
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-38-3770 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 薬剤師 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- 8608511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-43-7111 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 理学療法士 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- 8668411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-74-0266 従業員数 16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 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22090- 8618011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

     TEL: 053-457-7088 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 保育士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 社会福祉士

求人番号: 22020-24049611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 090-5600-7977 従業員数 11人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 保育士 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- 8659511 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-466-1203 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 水土日祝他 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: 22020-23957411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-420-2226 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

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: 22020-24217911 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-36-9090 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

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- 8606811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-33-3443 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: 22090- 8640211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-43-1121 従業員数 988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 あり

求人番号: 22090- 8645611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 0時間

     TEL: 0538-34-2158 従業員数 57人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 簿記実務検定２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 簿記能力検定（全経２級）

求人番号: 22090- 8605711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間 日商簿記２級

     TEL: 0538-38-5000 従業員数 850人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 8600011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 053-472-3401 従業員数 10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: 22020-24036211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-3702 従業員数 100人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22090- 8652311 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 実務経験

2,000円～2,500円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

薬剤師 ・調剤業務／服薬業務／薬歴管理。
・特別養護老人ホーム入居者の薬の調
剤、高齢者専用住宅入居者の　処方箋の
応需。

＊患者さんとじっくり話すのが好きな
方、共に学び一緒に患者さんの健康を支

パート労働者 薬学部 株式会社チカラ　まごころ薬局大久保店
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13時00分

時給 (2)8時30分～19時00分

1,200円～1,600円

静岡県磐田市大久保８９５－１６

2

理学療法士 ＊整形外科外来・通院患者に対するリハ
ビリテーションに従事していただきま
す。

（主な仕事内容）
・整形外科外来患者様のリハビリテー
ション

パート労働者 理学療法士科 医療法人社団　万世会　渡辺整形外科
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

時給 保育関係者歓迎

940円～1,170円
又は7時45分～18時15

静岡県袋井市堀越３－８－８

3

児童支援員 放課後児童（１～６年）の保育

（主な仕事の内容）
・授業終了後、お勤めなどでお家の方が
留守になっている
　子供さんを家族と同じように勉強・遊
びなどの生活支援を

パート労働者 特定非営利活動法人　国際教育文化協会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～18時15

時給 障がい福祉経験者歓
迎！1,000円～1,300円

静岡県袋井市久能１２２７番地１０
　袋井北コミュニティハウス第３の
びのび南クラブ

4

児童　訪問支援員
（磐田・袋井）

お子さんの通っている学校へ訪問し、学
校の先生・保護者さんと一緒にお子さん
の療育支援を行います。
事前打ち合わせや事後カンファレンス
等、訪問支援専門員が指導します。

※軽度の障害を持つ６～１８歳のお子さ

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ウェル恵明会　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給

1,000円～1,000円

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

保育士 小規模認可保育園での０～２歳児の保育
全般を担当していただきます。
（仕事の内容）
・遊びの援助
・食事の介助
・オムツ替え
・生活習慣の自立に向けた支援

パート労働者 ももいろ保育園
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給 (2)8時00分～12時00分

1,050円～1,250円 (3)9時00分～13時00分

静岡県袋井市浅羽３４１９－１９

6

保育士（さんくす
ピッピ保育園）（午
前中）

［内閣府制度認定・企業主導型保育所］
定員１９名の保育園にて保育士のお仕事
です。
異年齢合同保育のお子様の保育カリキュ
ラムの準備や実施・給食準備・保護者の
対応等、保育所における保育業務全般。
小規模ならではのアットホームな雰囲気

パート労働者 株式会社　共立スタッフバンク
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～11時00分

時給

1,200円～1,200円
又は8時30分～17時30

静岡県磐田市宮之一色３５５
【さんくすピッピ保育園】

7

介護支援専門員（あ
いの街大久保）

介護保険サービス相談
ケアプラン作成
ケアマネジメント業務（アセスメント～
給付）
担当者会議・その他
利用者様宅訪問（自家用車使用）ガソリ
ン代走行距離に応じて支給

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アイケア
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 経験がなくても大丈
夫です1,200円～1,400円

又は8時00分～17時00

静岡県磐田市大久保８９１－４３
【小規模多機能型居宅介護施設　あ
いの街大久保】
【令和４年６月上旬規開設予定】

8

介護支援専門員（居
宅）

居宅ケアマネとしての業務に従事してい
ただきます。

（主な仕事の内容）
・プランの作成
・利用票、提供票の作成等
・相談業務

パート労働者 株式会社　多ら福　りんご居宅介護支援事業所
雇用期間の定めなし

時給

920円～920円
又は17時15分～21時45

静岡県磐田市気子島４５１－２

9

受付・施設管理／城
山球場

磐田市営城山球場でのお仕事で、主に野
球の試合及び練習時の受付業務と施設管
理に関するお仕事です。
＜主な仕事内容＞
・受付業務（窓口・電話など）
・球場施設及び備品・設備等の管理
・球場の開錠、戸締り、施錠、電源のオ

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人　磐田市スポーツ協会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)10時00分～14時30 事務作業の経験

1,200円～1,200円

静岡県磐田市見付１９０
磐田市営城山球場

10

事務職 労働組合書記業務のお仕事になります。

（主な仕事の内容）
・組合員の相談窓口の受付
・保険事務手続き
・組合活動の一般事務

パート労働者 ＮＳＫワーナー　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時00

時給

1,000円～1,050円

静岡県袋井市愛野２３４５

11

経理事務 （主な仕事内容）

・小口現金管理
・仕訳伝票の発行
・入金のチェック
・支払業務
・月次資金計画表の作成

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　セイトウ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給

951円～1,197円

静岡県磐田市今之浦１丁目７－６

12

事務補助員（医局） ＜主な仕事内容＞

・医師のスケジュール管理
・提出書類等の取りまとめ（時間外・年
末調整）
・白衣配布、食事準備等
・医局内の各種管理業務（机、ロッカー

パート労働者 磐田市立総合病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～16時45分

時給 金融機関経験者（銀
行・信用金庫・ＪＡ
等）（３年以上）

1,300円～1,500円

静岡県磐田市大久保５１２－３

13

営業店での窓口業務
等（各支店）

当金庫、各営業店での窓口業務等
伝票の起票や新規申込書等のオペレー
ション業務、各書類のメール便等の処
理、サービス品等の管理、窓口等での受
付、顧客及び営業店からの電話の取り次
ぎ等の業務を行っていただきます。

パート労働者 遠州信用金庫
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時50分～15時50分

時給

940円～940円

当金庫営業店（磐田市～浜松市内～
湖西市）

＊ご本人の住所等を考慮して決定し

14

郵便内務 ・年賀状の仕分け作業。

　２０２１．１２．２５～２０２２．
１．５までの短期アルバイト
　です。

パート労働者 日本郵便　株式会社　郵便事業総本部　袋井郵便局
日雇（日々雇用または１ヶ月未満）(1)13時00分～16時00

静岡県袋井市新屋１－１－１０
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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: 053-463-8139 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 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: 22020-24172811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-5730-2582 従業員数 5人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 危険物取扱者（甲
種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 危険物取扱者（乙種）

求人番号: 13040- 2159012 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-36-3541 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 木土日祝他 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- 8655111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-36-3541 従業員数 7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- 8656711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 090-5600-7977 従業員数 11人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 栄養士

求人番号: 22090- 8660311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-48-6113 従業員数 227人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 8664711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0537-36-3211 従業員数 9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: 22060- 6524611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-454-1199 従業員数 5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 あり

求人番号: 22020-24261811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 054-206-1203 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 8591111 各種保険： 労災 月平均 20時間

     TEL: 0538-85-0043 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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- 8572311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-67-1183 従業員数 360人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 8621711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-35-3154 従業員数 41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- 8622811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-35-3898 従業員数 9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- 8613711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-457-7088 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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: 22020-24047011 各種保険： 労災 月平均 

時給

980円～980円
又は9時30分～18時30

15

店舗スタッフ（ガー
ネット袋井店）

★貸衣装コーディネーター補助
★ヘアメイク補助　
★店頭接客補助

パート労働者 株式会社　アニバーサリー・ジャパン
雇用期間の定めなし

日給 (2)22時15分～8時00分

913円～913円 (3)18時45分～8時00分

静岡県袋井市堀越４３１－１
【ガーネット袋井店】

16

ＳＳ管理スタッフ
（セルフ磐田見付権
現）

セルフガソリンスタンドにおける、モニ
ターでの給油監視業務及び簡単な清掃・
接客業務
（１）給油監視業務（モニター目視によ
る給油解除ボタンの操作）
（２）清掃業務（レシート回収や休憩室
の清掃など）

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 大器キャリアキャスティング株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)20時00分～23時30

時給

950円～950円

静岡県磐田市見付５０７４－７

17

ヘルパー（看護補助
者）（午後）

・産婦人科医院での、外来の看護補助業
務全般です。
・医師診療時の看護師の補助や、患者様
の誘導補助などを行います
・その他、医療器具の消毒、洗浄作業等
も行います。


パート労働者 医療法人社団　ティ・エス・ティ会　藤井マタニティクリニック
雇用期間の定めなし (1)13時30分～18時30

時給

950円～950円

静岡県磐田市西貝塚２２５１

18

ヘルパー（看護補助
者）（午前）

・産婦人科医院での、外来の看護補助業
務全般です。
・医師診療時の看護師の補助や、患者様
の誘導補助などを行います
・その他、医療器具の消毒、洗浄作業等
も行います。


パート労働者 医療法人社団　ティ・エス・ティ会　藤井マタニティクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

時給

1,000円～1,000円

静岡県磐田市西貝塚２２５１

19

調理師または栄養士 小規模認可保育園（０～２歳児）で栄養
士さんと一緒に給食を作っていただきま
す。

（仕事の内容）
・離乳食の調理
・ランチルームの管理

パート労働者 ももいろ保育園
雇用期間の定めなし (1)9時00分～14時00分

時給

950円～950円

静岡県袋井市浅羽３４１９－１９

20

調理補助 年末のおせち料理の準備をするお仕事で
す。
（主な仕事内容）
・おせち料理の準備
・おせち料理の盛り付け
・調理補助のお仕事ですが、調理はしま
せん

パート労働者 株式会社　ヤマハリゾート
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～17時30

時給

950円～1,000円
又は9時00分～22時00

静岡県袋井市宇刈２５０５－２

21

販売・接客業務（ら
らぽーと磐田店内）
パート

＊ららぽーと磐田店内（タリーズコー
ヒー店）において、
　販売、接客業務を担当します。
　・お客様から注文を受けたドリンクを
作ったり、レジでの接客等　　を行う業
務です。


パート労働者 交替制あり 菊川製茶　株式会社
雇用期間の定めなし

時給 (2)20時00分～8時00分 電話応対ができる方

913円～1,150円

静岡県磐田市高見丘１２００
ららぽーと磐田店内（店舗名：タ
リーズコーヒー）

22

施設警備業務（ＮＴ
Ｎ袋井製作所）

（請負業務）

・社員の方、業者の方等の出入時の確認
を行います。
・来訪者の取り次ぎや電話の対応を行い
ます。
・施設の巡回や緊急時の対応を行いま

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 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)8時00分～20時00分

時給

920円～920円
又は12時00分～17時00

静岡県袋井市見取１９５９
【ＮＴＮ袋井製作所】

23

農業（水耕栽培）
（短期）

　ＴＥＮ　Ｇｒｅｅｎ　Ｆａｃｔｏｒｙ
株式会社は、令和２年４月にオープンし
たばかりの全天候型の水耕栽培施設で
す。サンチュ、水菜、ほうれん草、パク
チーなどを栽培しています。

　主な仕事は、収穫、収穫後の発泡スチ

パート労働者 ＴＥＮ　Ｇｒｅｅｎ　Ｆａｃｔｏｒｙ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)9時00分～12時00分

913円～913円 (3)13時00分～17時00
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市高見丘２６０－１

24

鋸の検査業務 製品のキズ、付着物の目視検査作業で
す。

ロー付け作業（鋸に刃をつける作業）の
サポート業務。

パート労働者 有限会社　鈴昭技研
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給

913円～1,000円
又は8時00分～16時55

静岡県周智郡森町向天方１１７８

25

組立・検査（軽作
業）

＊自動車用プラスチック部品製造に係る
　組立、検査、梱包作業全般のお仕事に
なります。
＊全て立ち仕事です。
＊目視での検査もあります。

※製品は軽量です。

パート労働者 変形（1年単位） 三恵　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時55分

時給 経験者尚可

913円～951円
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市西平松２２６１番地

26

検査・出荷業務及び
それに伴う軽作業

オートバイ・自動車の部品製造会社で
の、出荷検査及び
軽作業のお仕事です。

（主な業務）
・二輪、四輪車他の出荷前の部品検査
・上記に関わる出荷、管理業務

パート労働者 変形（1年単位） 鈴和製作所　株式会社
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～13時00分 経験者歓迎

913円～913円

静岡県磐田市上岡田３７８

27

製品検査 オートバイやマリーンのハーネス（電線
を束ねた物）の
製品の「導通」検査をしていただきま
す。

（主な仕事の内容）
・検査機を使って検査

パート労働者 有限会社　豊中電線工業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～12時00分

時給

920円～1,300円
又は14時00分～16時00

静岡県磐田市長森１０９

28

送迎の運転手（磐
田・袋井）

≪スタッフ大募集！≫
放課後等デイサービス　送迎ドライバー
募集♪
磐田・袋井市内の小学校へ子どもたちを
送迎する運転のお仕事です。
経験年数不問！
送迎時間の前後は子どもたちの見守りも

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ウェル恵明会　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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】
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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: 052-551-7889 従業員数 6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: 23020-61659311 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 

     TEL: 053-435-7134 従業員数 24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: 22022- 3237311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-42-6791 従業員数 9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- 8644311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-353-2160 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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: 22040- 7780111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-463-8000 従業員数 4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: 22020-24198711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-587-6121 従業員数 3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: 22022- 3245011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

時給

1,200円～1,200円29

業務パート／袋井市 配送センター内での業務補助をお願いし
ます。

整理整頓作業や製品入出荷。
在庫のチェックやメンテナンスなどが主
なお仕事です。


パート労働者 旭ハウス工業　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時00分

時給

913円～913円

静岡県袋井市木原２６－１
旭ハウス工業（株）袋井配送セン
ター

30

お弁当の配送（磐田
市気子島）

お弁当のルート配送のお仕事です。

お弁当の積込作業
お弁当のルート配送業務
お弁当の空容器回収業務
お弁当の空容器を洗浄場所へ降ろす業務


パート労働者 株式会社いわきゅう　遠州工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

時給 (2)9時30分～12時00分

913円～1,100円

静岡県磐田市気子島１３０６－１　磐田工場

31

梱包作業（午前中） 製品（ビニールフィルム）の梱包作業
（午前中のお仕事です。）

（仕事の内容）
・カットした後のビニールフィルムを袋
詰めし、さらに箱詰めして　出荷できる
状態にします。

パート労働者 有限会社　高橋工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給

950円～950円

静岡県袋井市深見１４０９－１

32

軽作業／袋井ロジス
ティクスセンター

・梱包作業
・部品の棚入れ作業
・出荷指示に基づく商品のピッキング
・その他、倉庫内軽作業

パート労働者 株式会社　天野回漕店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

時給 (2)8時00分～12時00分

913円～915円

静岡県袋井市小山３７１－１袋井ロジスティクスセンター

33

清掃管理業務（磐田
市総合健康福祉会
館）

（請負業務）
施設内の日常清掃業務
・男女トイレ、洗面清掃
・カーペットフロアーの掃除機掛け
・階段、廊下の除塵、水拭き（モップ掛
け）
・建物外周のごみ回収、草取り

パート労働者 交替制あり 東海ビル管理　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

静岡県袋井市川井１０２２－１
　（株）美浜工業　袋井工場

時給

970円～1,000円

静岡県磐田市国府台　５７番地７
【磐田市総合健康福祉会館】

34

二輪部品の部品供給
（袋井工場）

・二輪部品等の部品供給（品揃え作業）
・その他上記に係わる付随作業全般（組
立ロット分け・部品運搬、治具の準備
等）


＊未経験の方でも、安心して頂ける職場

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