
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-55-2586 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 月水金土日祝 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- 7816311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 090-7424-4479 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22090- 7865311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 24人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保育士

求人番号: 22090- 7891911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-457-7088 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 臨床心理士 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 公認心理師

求人番号: 22020-21881611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-449-1144 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 実用英語技能検定２
級

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし ＴＯＥＩＣ（７３０点～）

求人番号: 22020-21908511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-449-1144 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 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: 22020-21699811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-35-1463 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 月水木土日祝他 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- 7796111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-37-2206 従業員数 37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- 7836711 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-0255 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 医療事務資格 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- 7790511 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

     TEL: 0538-34-6131 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 7809911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 43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- 7838211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-45-3100 従業員数 39人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日他 運行管理者（貨物） 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- 7859611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-36-2514 従業員数 19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- 7897411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0574-63-6676 従業員数 26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: 21030-12431711 各種保険： 労災 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

1,000円～1,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

給食等の配送 ・学校給食のパン及び米飯の配送回収
・その他取り引き先へのパンの配送
・片付け作業

パート労働者 福田製パン　合資会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～15時30分

時給 保育園、幼稚園での
給食経験もしくは離
乳食の調理経験

1,000円～1,200円
又は8時30分～15時15

静岡県磐田市福田中島７８３

2

栄養士 ２０２１年４月に新規開園した小規模認
可保育園です。

主なお仕事は、献立作成、調理業務、食
材購入です。
毎月配信される献立がありますので、そ
れを当園オリジナルに

パート労働者 交替制あり 株式会社　アシステンツァ
　スクルドエンジェル保育園　三門園雇用期間の定めなし (1)8時30分～15時30分

時給

1,002円～1,002円

静岡県袋井市三門町５－２

3

幼稚園教諭・保育士
／幼稚園保育園課
「保育」

磐田市立磐田北保育園（見付）で「クラ
ス補助員」を
募集しています。

（主な仕事内容）
・支援員
・保育補助

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)13時00分～18時00

時給 (2)8時30分～16時00分

1,600円～2,000円
又は9時00分～18時00

静岡県磐田市見付２３６７－１

4

臨床心理師・公認心
理士（磐田市・袋井
市）

主に発達障がいの６歳～１８歳のお子さ
んを預かる定員１０名の事業所（放課後
等デイサービス）です。

放課後等デイサービスを利用している児
童に対して、個別支援計画を作成する上
での心理士としての観点を取り入れて支

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ウェル恵明会　株式会社
雇用期間の定めなし (1)14時00分～18時00

時給 目安：英検２級以
上、ＴＯＥＩＣ７３
０点以上

920円～1,200円
又は9時00分～22時00

磐田市駒場１６４４－１４【るぴな
すスクール駒場】
磐田市東新町１－２－３【アソベル
東新町】

5

英語指導スタッフ
（磐田二之宮校）

幼児、小学生、中学生を対象とした英語
のティーチング、
英検対策をはじめとした試験対策レッス
ン。

英語の４技能「聞く」「話す」「読む」
「書く」の指導を行っていただきます。

パート労働者 株式会社　ライトハウスエデュケーション
雇用期間の定めなし

時給

1,320円～1,980円
又は16時00分～22時00

静岡県磐田市二之宮東２－８
【磐田二之宮校】

6

個人指導塾の講師
（磐田　二之宮校又
は福田校）

小学生から高校生までの１対１から１対
５の個人指導です。

担当していただく学年や科目、出勤曜
日、就業時間については相談により決め
ていきます。
＊通える範囲内で、複数校舎（曜日ご

パート労働者 株式会社　ライトハウスエデュケーション
雇用期間の定めなし

時給

950円～1,000円
又は14時00分～20時00

静岡県磐田市二之宮東２－８　【二
之宮校】
静岡県磐田市福田中島６９９－１０
【福田校】

7

学習プリントの採
点・生徒対応

くもん式教室での学習プリントの採点や
質問の対応など指導の補助をしていただ
きます。
＊担当教科：小学生への算数・国語・英
語。
＊教室日は火曜日と金曜日です。

パート労働者 くもん千手堂教室
雇用期間の定めなし

時給

949円～1,115円
又は9時00分～15時00

静岡県磐田市千手堂１０９４－６

8

事務補助 事務補助
　静岡県の税金を賦課・徴収する県の出
先事務所での
　事務補助の仕事です。

（主な仕事の内容）
　・電話・窓口案内の担当者への取次

パート労働者 静岡県磐田財務事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

時給 (2)8時00分～12時30分

1,000円～1,050円

静岡県磐田市見付３５９９－４

9

医療事務 内科・小児科における受付・医療事務全
般を行っていただきます。

（主な仕事）
・受付・会計
・電話対応
・診療報酬請求事務

パート労働者 医療法人社団　龍光会　上岡田内科・小児科医院
雇用期間の定めなし (1)8時00分～13時00分

時給 (2)9時00分～12時00分 医師事務作業補助者
経験（あれば尚可）920円～920円 (3)14時00分～17時00

又は8時30分～17時30

静岡県磐田市上岡田７５２－４

10

医師事務作業補助者 えいせい脳外科クリニックでの医師事務
作業補助のお仕事です。
・処方入力
・検査入力
・処置オーダー入力
・次回予約入力
などの事務業務となります。

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　恵成会　豊田えいせい病院グループ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 ・事務職経験者
・パソコン操作がで
きる方

951円～951円

静岡県磐田市見付１７６６－１

11

事務員／福祉課（会
計年度任用職員）

（主な仕事の内容）
・パソコン操作（データ入力、情報処理
業務等）

・各種申請受付、受理後の処理

・その他、生活相談に関わる各種補助業

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)1時00分～8時00分

1,250円～1,250円

静岡県磐田市国府台５７－７　磐田市総合健康福祉会館ｉプラザ

12

夜間点呼者 倉庫内作業の夜間のお仕事になります。

・夜間点呼（２０名程度）
　　
　　アルコールチェック
　　運行指示書確認
　　その他関連業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　入丸　静岡支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～1時00分

時給

920円～920円

静岡県袋井市徳光深田２０

13

週３日～勤務可
（一般事務）９時～
／浅羽営業所

・物流センターでの一般事務業務です。
　
※お仕事の詳細は、面接時にご説明しま
す。
※未経験者でも丁寧に指導します。
※雰囲気のよい職場なので、すぐに馴染
んでもらえます。

パート労働者 変形（1年単位） 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)9時00分～17時00分

時給

950円～1,020円
又は10時30分～20時00

静岡県袋井市浅羽３０３３
　（株）ハマキョウレックス内

14

シューズとバッグの
販売（磐田店）

・シューズまたは、バッグの販売のお仕
事です。
・有名ブランド中心の商品構成ですの
で、お客様にお勧めしやすく、楽しく働
いて頂けます。
　ベテラン社員も在籍していますので、
未経験者も安心して働いて頂けます。経

パート労働者 交替制あり 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッ
ド
　　　　　　　　フィットハウス事業本部

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

静岡県磐田市下万能４１３
フィットハウス磐田店
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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: 0538-49-4911 従業員数 82人

年　　齢: 64歳以下 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: 22090- 7872011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-45-1777 従業員数 18人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 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- 7832311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-34-6131 従業員数 473人

年　　齢: 59歳以下 休　　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: 22090- 7842911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-37-0135 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日他 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- 7863411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 090-7424-4479 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22090- 7867911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0120-957-818 従業員数 0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: 22090- 7827111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-413-3290 従業員数 93人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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: 22020-21780411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-456-0666 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22020-21848611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-34-6131 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日 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: 22090- 7808611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-39-3370 従業員数 90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 なし

求人番号: 22090- 7868111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-36-3211 従業員数 39人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 火他 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- 7881311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-42-1208 従業員数 38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- 7795911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-55-4106 従業員数 2人

年　　齢: 64歳以下 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- 7861211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-86-0221 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 三級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7829811 各種保険： 労災 月平均 10時間

時給

1,050円～1,050円15

介護職員（デイ） 通所リハビリテーションの介護のお仕事
になります。

（主な仕事の内容）
・送迎
・入浴、トイレ、食事等の介助
・レクリエーション

パート労働者 医療法人社団　清怜会　介護老人保健施設　袋井ケアセンター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 介護施設での介護業
務920円～1,300円

又は8時30分～17時30

静岡県袋井市萱間９３３－１

16

介護職員／とうか
「介護」

看護小規模多機能型居宅介護施設の利用
者の介護業務。

・日常生活介護業務。
　定員各２９名、通い１８名、泊り８名
の入浴介助・食事介助。
　排せつ介助、身の回りのお世話等。

パート労働者 医療法人社団　英明会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)6時30分～9時30分

1,130円～1,130円 (3)18時00分～21時00
又は8時30分～17時30

静岡県袋井市久能２５１６－２
　小規模多機能型居宅介護とうか

17

看護補助者（磐田
市）

（主な仕事内容）
　・食事の介助、配膳

※学生歓迎

　　　　　　　【介護関連】

パート労働者 医療法人社団　恵成会　豊田えいせい病院グループ
雇用期間の定めなし (1)16時00分～19時00

時給

970円～1,200円
又は8時30分～18時00

静岡県磐田市小立野１０２
　豊田えいせい病院

18

歯科助手 ・治療アシストとそれに基づく説明。
・予約等電話対応、アポイント、清掃
等。

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　豊和会　日野医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 保育園、幼稚園での
給食経験および離乳
食の調理経験

1,000円～1,200円
又は8時30分～15時30

静岡県磐田市宮之一色８１７

19

調理員 ２０２１年４月に新規開園した小規模認
可保育園です。

主なお仕事は、調理業務、食材購入で
す。
離乳食を提供していただくこともありま
す！

パート労働者 交替制あり 株式会社　アシステンツァ
　スクルドエンジェル保育園　三門園雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～15時30分

時給

915円～915円

静岡県袋井市三門町５－２

20

フードスタッフ（施
設）／セントケア看
護小規模三本松

★２０２２年３月新規開設★

看護小規模多機能型居宅介護施設での
キッチン業務全般
（主な仕事内容）
・お客様へ提供する食事の調理業務
・調理にはレシピがあります（食材分

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)8時00分～17時00分

時給 (2)9時00分～16時00分

915円～1,050円

静岡県磐田市見付５０１－１
　

21

調理員（聖隷ぴゅあ
センター磐田）

児童発達支援事業所と放課後等デイサー
ビスにて未就学児童および就学児童へ提
供する給食・おやつ調理、調理補助、盛
り付け等になります。

※０～１８歳までの７０～８０食程度
※２０２２年１月～勤務できる方、大歓

パート労働者 社会福祉法人聖隷福祉事業団　在宅・福祉サービス事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～15時30分

時給 (2)13時00分～19時00

950円～1,050円

静岡県磐田市上岡田１０７９－１
【聖隷ぴゅあセンター磐田】

22

調理補助（特養紫雲
の園）

（請負業務）
盛り付け・洗浄・配膳・片付け

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）(1)6時00分～12時00分

時給 (2)11時00分～14時00

1,130円～1,130円 (3)8時30分～13時00分
又は9時00分～13時00

静岡県袋井市浅名１５７７－１
　　　特養紫雲の園

23

施設利用者の接客と
送迎業務

介護サービス（機能回復訓練施設）をご
利用の利用者への接客業務
・飲み物の提供
・血圧測定
・体力測定
・送迎業務　等

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　恵成会　豊田えいせい病院グループ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

その他

1,543円～1,543円

静岡県磐田市見付１７６６－１

24

守衛業務（宿直） ※特別養護老人ホームでの守衛（宿直）
業務です。

（仕事の内容）
・施設内外の見回り（３回程度）
・施錠確認（２０時施錠、翌７時開錠）
・防災、防犯対応

パート労働者 社会福祉法人　遠州中央福祉会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～8時00分

時給

913円～930円
又は13時00分～17時00

静岡県磐田市下万能７００

25

（請）プール監視員
／袋井市風見の丘

「袋井市風見の丘」屋内プールでの監視
業務です。
　４人１組で行います。

（主な仕事内容）
・プールの監視
・施設内点検

パート労働者 交替制あり 静岡ビル保善　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～13時00分

時給

913円～913円
又は8時00分～17時00

静岡県袋井市岡崎６６３５番地の８

26

農作業 農作業補助スタッフ
（収穫した野菜を箱に入れて車までもっ
ていくのが主な仕事です）

（仕事の内容）
・栽培から収穫（草刈りや雑草抜き含
む）

パート労働者 株式会社　ナカヤ
雇用期間の定めなし

時給 農作業が好きな方

913円～913円

静岡県袋井市村松２１２８－１

27

農業（メロン園芸） メロンの収穫～植え替えのお仕事になり
ます。

（主な仕事の内容）

・種まき、鉢植えの土入れ
・定植後の葉かき、ヤゴ取り、ピンチ止

パート労働者 鈴木　幸一
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 (2)9時00分～12時00分

1,000円～1,300円 (3)13時00分～17時00

静岡県磐田市太郎馬新田１０６

28

自動車整備士アシス
タント・洗車清掃ス
タッフ

・各種乗用車、商用車の整備及び車検、
点検、修理の補助仕事です　。　
・法定点検、車検、修理、部品交換、そ
の他付随した業務のお手伝　い。
・整備及び車検、点検、修理終了後の洗
車、清掃作業。
　

パート労働者 有限会社　安形モータース
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

静岡県周智郡森町三倉８１１－６－１

2/3



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: 0538-86-0221 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 三級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 二級自動車整備士

求人番号: 22090- 7830411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-36-1121 従業員数 17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： なし 時間外 なし

求人番号: 22090- 7823011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 042-749-7009 従業員数 6人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 大型自動車免許 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: 14090-11573811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-23-4710 従業員数 25人

年　　齢: 不問 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- 7879211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-49-2901 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22090- 7835111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-639-7022 従業員数 30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: 22120- 7786011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-280-2950 従業員数 7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 なし

求人番号: 22010-24613411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-86-4672 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7794611 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 054-280-2950 従業員数 15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: 22010-24614011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0547-46-3459 従業員数 75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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22080- 2963911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-36-9261 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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- 7889411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 052-202-6151 従業員数 13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: 23020-55632111 各種保険： 労災 月平均 

時給 (2)8時30分～12時00分

1,200円～1,600円 (3)13時00分～17時0029

自動車整備士 ・各種乗用車、商用車の整備及び車検、
点検、修理の仕事です。
・法定点検、車検、修理、部品交換、そ
の他付随した業務
・来客、電話等の応対等々です。



パート労働者 有限会社　安形モータース
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

930円～980円
又は8時15分～17時15

静岡県周智郡森町三倉８１１－６－１

30

検査・梱包・軽作業 自動車用品（プラスチック／メッキ品）
の検査及び梱包の
お仕事になります。

・製品の生地にキズ、バリの残り等がな
いか目視検査します。


パート労働者 ピーエムティー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～14時50分

時給 送迎経験

1,000円～1,000円

静岡県磐田市小島８４２

31

送迎ドライバー（静
岡県袋井市）

食品工場の従業員を工場から袋井駅まで
巡回で送迎します。

車輌は２９人乗りマイクロバスと１４人
乗りコミューターです。

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　デリバリィ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)14時00分～23時00

時給 (2)16時00分～18時00

1,000円～1,000円

静岡県袋井市久能

32

運転員 高齢者デイサービスセンターご利用者様
の送迎業務です。

（主な仕事の内容）
・軽自動車からハイエースまでを運転し
ます。
・送迎範囲は旧浅羽町内です。

パート労働者 社会福祉法人　三宝会　特別養護老人ホーム　紫雲の園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時50分～9時50分

時給 (2)7時00分～11時00分

920円～920円 (3)8時30分～15時30分

静岡県袋井市浅羽４１４０

33

食品配送ドライバー ・セントラルキッチンで加工した調理品
やカット野菜を
　各拠点へ配送する業務とそれに付随す
るお仕事です。

・ルート配送なので道も覚えやすく安心
です。

パート労働者 交替制あり 株式会社　セイワ企画
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～9時30分

時給 フォークリフト作業
経験者1,100円～1,200円

又は8時00分～17時00

静岡県袋井市萱間６２５

34

出荷作業及び工場内
製品移動作業

・工場内で製品、資材をフォークリフト
にて移動
・出荷準備作業

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

月給 (2)12時30分～21時30 経験者

1,176円～1,764円 (3)8時30分～21時30分
又は8時30分～8時29分

静岡県磐田市飛平松１９３
株式会社キラメイク　磐田工場

35

（派）施設設備業務
／袋井市

設備員（建物など諸設備の日常保守点
検、設備機器の操作運転）

※エコパの設備、保守、管理業務です。
・設備点検：電気、上下水道、空調、建
物など
・緊急時の対応：上記建物、設備関係、

無期雇用派遣パート 変形（1ヶ月単位） 株式会社　サン
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

日給

1,429円～2,571円

静岡県袋井市愛野２３００－１
　小笠山総合運動公園（エコパスタ
ジアム）
　株式会社東急コミュニティー

36

現場作業員 ・一般的な土木作業
・重機運転手の手元作業
・ダンプトラックの運転（主に２ｔ）
・型枠大工
・除草作業
・散水車の運転
　

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　田中工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

913円～913円

静岡県磐田市見付１３３７－１

37

（派）清掃／袋井市 総合運動公園の日常管理業務

・総合清掃
・トイレ清掃　等

無期雇用派遣パート 株式会社　サン
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～12時00分

時給

1,200円～1,300円

静岡県袋井市愛野
小笠山総合運動公園（エコパスタジ
アム）
東急コミュニティー

38

出荷作業、コンテナ
荷下ろし／袋井セン
ター

・雑貨、家具のピッキング、仕分け、梱
包等の出荷作業
・コンテナの荷下ろし作業
・フォークリフト作業（有資格者のみ）



パート労働者 交替制あり ティーライフ　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

913円～913円

静岡県袋井市鷲巣西ノ谷１５番地１
袋井物流センター

39

（請）厨房スタッフ
（森町）

森町にあるヤマハモーターエレクトロニ
クスの本社内食堂でのお仕事です。
（主な仕事）
・食堂において、盛付・配膳・洗浄その
他付随した作業をしていた
　だきます。
・食数は、下記の通りです。

パート労働者 株式会社　いわきゅう　セントラル事業部　ユニーク管理
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時30分

静岡県磐田市東貝塚２０６
磐田市立東部小学校　給食室

時給

913円～913円

静岡県周知郡森町森１４５０－６　ヤマハモーターエレクトロニクス株式会社　本社内食堂

40

洗浄（請）／磐田市 小学校の給食室での洗浄のお仕事です。

食器洗類の回収、食器洗浄、片付け

仕事内容の詳細については、面接時に事
業所担当者から説明があります。


パート労働者 株式会社　ジーエスエフ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時00分～14時30
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