
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 052-977-9486 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 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: 23010-31343111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-39-0001 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 高等学校教諭免許
（専修・１種）

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- 7976511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-32-9088 従業員数 7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 あり

求人番号: 22090- 7954611 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0538-59-1200 従業員数 20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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7921611 各種保険： 雇用・労災 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- 7941211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-43-5808 従業員数 20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- 7968511 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-35-0111 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 危険物取扱者（乙
種）

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- 7925811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-423-1165 従業員数 83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: 22020-22106111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-24-8083 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 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- 7937011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-24-8083 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 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- 7960011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-452-1102 従業員数 9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: 22020-22303511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-45-3501 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 水 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- 7988611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0537-73-6716 従業員数 3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: 22060- 6031411 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: 23020-56796511 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

1,200円～1,400円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

看護師 ■２０２０年４月１日に開園した小規模
認可保育園です。
・小規模認可保育園の行事保育室の業務
と保育補助です。
　　定員１９名（０歳～２歳）
・広々とした園庭、室内、自園調理を行
う保育園で、のびのび保育

パート労働者 株式会社　ユニバース
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

時給 英語又は中国語、そ
の他外国語の話せる
方。

2,800円～2,800円

静岡県袋井市堀越１１３０－５
ユニキッズ堀越保育園

2

教員（非常勤時間講
師）

・ご自身の専門分野について、英語またはその他外国語で授業をしていただきます。パート労働者 学校法人　染葉学園
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時30分

時給

950円～1,200円

静岡県磐田市中泉１－１－１

3

事務 社会保険労務士業・行政書士業の事務を
していただきます。

パソコンを使用した書類作成・給与計算
などの事務仕事が中心です
関与先、関係官庁への外出もあります。
（社用車使用）

パート労働者 社会保険労務士法人　橋本労務管理事務所
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 パソコン入力

915円～915円
又は9時00分～17時00

静岡県磐田市岩井１３７２－１

4

通信販売受付事務 　インターネットを通して販売している
果物を直送でお客様へ
　お届けするお仕事です。

・パソコンでの入力が主になります
・受注処理（メール対応）、電話対応、
梱包作業など

パート労働者 高卒以上 有限会社　しずおか夢工房
雇用期間の定めなし

時給 ・社会福祉士、保健
師などの資格を有し
ている方または福

980円～980円

静岡県磐田市福田中島１１７２

5

相談員／福祉課（会
計年度任用職員）

（主な仕事の内容）

・生活困窮に関する相談業務

・窓口での各種申請受付、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ヶ月未満）(1)8時30分～17時00分

時給 (2)9時00分～13時00分

960円～1,150円 (3)13時00分～18時00
又は0時00分～23時59

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

6

コンビニエンススト
ア店員

コンビニエンスストアでの業務全般にな
ります。
・接客、レジ打ち
・商品の品出し及び陳列
・商品納品時の検品作業
・食品の鮮度管理（消費期限、賞味期限
など）

パート労働者 セブンイレブン　袋井愛野東店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～9時00分

時給 磐田市土地勘
交通安全を常に務め
る姿勢

1,200円～1,500円

静岡県袋井市愛野東１丁目１６－１１

7

配送スタッフ 灯油・軽油の配送業務のお仕事になりま
す。

小型車ローリ－（３５０Ｌ）灯油
普通車ローリ－（７５０Ｌ）灯油
普通車ローリ－（１０００Ｌ）軽油
４ｔ車ローリ－

パート労働者 交替制あり 有限会社　大庭石油
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分

時給 (2)17時00分～19時00

1,050円～1,200円
又は7時00分～21時00

静岡県磐田市小島

8

介護職員（あんしん
の里）（就業時間相
談可）

食事・入浴・排泄等、入所者の日常生活
の介助を行います。
入所者の立場に立ち、ニーズを把握し
て、その方に合ったケアを提供していき
ます。
介護が初めての方でも研修が充実してお
り、職員も指導させて頂きますので、安

パート労働者 社会福祉法人　八生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～9時00分

時給

1,100円～1,300円
又は9時00分～19時00

静岡県浜松市東区安新町３３－１
【あんしんの里】

9

スタイリスト カット、パーマ、カラーなどの美容師業
務の中でスタイリストをしていただくお
仕事です。

１０代後半から３０代前半のスタッフが
活躍中です。

パート労働者 ＺＥＲＯ２ＣＯＲＥ　大塚竜矢
雇用期間の定めなし

時給

920円～1,100円
又は9時00分～19時00

静岡県磐田市富士見台４－６

10

アシスタント カット、パーマ、カラーなどの美容師業
務のサポートをしていただくお仕事で
す。

１０代後半から３０代前半のスタッフが
活躍中です。

パート労働者 ＺＥＲＯ２ＣＯＲＥ　大塚竜矢
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,200円
又は10時00分～22時00

静岡県磐田市富士見台４－６

11

調理補助（びぎ屋・
袋井店）

麺処びぎ屋と業務提携（ミシュランガイ
ド東京５年連続受賞
食を通してお客様を幸せにすること
顧客満足と働く仲間の幸せを通して地域
社会に貢献します
静岡にはここだけ！！ミシュランを受賞
したラーメンを一緒に作りましょう

パート労働者 株式会社　アンフィニ
雇用期間の定めなし

時給 (2)5時00分～10時30分

930円～950円 (3)10時30分～15時00

静岡県袋井市愛野東２丁目１２－３
【びぎ屋　袋井店】

12

ラーメン・弁当調理
補助

ラーメン店でラーメンおよび弁当の仕込
み、

調理（ゆで卵むき、盛りつけ）、

オーダー取り、配膳、片付け、


パート労働者 味千拉麺　袋井店
雇用期間の定めなし (1)5時00分～8時30分

時給

950円～1,100円

静岡県袋井市久能１７５４－２

13

（請）調理員および
調理補助

　・調理、調理補助、盛り付け、食器洗
浄
　　（レシピ使用でのスタートで安心で
す。）

　※週３日～４日位の勤務可能です。
　　（日数はご相談に応じます。）

パート労働者 株式会社　メディカルフレンド
雇用期間の定めなし (1)8時30分～14時00分

時給

913円～913円

静岡県磐田市立野１３７４
い～な豊田デイサービスセンター内
厨房

14

調理補助（請）／磐
田市

小学校の給食室での調理補助のお仕事で
す。

下処理（野菜カット等）、配膳等、お子
さんの給食を作るお仕事です。

仕事内容の詳細については、面接時に事

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)8時00分～16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
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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: 0538-44-2011 従業員数 18人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22090- 7982811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-7433 従業員数 8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- 7924711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-1208 従業員数 38人

年　　齢: 18歳以上 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- 7966811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-35-8822 従業員数 52人

年　　齢: 60歳以上 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- 7989911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-58-2276 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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- 7919511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-253-4105 従業員数 39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: 22010-25064211 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0538-36-5200 従業員数 27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- 7929011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-38-6080 従業員数 26人

年　　齢: 64歳以下 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- 7938311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-36-0480 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 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- 7963911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

時給 飲食店での勤務

950円～950円15

朝食スタッフ ビジネスホテルの朝食を準備・提供をし
ていただきます。

会場準備
簡単な調理
料理の補充
食器類の洗浄、片付けなどの業務があり

パート労働者 交替制あり くれたけインプレミアム　袋井駅前
雇用期間の定めなし (1)5時00分～11時00分

時給

950円～950円

静岡県袋井市高尾１１２９ー１

16

（請）施設警備／袋
井市新池

（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
す。

（主な仕事）
物流倉庫守衛業務です。

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)8時30分～17時30分

時給

913円～1,300円
又は8時00分～17時00

静岡県袋井市新池１０７７

17

交通誘導員 主に建設現場での交通誘導を行っていた
だきます。

・工事現場等における、車両や歩行者の
誘導及び安全確保。

・その他付随する業務。

パート労働者 株式会社　ナカヤ
雇用期間の定めなし

時給

913円～913円

静岡県袋井市村松２１２８－１

18

農作業員 ・野菜の生産の仕事のサポートをしてい
ただきます。
（主な仕事）　
・ハウス野菜の収穫管理。
・種まきから収穫まで一連の農作業で
す。
・草取り業務があります。

パート労働者 株式会社　増田採種場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～14時00分

時給 植物の知識

913円～913円
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市上万能１６８－２　ま
たは
静岡県磐田市気子島４８６　　　ま
たは

19

鉢物栽培 植物の水やり、剪定、植込、出荷作業等 パート労働者 交替制あり 有限会社　遠州カクタス
雇用期間の定めなし

時給

913円～913円

静岡県磐田市豊浜４４８２－３

20

（請）病院内共用部
の清掃（３時間勤
務）／磐田市／急募

○磐田市市立総合病院内清掃業務

午後　→　外来共用部、男女トイレ、待
合室、廊下等の清掃業務

パート労働者 株式会社　セリオ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時30分～16時30

時給

920円～920円
又は7時00分～18時30

静岡県磐田市大久保５１２番地３
磐田市立総合病院

21

老人ホーム内の清掃
および洗濯

・老人ホーム内の清掃業務および洗濯業
務ほかをお願いします。

・具体的には入浴時に着替える洋服の準
備、居室のシーツ交換、
　施設内のアルコール消毒（タオルで拭
く）など。

パート労働者 株式会社　いこいの里静岡　いこいの里大原
雇用期間の定めなし

時給

920円～950円

静岡県磐田市大原１９１１
　いこいの里　大原

22

車の洗車 ＊ホンダ車を主体とした納車整備セン
ターにおいて、
　新車の納車前の車両を洗車及びワック
ス掛けする仕事です。
（グループ単位の作業で、１日１０～２
０台の新車を仕上げます）


パート労働者 株式会社　ユーロテック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

静岡県袋井市久能３００１－８
ヤマハ発動機（株）グローバルパー
ツセンター内　立花電装

時給 (2)12時30分～16時00

915円～915円 (3)9時15分～16時00分

静岡県磐田市篠原５２９－３０
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部品包装、梱包 自動車部品の包装、梱包作業に従事して
いただきます。
・バイク等の小物部品を１個単位で包ん
で袋に入れる。
・化粧箱に入った物を梱包する。
・立ち仕事で１人での作業になります。

パート労働者 有限会社　立花電装
雇用期間の定めなし (1)9時15分～12時45分
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