分～21時00

静岡県磐田市今之浦３丁目１１－１　【４９２０】

22

介護職員・パート・
朝又は夕

・施設入居者に対し、食事・入浴・排泄
等の介護、移動・
　移乗の介助、着替え、整容、内服の介
助、その他日常生活
　全般の支援を行う仕事です。

・ユニット固定になりますので、１０名

パート労働者 社会福祉法人　斉慎会　特別養護老人ホーム　西貝の郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～12時00分

時給 (2)7時00分～16時00分

935円～1,185円 (3)11時00分～20時00

静岡県磐田市西貝塚２１１１－１

23

施設介護職員（ケア
スタッフ）／セント
ケア看護小規模三本
松

★２０２２年３月新規開設★
★オープニングスタッフ募集★
看護小規模多機能型居宅介護施設での介
護業務全般
（主な業務内容）
・レクリエーション
・送迎業務等のデイサービス業務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） セントケア静岡　株式会社　セントケア富士見
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

950円～980円

静岡県磐田市見付５０１－１
　セントケア看護小規模三本松
　★２０２２年３月開設予定★

24

介護職員（準職員）
未経験者歓迎

老人ホームご入居者様の食事介助、排泄
介助、入浴介助等の
お仕事になります。
・８０人のご入居者様の介護を５０人程
度の職員が交代で
　お世話をさせていただいています。
・毎日の食事や排泄の介助、おむつ交換

パート労働者 社会福祉法人　遠江厚生園
　特別養護老人ホーム　第二遠州の園雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

時給 調理経験（給食調理
の経験があれば尚
可）

1,000円～1,000円

静岡県磐田市鮫島１８０４－１

25

保育園給食調理（駅
前キラット保育園）

袋井市の認可を受けた小規模保育園（３
か月～２歳児、

定員１９名）の給食・おやつ調理をレシ
ピ通り調理を

お願いします。

パート労働者 どまんなか袋井まちづくり　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～13時00分

時給

940円～940円

静岡県袋井市高尾町２６－２　浅羽ビル１階キラット保育園

26

調理補助スタッフ
（午前３．５Ｈ）／
「白梅豊岡ケアホー
ム」

自校式学校給食調理のお仕事になりま
す。

（主な仕事の内容）
・野菜切裁、洗浄
・調理
・配膳

パート労働者 株式会社　メフォス　東海事業部　袋井事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～14時30分

時給

913円～1,300円

静岡県磐田市中平松２３

27

（請）調理補助（磐
田市）

介護老人保健施設における利用者向けの
食事（夕食）の調理補助

・盛り付け
・配膳
・厨房内の片付け、清掃、他雑務
・１００人分程度を、３名で担当してい

パート労働者 株式会社　オファード
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時00分～20時00

時給 (2)10時00分～12時00

915円～915円

静岡県磐田市西之島字本田２６－１
特別養護老人ホーム　西之島の郷

28

調理補助、盛り付
け、配達業務

＜お弁当の調理補助＞

　・お弁当の調理
　・お弁当の盛り付け
　・約１，０００食の調理となります。
＜お弁当の配達＞
　・社用車（軽自動車（ＡＴ））での配

パート労働者 株式会社　ハッピーフード
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

静岡県磐田市海老塚７７５
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 053-430-5300 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7180911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-59-0011 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7233011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-32-3385 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7192511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0533-84-6861 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23140- 4535611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-43-7433 従業員数 4人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7598411 各種保険： 労災 月平均 20時間

     TEL: 053-476-9492 従業員数 3人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22020-20461711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 053-454-1199 従業員数 105人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 月火水木金祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22020-20535411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 090-4238-4105 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7501111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-24-8977 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7635211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-23-8583 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7168211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-36-2514 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7526111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-38-1116 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7353411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-463-8000 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22020-20859411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3802-8166 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13110-16585011 各種保険： 労災 月平均 

時給 (2)15時30分～19時00

920円～1,100円29

調理補佐／磐田市西
貝塚

◆介護施設（利用者定員３４名）での調
理業務

・入居、デイサービス利用者様への食事
提供です。
　（朝、昼、夕食各３０～４０食）
・外部業者から調理済み食材が届きます

パート労働者 交替制あり 株式会社　Ｔ・Ｏ・Ｄ　デイサービス　ビーフィット
雇用期間の定めなし (1)10時30分～14時00

時給

1,000円～1,070円
又は8時00分～1時00分

静岡県磐田市西貝塚３０３６－１

30

接客・販売 ＊ららぽーと磐田内のＴＯＨＯシネマズ
でのお仕事です。

　・チケット販売
　・お客様のご案内
　・館内清掃
　・パンフレット、グッズの販売

パート労働者 交替制あり ＴＯＨＯシネマズ　株式会社　ららぽーと磐田
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円

静岡県磐田市高見丘１２００番地　ららぽーと磐田３Ｆ

31

朝食の配膳 宿泊利用者および施設利用者に対する朝
食配膳業務等の
お仕事に従事していただきます。

パート労働者 合同会社　アクタス富士　　清風会　ふじ苑
雇用期間の定めなし (1)5時00分～8時00分

時給

960円～1,200円

静岡県磐田市西貝塚６０６－１

32

セレモニーアシスタ
ント（磐田）

・通夜、葬儀の準備、片付け及び進行手
伝い
・集金、商品配達
・電話応対、来客応対


　◇ハローワークの紹介状が必要です。

パート労働者 株式会社　東海典礼
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

時給 警備業の経験があれ
ば尚良950円～1,000円

又は9時00分～21時00

静岡県磐田市岡８９６

33

（請）守衛業務／磐
田市高木

（株）鈴与のグループ会社で、施設警
備・保安警備・巡回警備・交通誘導等幅
広く対応している会社での仕事です。
（主な仕事）
・守衛室での受付業務と入構する車両ナ
ンバーを控える業務
　（車両管理）を行います。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 鈴与セキュリティサービス　株式会社　袋井営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)22時00分～7時00分

時給

913円～1,000円

静岡県磐田市高木１７４５－１
　須田産業株式会社　竜洋工場

34

施設警備員（磐田
市）

（請負業務）
出入管理
巡回
緊急時連絡要員

パート労働者 交替制あり 遠州警備　有限会社
雇用期間の定めなし (1)17時00分～8時00分

時給 (2)10時00分～19時00

1,000円～1,200円 (3)11時00分～20時00
又は9時00分～20時00

静岡県磐田市下野部２０２９－２
【（株）エンケイホイールコーポ
レーション警備室】

35

警備業務（県西部地
域）（アルバイト）
２号業務

（請負業務）
イベント警備、駐車場警備
・イオン市野、コストコ浜松倉庫店、遠
鉄ストア各店における
　駐車場業務
・イベント、お祭り、スポーツ等の催事
会場における人や車両の誘　導業務（入

パート労働者 浜松帝国警備保障　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)9時00分～13時00分

913円～1,000円 (3)13時00分～17時00
又は5時00分～17時00

就業場所は静岡県西部地域の商業施設駐車場、各イベント会場

36

果物の収穫・出荷調
整及び軽作業

・ビニールハウス内でのイチゴ等果実の
収穫、出荷調整およ
　び簡単な準備作業を行います。
・軽作業で未経験の方でもすぐに慣れる
ことのできる作業で
　す。
・出荷できない規格外品の果物は、お持

パート労働者 笹原果実
雇用期間の定めなし (1)5時00分～9時00分

時給 (2)10時30分～14時00

1,000円～1,000円 (3)11時30分～14時00

静岡県磐田市竜洋中島３５３

37

トラック運転（３ｔ
車）

各種塗装品や治具の納品および引取のお
仕事です。

（主な仕事の内容）
・取引先は東は焼津市から西は磐田市ま
でです。


パート労働者 株式会社　Ｔ＆Ｙ　ｚｅａｒ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時00

時給

1,333円～1,724円

静岡県磐田市富丘２８２－５

38

土木作業員・軽作業 ・工事現場は、主に静岡県西部地域で
す。。
・社用車で移動します。

※未経験の方でも歓迎！
　　　　　　　　　　　　　　【建設・
建築】【急募】

パート労働者 株式会社ＫＩＭＰＡＲＡ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)16時00分～20時00

920円～920円 (3)17時00分～21時00
又は15時00分～22時00

静岡県袋井市富里７２８　事務所

39

庫内作業（商品仕分
け作業）／さぎさか
新センター

１１月中旬新センター開設
オープニングスタッフ募集！！
・冷蔵商品（食品）を出荷先ごとに品揃
えをして、出荷場所にセットする仕事で
す。（庫内温度は、９℃程です。）
　
※未経験者でも丁寧に指導します。

パート労働者 交替制あり エージーエス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時00分～19時00

時給

930円～980円
又は9時00分～17時00

静岡県磐田市匂坂中１６００－２０

40

出荷準備 出荷準備の仕事をしていただきます。

（主な仕事の内容）
・梱包業務
　ネジ類、部品などの梱包
・電話対応　など


パート労働者 株式会社　ヤマ鋲螺
雇用期間の定めなし

時給 (2)11時00分～16時15

913円～930円
又は8時00分～14時00

静岡県磐田市匂坂中１６００－９

41

清掃スタッフ（月見
の里）

（請負業務）
施設のお仕事です
　廊下・階段等の清掃
　建物外周の落ち葉清掃等

パート労働者 交替制あり 東海ビル管理　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～14時30分

時給 (2)6時30分～9時30分

1,100円～1,100円 (3)7時00分～9時00分

静岡県袋井市上山梨４丁目３－７
【月見の里】

42

清掃／ダイナム静岡
袋井店

パチンコ店内の清掃作業
・床清掃
・パチンコ台の拭きあげ
・ゴミ回収
・灰皿清掃
・トイレ清掃など


パート労働者 株式会社　日本ヒュウマップ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～9時00分

静岡県袋井市堀越字左ノ前５３１番
地１
ダイナム静岡袋井店内
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0537-61-2181 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22060- 5701111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-43-3669 従業員数 1人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7341111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-39-1000 従業員数 43人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7506411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-450-1517 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22020-20431411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-450-1517 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22020-20441311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-450-1517 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22020-20447211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-3669 従業員数 1人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7346411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-42-4301 従業員数 42人

年　　齢: 不問 休　　日： 月金他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7184211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

時給

920円～920円
又は8時30分～16時30

43

（請）清掃 トッパン・フォームズ東海（株）袋井工
場にてのお仕事です
　＊日常清掃業務
　　・更衣室
　　・通路
　　・事務所
　　・共有設備　等の作業をお願いしま

パート労働者 株式会社　エコロ　掛川営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)8時00分～10時30分

913円～913円

静岡県袋井市豊沢２２２８－１
　　トッパン・フォームズ東海株式
会社　袋井工場

44

（請）清掃作業員／
山梨郵便局

郵便局内の清掃業務を担当していただき
ます。

（主な仕事内容）
・玄関ホール、事務室、廊下、階段、食
堂の掃き、拭き掃除
・トイレ、洗面所の洗浄、拭き掃除

パート労働者 松尾美装　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時40分～10時10分

時給

950円～950円

静岡県袋井市上山梨２－１－１０
山梨郵便局

45

ハウスキーパー（客
室清掃）

ホテルルートイン磐田インターにて客室
の清掃業務です。

・ユニットバスの清掃やベッドメイキン
グ等を行ってもらいます。
・入社後約１週間は、研修として清掃方
法や備品の設置方法を学ん　でいただき

パート労働者 ルートインジャパン　株式会社　ホテルルートイン磐田インター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～15時00分

時給 (2)13時00分～16時30

920円～920円

静岡県磐田市見付１８４５－１

46

清掃スタッフ（ラク
ラス見付ショートス
テイ）

（請負業務）
介護施設の清掃業務です。
ご利用者の居室、廊下、階段、浴室、玄
関、駐車場の清掃。
他ゴミ回収や消毒作業など。

パート労働者 遠鉄アシスト　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～12時30分

時給

920円～920円

静岡県磐田市見付２３５―１０
【ラクラス見付レジデンス】

47

清掃スタッフ（遠鉄
ストア磐田店）

（請負業務）
遠鉄ストア磐田店での日常清掃

売場フロアをほうき、ダスタークロス、
モップを使用して清掃
お客様用、従業員用トイレをスポンジや
ダスターを使用して清掃

パート労働者 交替制あり 遠鉄アシスト　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～9時30分

時給

920円～920円

静岡県磐田市見付字今之浦５８７９
―１
【遠鉄ストア磐田店】

48

清掃スタッフ（遠鉄
ストア池田店）

（請負業務）
遠鉄ストア池田店での日常清掃

・売り場フロアや風除室の床面ををほう
き、ダスタークロス、モップを使用して
清掃
・お客様用（男女とマルチ）、従業員ト

パート労働者 交替制あり 遠鉄アシスト　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～9時30分

時給 (2)8時00分～14時15分

913円～913円

静岡県磐田市池田１６２―１６
【遠鉄ストア池田店】

49

（請）清掃作業員／
ヤマハ発動機（株）
豊岡技術センター

＊事業所内の日常清掃のお仕事です。

　・床、廊下、階段の掃き拭き
　・トイレ、洗面所清掃
　・ゴミ回収など
　
＊１人での作業となります。

パート労働者 松尾美装　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時15分

静岡県袋井市新池８４５－４

時給 (2)15時00分～19時00

1,000円～1,100円

静岡県磐田市合代島１２０４

50

フォークリフト作業
者

・牛乳輸送ケースの包装資材等のフォー
クリフトによる
　積みおろし作業が主な仕事になりま
す。

・簡単な機械操作（ロボットが掴んで下
ろす機械のボタン操作）

パート労働者 フクロイ乳業　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)12時00分～16時00
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