
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-39-2235 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝 看護師 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- 8008811 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0538-31-4333 従業員数 7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 なし

求人番号: 22090- 8193911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-4795-5040 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 看護師

求人番号: 27020-61084211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-32-5334 従業員数 20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 なし 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22090- 8085511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-33-8663 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 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- 8004611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-84-9211 従業員数 10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- 8078411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-23-1199 従業員数 40人

年　　齢: 60歳以下 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- 8021911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-36-3211 従業員数 39人

年　　齢: 不問 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- 8029311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-44-7777 従業員数 27人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水土日他 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- 8007711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0120-957-818 従業員数 17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: 22090- 8015711 各種保険： 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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 8018511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-353-6868 従業員数 10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: 22040- 7420011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-413-3290 従業員数 65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: 22020-22356611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-353-6868 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22040- 7422611 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)8時30分～12時00分 ・総合病院や開業医
での経験を職務経歴
書に

1,500円～1,650円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

看護師 ・小児科・アレルギー科クリニックでの
お仕事です。
・パートの看護師スタッフを募集いたし
ます。

・平日ＰＭ勤務可能な方や土曜日ＡＭ勤
務可能な方

パート労働者 交替制あり 富士見こどもクリニック　小児科・アレルギー科
雇用期間の定めなし (1)14時00分～18時00

時給

1,200円～1,200円
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市見付１

2

保育士 園児の遊び、食事、睡眠、排泄などの基本的な生活習慣の補助パート労働者 株式会社　優菜　ゆうな保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,030円～1,110円
又は8時00分～19時00

静岡県周智郡森町中川１１９４－１

3

（請）保育スタッフ
（保育いわた・静岡
県磐田市）

当社が受託する病院内や事業所内の保育
所での職員のお子様
（０才～就学前）を預かる保育業務
＊ただ預かるだけではなく、様々な経験
や行動を通じて
　人として立派に育てることを真剣に考
える保育園です。

パート労働者 交替制あり 短大・専門学校卒業
以上

株式会社　タスク・フォース　ミテラ
雇用期間の定めなし

時給

1,100円～1,100円
又は8時00分～15時00

静岡県磐田市鳥之瀬２２８－４
遠鉄グループ保育園「いわた」

4

幼稚園教諭・保育士 当幼稚園の園舎内保育室で行うお仕事で
す。
保育補助


パート労働者 学校法人　静岡聖母学園　磐田聖マリア幼稚園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 ホームページ作成な
どＩＴ関係の仕事を
していた方

950円～1,000円

静岡県磐田市国府台５４－３

5

インターネット部門 （主な仕事の内容）

・ホームページの管理や作成
・ＰＯＳシステムの管理や作成
・チャット
・顧客管理
・その他ネット通信関係

パート労働者 株式会社　プリンセスコーポレーション
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給 (2)14時50分～19時50

915円～1,200円

静岡県磐田市下本郷２００１－１

6

個別指導塾の講師
（個別）及び教室長
補佐／山梨校

・塾での個別指導（１人１人に直接指
導）
　指導科目
　　国語・数学（算数）・理科・社会・
英語の中で得意科目
・生徒は小学１年生～高校３年生です。


パート労働者 株式会社　山名新聞サービス
雇用期間の定めなし (1)16時40分～21時30

時給 ＰＣ操作

950円～950円
又は8時00分～17時00

静岡県袋井市上山梨３－１８－１１　欄Ｖ　２０４

7

総　務 【主な仕事の内容】

（労務管理）
・従業員の入社・退社の諸手続き
・給与集計

（総務）

パート労働者 株式会社　旭エンジニアリング
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

913円～930円

静岡県袋井市浅名１８６８－１

8

（請）窓口受付・事
務／袋井市風見の丘

「袋井市風見の丘」窓口での施設利用受
付等のお仕事です。

（主な仕事内容）
・利用料金の徴収
・利用施設の案内
・電話受付

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)17時00分～21時30

時給 パソコン操作（エク
セル・ワード）1,000円～1,500円

静岡県袋井市岡崎６６３５番地の８

9

事務員 ◆事務のお仕事になります。

（主な仕事の内容）
・売上情報管理
　（パソコンを使用したデータ管理）

パート労働者 短大、専修学校以上 ニシオ自販　株式会社
雇用期間の定めなし (1)13時00分～16時00

時給

915円～1,165円
又は22時00分～9時00

静岡県袋井市川井９８６－２

10

夜勤専門介護職員
（ケアスタッフ）／
セントケア南天満

小規模多機能型居宅介護施設での夜勤専
門介護業務

お休み中のお客様の巡視、記録、朝食の
準備等
・宿泊のお客様は４名～最大７名です。
・朝食の準備はキッチンスタッフが前日

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）

時給

935円～1,185円
又は22時00分～9時00

静岡県磐田市見付５４７番地５
　セントケア南天満

11

夜勤専門介護職員／
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夜
勤専門介護業務
（主な仕事内容）
　お休み中のお客様の巡視、記録、朝食
の準備等

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）

時給

913円～950円
又は5時30分～19時30

静岡県磐田市見付５０１－１
　

12

特別養護老人ホーム
遠州の園／調理補助

【請負業務】
特別養護老人ホームでの調理補助、盛
付、配膳、洗浄等





パート労働者 株式会社　ウェルビーフードシステム
雇用期間の定めなし

時給

920円～1,050円

静岡県磐田市大久保５２２－１
　特別養護老人ホーム遠州の園

13

調理員・調理師（聖
隷こども園こうのと
り富丘）

認定こども園の給食室でのお仕事です。
こどもたちに安全でおいしい給食を一緒
につくりませんか。
こどもたちの声が聞こえる職場です。

資格不問、未経験の方も歓迎です。調理
が好きな方、調理師資格がある方は大歓

パート労働者 交替制あり 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)14時45分～16時45

時給 (2)13時00分～19時30

913円～950円

静岡県磐田市富丘６７７－１【聖隷こども園こうのとり富丘】

14

風の杜／介護老人保
健施設での調理補助

（請負業務）
○施設利用者様の食事調理補助
・仕込、盛付、洗浄、配膳、清掃





パート労働者 株式会社　ウェルビーフードシステム
雇用期間の定めなし (1)5時30分～12時00分

静岡県周智郡森町草ケ谷１０４－１

介護老人保健施設　風の杜　厨房
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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: 054-353-6868 従業員数 16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 あり

求人番号: 22040- 7419211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-37-5854 従業員数 13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- 8234711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-943-7770 従業員数 3人

年　　齢: 18歳以上 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: 22030- 9047611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-540-4772 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22020-22992211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0564-25-1311 従業員数 50人

年　　齢: 18歳以上 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: 23050-12404511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-31-2223 従業員数 2人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 8302311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-38-5323 従業員数 140人

年　　齢: 18歳以上 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- 8012611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-35-4115 従業員数 75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: 22090- 8005911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-30-7056 従業員数 15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- 8252511 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0545-72-3211 従業員数 14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: 22100- 7939811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-21-7511 従業員数 6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: 22090- 8268811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 75人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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: 22090- 7998911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0539-62-4766 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 8314711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

時給

913円～950円
又は5時30分～19時30

15

さくらの苑／介護老
人保健施設での調理
補助

（請負業務）
・特別養護老人ホームでの調理補助
　仕込、調理、洗浄、配膳

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ウェルビーフードシステム
雇用期間の定めなし

時給

920円～920円

静岡県磐田市二之宮字仙水１１６２　さくらの苑内　厨房

16

保育補助 主に１才児のクラスを担当していただき
ます。

（仕事の内容）
・幼児の生活の補助
　オムツ替え、着替え、食事、寝かしつ
け等

パート労働者 バディ幼稚舎
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

月給

1,000円～1,000円
又は7時30分～19時30

静岡県磐田市見付２１７９－１

17

施設警備業務 工場施設内の警備業務を行います。
・出入管理業務
・巡回業務
・開閉門業務
・緊急対処等

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 共栄セキュリティーサービス株式会社　東海支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)19時30分～7時30分

時給 (2)8時00分～7時59分

1,000円～1,000円

静岡県袋井市春岡７２３－１
日研フード株式会社

18

施設警備（契約社
員）（ＤＯＷＡメタ
ル）（夜勤）

（請負業務）
警備対象施設内においての安心安全提供
業務
・出入管理及び巡回点検業務
・所定業務（施錠及び解錠業務）
・緊急事態対処対応業務
・警備室内にて固定監視、立哨警備業務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 東海保安システム株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時30分～8時00分

日給 (2)20時00分～5時00分

1,062円～1,200円

静岡県磐田市松之木島７６７
【ＤＯＷＡメタル（株）】

19

警備業務 銀行やＡＴＭ等の金融機関での各種工事
やシステム更新に伴う立会
い業務を行っていただきます。
具体的には施設内の人の出入管理や、巡
回、鍵の管理等です。
特に難しい作業はなく、マニュアルに
従って業務を行います。

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

時給

1,000円～1,000円

静岡県浜松市中区砂山町　ほか

20

警備員 静岡県西部において

　・建設現場等での車両誘導、歩行者誘
導を含む
　　交通誘導警備業務

　・イベント会場において、人の流れを

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

時給 (2)12時00分～17時00

915円～915円 (3)19時00分～23時00
又は6時00分～23時00

静岡県磐田市上万能４９４
　現場へは直行・直帰

21

おにぎり・いなり寿
司・細巻きなどのお
手伝いスタッフ

おにぎりやいなり寿司、細巻きなどを
握ったり形を作るのは、
機械が行いますので、みなさんにお願い
するのは、補助の作業に
なります。
・台所で作業するより簡単です。
・基本作業は機械がやってくれます。

パート労働者 株式会社　遠州米穀
雇用期間の定めなし (1)9時00分～14時00分

時給

913円～1,000円
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市高見丘１２０３

22

検査・ピッキング・
梱包

・検査、ピッキング、梱包する物は工業
用ゴム製品、
　樹脂製品で手で持てる大きさ、重さで
す。
・座っての作業で、ライン作業ではあり
ません。
・作業内容は、丁寧に指導します。

パート労働者 司ゴム電材　株式会社　静岡事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,100円～1,100円
又は6時45分～17時00

静岡県磐田市明ケ島原４６番１０号

23

送迎ドライバー／み
つはし医院

送迎ドライバーのお仕事です。

＜主な仕事＞
・透析患者さん、デイケア利用者さんの
送迎業務
（自宅送迎、付随　する介護業務）
・送迎車の洗車業務

パート労働者 有限会社　からし種
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)16時00分～19時00

913円～913円 (3)16時30分～20時00

静岡県袋井市西田２０－１
　　みつはし医院

24

（請）日常清掃（カ
インズ磐田豊岡店）

「カインズ磐田豊岡店」において、店舗
内外の清掃業務を担当していただきま
す。
・床面の拭き掃き清掃に関すること
・男女トイレの清掃に関すること
・ゴミの回収に関すること
・その他、業務に付随する雑務等

パート労働者 株式会社　東亜ビルサービス
雇用期間の定めなし (1)7時30分～10時00分

時給

915円～915円
又は8時00分～16時00

静岡県磐田市下神増９３
カインズ磐田豊岡店

25

清掃作業員（工場内
清掃）

工場内の清掃及びゴミ収集をしていただ
きます。
（主な仕事）
・工場内のゴミ収集
・トイレの清掃
・掃き掃除
・敷地内の枯れ葉の掃き掃除など

パート労働者 有限会社　システムサポート
雇用期間の定めなし

時給 (2)15時00分～19時00

1,100円～1,100円

静岡県磐田市松之木島２０３
　ヤマハ株式会社　豊岡工場内

26

トラック積込・荷物
仕分け作業員（夕方
より）

各地方に荷物を輸送するトラックの荷物
積込作業を主に荷物の仕分け作業をお願
いします。
・各地方に分類された荷物の記載された
３ケタの数字を確認し、仕分けをしま
す。仕分けをしたら番号ごとに荷物をト
ラックに積込します。

パート労働者 福山通運　株式会社　袋井支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時00分～20時00

静岡県磐田市寺谷４１３－１
寺谷工場

時給

930円～1,100円
又は9時00分～16時00

静岡県袋井市土橋６０

27

使用済コーヒーカプ
セルの処理作業・破
砕作業

・段ボールに梱包されている使用済み
コーヒーカプセル及び賞味期　限切れの
コーヒーカプセルを開封し、その後小さ
な破砕装置に入　れた後、分別をしてい
ただくお仕事になります。

・コーヒーカプセルの破砕業務もお願い

パート労働者 株式会社　ヤードウエスト浜松
雇用期間の定めなし
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