
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0537-23-2111 従業員数 9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

求人番号: 22060- 6672311 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0538-38-3904 従業員数 38人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 看護師 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- 8747511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-24-8811 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝 歯科衛生士 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- 8757011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-401-5805 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 8688111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-43-2111 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 管理栄養士 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- 8682511 各種保険： 雇用・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-67-8242 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 日商簿記３級 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- 8752711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0537-61-0755 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火木土日祝 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: 22060- 6634811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0537-61-0755 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火木土日祝 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: 22060- 6636511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-618-8777 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: 23030-21616311 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: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 8773311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-43-2111 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： なし 時間外 なし

求人番号: 22090- 8759611 各種保険： 公災 月平均 

     TEL: 0538-49-0711 従業員数 58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- 8749011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-38-1123 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- 8762511 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-39-7530 従業員数 67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- 8779211 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 (2)14時00分～18時00

1,050円～1,050円 (3)9時00分～17時00分

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

放課後等デイサービ
ス保育士（磐田南
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 看護師経験５年

1,500円～1,650円

静岡県磐田市千手堂８８８－１

2

訪問看護師 当院は磐田市内を中心としたエリアで訪
問診療・訪問看護を展開している機能強
化型在宅療養支援診療所です。
（主な仕事内容）
・医師と共に自宅、施設等に訪問し、療
養のサポートをしていただ　きます。
・訪問診療や訪問看護に興味があるけれ

パート労働者 医療法人社団　福在会
雇用期間の定めなし (1)13時00分～20時00

時給

1,600円～2,000円
又は18時00分～21時00

静岡県磐田市見付１７５２－５
　磐田在宅医療クリニック

3

歯科衛生士【勤務時
間応相談／アルバイ
ト／副業・兼業可】

副業・兼業も可能。空いている時間を有
効活用しながら勤務いただけます。勤務
時間や勤務日数は相談に応じます。

歯科クリニックで歯科衛生士業務全般を
していただきます。
（主な仕事の内容）

パート労働者 オリーブ歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

時給 (2)12時30分～16時30

913円～1,200円 (3)17時00分～20時00

静岡県磐田市赤池１７０－２

4

（請）給食スタッフ
／磐田市立総合病院

【調理補助】

・材料の仕込み、包丁を使用した野菜の
カットになります。
・盛付：出来上がった調理品を見ためよ
く盛付します。
・洗浄：使用した食器や調理道具を洗い

パート労働者 株式会社　いわきゅう　未来事業部／医療委託
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～10時30分

時給 栄養士に関する業務

1,120円～1,130円

静岡県磐田市大久保５１２－３
磐田市立総合病院

5

栄養士（短期間・短
時間パート）

（主な仕事の内容）

・食物アレルギーを持つ児童生徒等の献
立作成、
　
　食材発注、調理指示、保護者面談等


パート労働者 袋井市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～15時00分

時給 ・簿記３級
・会計事務所・社会
保険労務士事務所勤

1,100円～1,700円
又は9時00分～17時00

静岡県袋井市深見２３７番地

6

税理士・社会保険労
務士業務

・入力業務
・会計監査のお手伝い

パート労働者 しん会計事務所
雇用期間の定めなし

時給 社会福祉法第１９条
各号のいずれかに該
当する者：社会福祉

1,200円～1,500円

静岡県袋井市堀越１１３０－６ＴＭビル１０２

7

教育支援員（小学
生）

（磐田市学習チャレンジ支援事業）
＊市内に在住する生活保護・困窮世帯の
小学生（４～６年生）の
　学びを保障するお仕事です。
　「好きなこと」「好きなもの」から興
味関心を持ち、学習習慣を
　身に着けます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 特定非営利活動法人　青少年就労支援ネットワーク静岡
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)14時00分～19時00

時給 社会福祉法第１９条
各号のいずれかに該
当する者：社会福祉

1,200円～1,500円

静岡県磐田市国府台５７－１
ｉプラザ３階　磐田市役所福祉課内

8

教育支援員（中学
生）

（磐田市学習チャレンジ支援事業）
＊市内に在住する生活保護・困窮世帯の
小中学生の学びを保障するお仕事です。
勉強に積極的に取り組む子どもばかりで
はありません。「好きなこと」「好きな
もの」から興味関心を持ち、学習習慣を
身に着けます。高校受験の準備、保護者

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 特定非営利活動法人　青少年就労支援ネットワーク静岡
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～21時00

時給

1,100円～1,800円
又は8時30分～17時30

静岡県磐田市国府台５７－１
ｉプラザ３階　磐田市役所福祉課内

9

通訳 ★通訳（外国人実習生）

・中国語の通訳をしていただきます。

・実習生が就業している現場を巡回して
の通訳です。


パート労働者 ＳＣＩ　協同組合
雇用期間の定めなし

時給

930円～1,000円
又は8時00分～17時00

静岡県袋井市山科２３１５番地１
　　　　　　高雄工業（株）静岡工
場

10

一般事務・出荷業務 一般事務および出荷業務のお仕事です。
＜主な仕事内容＞
□一般事務
　・伝票処理（システムソフトへの入力
処理）
　　基本的なパソコン操作ができれば問
題ありません。

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

1,300円～1,300円

静岡県磐田市匂坂中１６００－９

11

一般事務／浅羽支所
市民サービス課

袋井市浅羽支所閉庁日の日直業務のお仕
事です。

〈主な仕事内容〉
・受付事務（各種届出の受付）
・電話対応など


パート労働者 袋井市役所
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

1,000円～1,010円
又は8時20分～17時00

静岡県袋井市浅名１０２８番地
　袋井市浅羽支所　市民サービス課

12

一般事務 皮革衣類・着物・布団等の特殊クリーニ
ング工場における
一般事務のお仕事です。

＜主な仕事内容＞
・お客様からの問い合わせメールや電話
の対応

パート労働者 株式会社　小羽皮革
雇用期間の定めなし

時給 ＣＡＤ操作経験

1,000円～1,000円

静岡県袋井市萱間５７２－６

13

一般事務 一般事務として以下の仕事をお願いしま
す。　

（主な仕事内容）　　　　　
・電話対応、来客者の応対

・郵便等受付業務

パート労働者 有限会社　藤本電気工業
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

920円～950円
又は9時00分～15時00

静岡県磐田市大久保４８－３０

14

事務スタッフ お年寄りが住まう定員１８名の認知症対
応型グループホームです。
施設を運営するのに必要な事務作業にな
ります。
パソコン作業が中心になりますが、エク
セルやワードでの簡単な入力です。
その他、銀行や郵便局等に出向いて頂く

パート労働者 有限会社　ナチュラル・ライフ
雇用期間の定めなし

静岡県磐田市池田３９１－１　　グ
ループホーム桜寿
　　　磐田市平間１２５９－１
〃　　　香寿
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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: 0539-62-6261 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 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- 8689711 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0538-35-7211 従業員数 88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- 8770511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-85-0070 従業員数 68人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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- 8740311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-36-0885 従業員数 44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- 8701711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-48-5300 従業員数 15人

年　　齢: 69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- 8680811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-24-8811 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝 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- 8758311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-401-5805 従業員数 10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- 8753811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-44-7770 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火他 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- 8766611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-401-5805 従業員数 4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- 8778811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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- 6641711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-401-5805 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　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: 22090- 8739511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-401-5805 従業員数 5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- 8714411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-32-5334 従業員数 20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- 8683411 各種保険： 雇用・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: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 8780011 各種保険： 労災 月平均 

時給

950円～1,100円
又は8時45分～18時00

15

医療事務 受付業務・会計業務・レセプト入力及び
点検業務・電話応対等
医療事務業務全般を行います。
介助や問診をとるなど患者さんとのコ
ミュニケーションも
お願いします。


パート労働者 医療法人社団　あゆみ会　まさふみクリニック
雇用期間の定めなし

時給 (2)8時30分～14時30分

949円～1,115円

静岡県磐田市惣兵衛下新田１３４

16

試験研究事務補助 （主な仕事内容）

・資料の分類、整理、コピー、パソコン
データ入力
・研究業務補助（花、果実の計測、種
子・虫の計数等）
・器材の管理（試験管等器具の洗浄、掃

パート労働者 静岡県農林技術研究所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～15時30分

時給 製造業事務経験。

930円～950円
又は7時30分～17時40

静岡県磐田市富丘６７８－１

17

現場事務員 受注数の確認後　製造現場への生産数の
伝達。日々の生産数、
不良数、工数の確認後データー入力。電
話応対。設備・部品の
発注管理。


パート労働者 株式会社　大西
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,050円～1,100円

静岡県周智郡森町森１１０２－１

18

お菓子の販売スタッ
フ／今之浦本店

接客、包装業務、商品陳列

・お客様に笑顔で和スイーツ、洋スイー
ツを販売するお仕事です。
・お菓子の仕上げをし、店内に陳列す
る。
・包装やラッピングも覚えることが出来

パート労働者 株式会社　玉華堂
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時30分～20時00

時給 (2)15時00分～19時00

920円～920円

静岡県磐田市今之浦４丁目－１８－１０

19

厨房業務／磐田市豊
岡

老人介護施設でのお仕事です。

（主な仕事内容）
・食事の準備・調理・盛り付け・配膳・
下膳・片付け



パート労働者 株式会社　見取
雇用期間の定めなし (1)6時00分～9時00分

時給

1,200円～1,400円
又は18時00分～21時00

静岡県磐田市豊岡６４６２
デイサービスにじいろ

20

歯科助手【勤務時間
応相談／未経験者歓
迎／副業・兼業可】

副業・兼業も可能。空いている時間を有
効活用しながら勤務いただけます。勤務
時間や勤務日数は相談に応じます。

歯科クリニックの歯科助手業務をお願い
します。
（主な仕事内容）

パート労働者 オリーブ歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

時給 (2)13時30分～19時00

913円～1,200円 (3)15時00分～19時00

静岡県磐田市赤池１７０－２

21

（請）調理師または
栄養士業務／服部病
院

（１）５：００～８：００
朝の調理、盛付、洗浄、補助

（２）１３：３０～１９：００
盛付、洗浄、食器出し

（３）１５：００～１９：００

パート労働者 交替制あり 株式会社　いわきゅう　未来事業部／医療委託
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～8時00分

時給 (2)12時00分～15時00

950円～1,000円
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市西貝塚３７８１－２

22

洋菓子の製造補助 下記のお仕事を担当していただきます。

・洋菓子の製造補助
　
（洋菓子材料の計量）
（簡単な仕込み）
（簡単な仕上げ）など

パート労働者 交替制あり 菓蔵ＳＵＺＵＫＩ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～11時00分

時給

913円～1,200円

静岡県袋井市川井１４１８－３

23

（請）調理補助／ひ
まわり保育園（磐田
市上新屋）

保育園内厨房での給食調理補助のお仕事
です。
盛り付け、野菜や果物のカット、食器洗
浄、厨房内清掃をお願いします。

パート労働者 交替制あり 株式会社　いわきゅう　未来事業部／医療委託
雇用期間の定めなし (1)10時00分～16時00

時給

950円～1,100円

静岡県磐田市上新屋４５７－１

24

（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 (2)9時00分～15時00分

913円～1,200円 (3)15時00分～20時00

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

25

（請）盛付・洗浄／
特養ホーム　第二遠
州の園

＊「特別養護老人ホーム　第二遠州の
園」でのお食事の提供になります。

（主な仕事内容）
　調理補助、食事の盛り付け、食器の洗
浄片付けをお願いします。
　未経験者でも丁寧に教えるので安心し

パート労働者 交替制あり 株式会社　いわきゅう　未来事業部／医療委託
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給 (2)14時00分～18時45

913円～1,200円

静岡県磐田市鮫島１８０４－１

26

（請）盛付・洗浄／
明和苑

＊「特別養護老人ホーム　明和苑」内厨
房でのお仕事です。

（主な仕事内容）
・盛り付け、配膳車へのお食事のセッ
ト、お食事後の食器洗浄を
　お願いします。

パート労働者 交替制あり 株式会社　いわきゅう　未来事業部／医療委託
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

920円～1,000円

静岡県袋井市宇刈８５０－１
特別養護老人ホーム明和苑

27

給食調理補助員 給食調理のお仕事です。


・自園給食室にて調理・片付け等。

パート労働者 高卒または専門学校
卒

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）(1)9時00分～15時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県磐田市国府台５４－３

28

レストランサービス
（葛城北の丸）

葛城北の丸でのレストランサービス業務
を行っていただきます。

・主に朝食スタッフとして、料理の提
供、
　片付け等のお仕事です。


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ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

静岡県袋井市宇刈２５０５－２
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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: 0538-48-6113 従業員数 227人

年　　齢: 不問 休　　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- 8781311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-463-8000 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22020-24370411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-44-6600 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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: 22052- 2322011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 053-461-6411 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: 22020-24358911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-6265 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 8716311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-42-6265 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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： その他 時間外 なし 一級建築士

求人番号: 22090- 8718911 各種保険： 雇用・労災 月平均 二級建築士

     TEL: 053-434-0045 従業員数 14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: 22020-24408511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-32-7215 従業員数 32人

年　　齢: 59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- 8772011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0539-62-5296 従業員数 44人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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- 8684011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-31-3111 従業員数 133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- 8702811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-3669 従業員数 3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- 8750911 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-34-6131 従業員数 473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: 22090- 8720211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-44-3465 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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- 8712211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0539-62-6007 従業員数 25人

年　　齢: 不問 休　　日： 月日他 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- 8691411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

時給 (2)11時00分～16時30

920円～920円29

レストランサービス ゴルフ場のレストランでの接客及びバイ
キングの料理提供、

茶店での接客のお仕事になります。


※経験のない方でも先輩社員が丁寧に教

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ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給 施設内警備員

913円～1,000円
又は8時35分～17時05

静岡県袋井市宇刈２５０５－２

30

宿直警備業務（磐田
市役所）

（請負業務）
磐田市役所の時間外受付
・時間外の来庁者の対応
・外線電話の応対
・建物内の巡回、施錠、開錠
・時間外の戸籍関係の書類の預かり
・その他市役所の業務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 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)17時05分～8時35分

時給

1,300円～1,500円

静岡県磐田市国府台３－１
【磐田市役所】

31

コンクリート２次製
品製造・管理【磐田
市】（アルバイト）

【アルバイト募集】

生コンクリート製造とコンクリート２次
製品の製造及び管理業務
１．脱型・組み込み
２．置き場運搬（フォークリフト運転）
３．打設作業

パート労働者 野村マテリアルプロダクツ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

913円～950円
又は8時30分～17時30

静岡県磐田市源平新田１１１－１
　野村マテリアルプロダクツ（株）
天竜川工場

32

スポット溶接作業者
（竜洋工場）

半自動溶接機にて板材にナットを溶接し
ていただくお仕事です。
所定の位置に板をセットしてもらうだけ
で、後は機械が溶接して
くれるので、年配の方でも安心して作業
ができます。

パート労働者 株式会社　山一
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 パソコン操作の出来
る方歓迎950円～1,200円

又は8時00分～17時00

静岡県磐田市駒場７０７０－２
【竜洋工場】

33

機械オペレーター キャビネット部門での仕事です。
（主な仕事）
・ＮＣルーターの加工
・その他の軽作業

パート労働者 株式会社　ナガイ工業
雇用期間の定めなし

時給 パソコン操作の出来
る方歓迎920円～1,200円

又は8時00分～17時00

静岡県袋井市堀越３８３－１

34

ＣＡＤオペレーター 木造住宅のプレカット部門での仕事で
す。
（主な仕事）
・設計業務ＣＡＤ（入力）オペレーター
及び補助的作業
・加工する為のパソコン入力作業（パソ
コン操作出来る方）

パート労働者 株式会社　ナガイ工業
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,100円
又は8時00分～17時00

静岡県袋井市堀越３８３－１

35

ピアノ外装部品の受
取（河合楽器竜洋工
場内）

（請負業務）
ラインから流れてくるピアノ外装部品を
台車に載せる作業
大きな部品は二人で作業します

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

時給

930円～930円

静岡県磐田市飛平松２５２　
【河合楽器竜洋工場内】

36

検査、部品組立、バ
リ取り、接着、脱脂
等

二輪、四輪用ゴム製品製造会社でのお仕
事です。

（主な仕事内容）

・ゴム製品の検査作業を担当していただ
きます。

パート労働者 建ゴム工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

950円～950円
又は6時00分～20時50

静岡県磐田市一言１６５５

37

プラスチック部品の
外観検査、簡単な組
立、商品のピッキン
グ

自動車部品の外観検査、組立、商品の
ピッキング等簡単な作業です。

＜工場経験の無い方でも丁寧に教えます
＞


パート労働者 有限会社　早津工業社
雇用期間の定めなし

時給 (2)15時00分～17時00

1,000円～1,000円

静岡県磐田市合代島１１６６－２
（旧豊岡新平山工業団地内）

38

デイサービス送迎運
転手

主な仕事
・デイサービスの短期入所利用者様の送
迎と老人保健施設短期入所の利用者様の
送迎を担当して頂きます。
・介助

＊車種は１０人乗りの車キャラバン（リ

パート労働者 医療法人社団　愛慈会　介護老人保健施設　さくらんぼ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～10時00分

時給

913円～913円

静岡県磐田市国府台１００－１

39

（請）清掃作業員／
ヤマハ発動機（株）
磐田南工場

＊事業所内の日常清掃のお仕事です。

（仕事の内容）
　・床、廊下、階段の掃き拭き
　・トイレ、洗面所清掃
　・ゴミ回収、レンタルマット、モップ
の交換など。

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00分

時給 (2)17時30分～19時30

913円～913円

静岡県磐田市天龍８００

40

用務スタッフ ・病院内のフロア清掃
・駐車場の清掃

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
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～12時30分

時給

915円～1,100円
又は13時00分～17時00

静岡県磐田市小立野１０２

41

検品・袋詰め（４～
５時間）

（主な仕事の内容）

・ティーバッグのカウントと検品
・茶類の小詰め作業
・商品ロット、賞味期限の印字
・食品の検品検査、製品仕上げ
・生産に関する作業全般　　など

パート労働者 株式会社　オールライフサービス
雇用期間の定めなし (1)12時00分～17時00

静岡県磐田市平松５３２－１

時給 (2)9時00分～13時00分

913円～913円

静岡県袋井市村松字小桜２１７４　第２工場

42

容器の洗浄 「洗い場」のお仕事です。

餃子を製造するのに必要な容器類の洗い
物をお願いします。

流し台で洗剤とスポンジを使って、概ね
Ａ３サイズの

パート労働者 株式会社　まるかわ食品
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時00分
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