
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-35-6617 従業員数 98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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 8842511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 22時間

     TEL: 0538-84-9523 従業員数 20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 あり

求人番号: 22090- 8837011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-38-0448 従業員数 14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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 8838311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0120-957-818 従業員数 0人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 保健師

求人番号: 22090- 8806911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-49-2901 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 管理栄養士 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- 8788511 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: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 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- 8821611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-43-6126 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 8843411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-4824 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 社会福祉士 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- 8849711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-66-0126 従業員数 43人

年　　齢: 40歳以下 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- 8809811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-41-2960 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日他 その他の医療・保健
衛生関係資格

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- 8785711 各種保険： 雇用・労災・厚生・その他 月平均 10時間

     TEL: 0538-30-2111 従業員数 99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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 8850511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 053-459-6100 従業員数 1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 あり

求人番号: 22020-24714211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-85-3188 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22090- 8830911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 75人

年　　齢: 18歳～34歳 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 8841211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 27時間

≪フルタイム≫
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） 

月給 プレス金型製作経験
者
経験者については、

220,000円～300,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

プレス金型設計およ
び製作

輸送用機械器具プレス金型（オートバイ
部品の中小物）に関わるお仕事になりま
す。

・プレス金型の組付調整業務

・プレス金型の設計業務

正社員 変形（1年単位） 株式会社　丸武部品
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 ・輸送機器業界での
設計経験
・成形の知識や強度

200,000円～300,000円
又は9時00分～18時00

静岡県磐田市前野２７７０

2

車載用モータ開発に
伴う機械設計

【仕事内容】
車載用モータ開発に伴う機械設計業務


●浜松にて現地面接会を随時開催致しま
す。
面接場所・日時については、お気軽に連

正社員 株式会社　イデア　浜松営業所
雇用期間の定めなし

月給

200,000円～400,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

3

土木工事現場責任者 磐田市内及び周辺地域にて土木工事現場
責任者として現場の施工及び原価管理
（コストマネジメント）の仕事を主に
行って頂きます。

　具体的には
　　施工計画の検討、作業工程の管理、

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ヤマグチ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

291,500円～291,500円

静岡県磐田市笠梅１３８９

4

施設看護職員／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にて看
護師業務全般

（主な仕事内容）
・バイタルチェック
・健康管理

正社員 交替制あり セントケア静岡　株式会社　セントケア富士見
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

年俸制 指導助言者経験者
（病院勤務５年以
上）

300,000円～350,000円

静岡県磐田市見付５０１－１
　セントケア看護小規模三本松
　★２０２２年３月開設予定★

5

管理栄養士／本部セ
ントラルキッチン

本部セントラルキッチンでは、病院・福
祉施設・保育園・
社員食堂など幅広い分野のお料理を製造
しております。

（主な仕事の内容）
・献立作成業務

正社員 株式会社　セイワ企画
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 管理栄養士資格

186,700円～228,000円

静岡県袋井市友永１２４０－１

6

管理栄養士 入居者様、利用者様と楽しくお話しなが
ら栄養ケアを通じて
食べる楽しみをサポートするお仕事で
す。

（主な仕事内容）
・入居者様、ご利用者様の食に関するマ

正社員 社会福祉法人　遠州中央福祉会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 ケアマネ業務（３年
程度）250,000円～280,000円

静岡県磐田市下万能７００

7

介護支援専門員 介護付き有料老人ホーム（３０床）にお
けるケアマネージャー業務
お一人お一人に合わせたケアを行い、Ｑ
ＯＬを高めるサービスを提供できるよう
にスタッフ間で協力して業務に当たって
頂きます


正社員 交替制あり ビスポーク袋井みかど
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給

175,000円～184,000円

静岡県袋井市三門町５番地の５

8

社会福祉士 地域包括支援センターでの相談業務
・高齢者の総合相談・支援
・高齢者の権利擁護業務（成年後見、消
費者被害等）

正社員以外 社会福祉法人　磐田市社会福祉協議会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給

160,000円～160,000円

静岡県磐田市福田４００番地　
磐田市福田支所内　磐田市福田地域
包括支援センター

9

事務員 自動車、オートバイ等金属製部品塗装会
社の事務のお仕事です。
・自動車、オートバイ部品等の塗装業務
の材料受入
・在庫管理事務、その他一般事務
・来客応対、電話応対
・社員給食の管理、職場内の清掃作業

正社員 株式会社　エポック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時00分～16時00分 病院、クリニック等
の実務経験180,000円～200,000円

静岡県磐田市南平松２－１５

10

メディカルクラー
ク・医療事務

医師が患者様と対話した内容を電子カル
テに代行入力する仕事、受付事務全般の
仕事

受付事務業務は以下です
・受付事務・患者の案内・会計・処方箋
の発行・院内清掃　等

正社員 変形（1ヶ月単位） あかばね腎・泌尿器クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～19時00分

月給 中国語または英語に
よる日常会話レベ
ル。

158,500円～243,640円

静岡県袋井市高尾１７６０－２

11

海外工場の支援業務 海外拠点の工場（中国、タイ）に対する
支援、管理を行ないます。
就業場所は静岡県袋井市になります。

＜主な仕事内容＞
・海外出張あり。
・生産日程の管理。

正社員 和興フィルタテクノロジー　株式会社　静岡事業所　第二工場
雇用期間の定めなし (1)8時20分～17時00分

月給

205,000円～395,800円

静岡県袋井市浅名２１３４－８０

12

輸送機器部品のダイ
カスト製造技術（磐
田市）

（派遣業務）
・３ＤＣＡＤを使用した治具等のモデル
作成、図面作成及び修正
・備品発注及び予算管理
・データまとめ及びシステムへの入力作
業
・各種書類作成

無期雇用派遣労働者 株式会社フォーラムエンジニアリング　浜松フォーラム
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 建設業営業又は営業
事務240,000円～330,000円

静岡県磐田市天龍８００
事業所名については、ハローワーク
窓口にお問合せください。

13

営業事務・営業補佐 【主な仕事の内容】

・入札業務
（書類の作成、提出等）が主な業務で
す。

・関係団体への対外業務

正社員 大沼建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

175,200円～230,000円

静岡県周智郡森町睦実１４９７

14

大型配車事務員（物
流管理スタッフ）

運行運転者の管理業務全般（勤務計画・
配車計画など）や、大型車両の管理業務
全般（車両整備・タイヤ交換の手配な
ど）における、
管理帳票の作成・保管などの事務作業
や、
荷捌き作業現場における、作業指揮・荷

正社員 変形（1ヶ月単位） 福山通運　株式会社　袋井支店
雇用期間の定めなし (1)14時00分～23時00

静岡県袋井市土橋６０
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫
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: 0538-23-9450 従業員数 50人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 危険物取扱者（乙種）

求人番号: 22090- 8800211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 054-202-5730 従業員数 15人

年　　齢: 59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 あり

求人番号: 22010-27669611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-35-2180 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 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 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

求人番号: 22090- 8803011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-32-1513 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22090- 8815111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0570-018-218 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 美容師 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: 14150-20377911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0537-86-8780 従業員数 12人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 水他 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: 22060- 6703911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-30-2111 従業員数 99人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 床上操作式クレーン
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 あり 玉掛技能者

求人番号: 22090- 8851411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-84-9523 従業員数 20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 あり

求人番号: 22090- 8791911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-30-0234 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 8810411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-66-6644 従業員数 7人

年　　齢: 40歳以下 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 8819511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-38-2228 従業員数 51人

年　　齢: 64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- 8787211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 053-587-8585 従業員数 70人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22022- 3282711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 053-587-8585 従業員数 70人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22022- 3283811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 053-444-5505 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日他 フォークリフト運転
技能者

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: 22020-24650511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

月給 (2)10時30分～20時00

176,000円～280,000円 (3)11時00分～20時30
又は9時00分～20時30

15

販売員 酒類、食品、米、雑貨、菓子及びガソリ
ン等の販売店における、
接客及び販売の業務をお願いします。
（主な仕事の内容）
・接客、店内レジでの精算業務
・店内への商品出し、陳列業務
・ガソリンスタンドでの給油

正社員 交替制あり 株式会社　古田屋　浅羽店
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時00分

月給 アパレル販売経験者
優遇180,000円～250,000円

静岡県袋井市西同笠２２－１

16

コンタクトレンズの
販売職／地域限定職
／磐田市／週休３日
制

・コンタクトレンズ販売の受付、お会計
・お客様のニーズをお伺いして、最適な
コンタクトレンズをご提案
・商品の仕入れ、発注、棚卸業務
・簡単なＰＣ入力業務、店舗レイアウト
の変更など。


正社員 変形（1ヶ月単位） 学歴：専門学校卒も
可

株式会社　中央コンタクト
雇用期間の定めなし (1)9時45分～21時15分

月給

200,000円～250,000円

静岡県磐田市高見丘１２００番地
ららぽーと磐田２Ｆ
＜ららぽーと磐田店＞

17

エクステリア工事現
場営業および現場管
理

土木、建設資材、住宅設備機器の販売及
び施工をしている
会社でのお仕事です。

（主な仕事の内容）
・建築現場の総合管理（主にエクステリ
ア工事）

正社員 株式会社　横山商店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時45分～12時30分

150,000円～170,000円

静岡県磐田市上大之郷８８

18

看護助手 皮膚科医院での外来の看護助手の業務で
す。

（主な仕事の内容）
・医療機器や衛星材料の準備。

・患者さん処置の補助。

正社員以外 渡辺皮膚科医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時45分～18時00分

月給 カット経験

250,000円～400,000円
又は9時30分～18時00

静岡県磐田市国府台１－２

19

美容師／静岡浅羽店 ・カット・カラー・パーマの施術
＊ブランクのある方も歓迎。
　自分のペースで安心してスタイリスト
になれます。
＊１０代から７０代まで幅広い年齢の社
員が活躍しています
＊就業時間は前後することがあります。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社ハクブン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 (2)14時00分～23時00 経験者は賃金面で優
遇
未経験者には無料研

180,000円～250,000円
又は9時30分～23時00

静岡県袋井市浅岡３５０　遠鉄スト
ア浅羽店テナント棟１階
【静岡浅羽店】

20

全身もみほぐし、足
つぼ（菊川店・袋井
店）

＊全身もみほぐし、足つぼなどの施術
＊電話応対
＊接客業務
＊簡単な事務業務

※経験の有無に関わらず、やる気と元気
のある方歓迎！！

正社員以外 交替制あり 株式会社　エクスト
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)18時00分～2時40分 樹脂成形作業の経
験。158,500円～215,140円

静岡県菊川市下平川２０９４「手も
み処　まる」
　　　　　　　　　静岡県袋井市浅
名４８０－３

21

自動車用エアクリー
ナー成形

自動車用エアフィルターの成形、検査作
業のお仕事です。

＜主な仕事内容＞
・樹脂成形機へ金型の取付け、調整作
業。


正社員 交替制あり 和興フィルタテクノロジー　株式会社　静岡事業所　第二工場
雇用期間の定めなし (1)8時20分～17時00分

月給 ・生産設備の組立ま
たは検査業務経験者
・品質管理・品質保

210,000円～260,000円

静岡県袋井市浅名２１３４－８０

22

半導体装置の組付・
調整業務

【仕事内容】
・装置の組付・調整・出荷検査・客先据
付作業
・装置の不具合調査及び修理対応

●浜松にて現地面接会を随時開催致しま
す。

正社員 株式会社　イデア　浜松営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)8時00分～12時00分

173,824円～173,824円

静岡県磐田市富丘５１０－３

23

バリ取り ベアリングのバリ取りや検査の作業をお
願いします。
（主な仕事内容）
・電動ドリルを使用してのベアリングの
バリ取り
・バリのこすり、矯正、検査など

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　富士工業
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給

170,000円～210,000円

静岡県袋井市梅山２０５ー１

24

塗装作業 スプレーによる工作機械部品、カバー、
配電盤の塗装作業

・塗装前工程の準備作業（材料の仕分け
作業・脱脂作業）
・塗装後の製品梱包作業。（工作機械の
部品等）

正社員 ユタカ商工　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

153,384円～168,000円

静岡県磐田市小中瀬７１６－２

25

配送、梱包 製品の出荷梱包の業務、近隣の会社（静
岡県西部）へ配達


正社員以外 アポロ電気　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 トラックの運転と
フォークリフト操作280,000円～300,000円

静岡県磐田市匂坂中１６００－１１

26

大型トラック運転手
（磐田市　磐田営業
所）

大型トラックによる部品配送です。


正社員 変形（1年単位） 浜名梱包輸送　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 トラックの運転と
フォークリフト操作260,000円～280,000円

静岡県磐田市向笠竹之内１３５９－
７０
　磐田営業所

27

４ｔトラック運転手
（磐田市　磐田営業
所）

市内指定先工場を回るミルクラン配送で
す。
新しくてきれいな車両を揃えています。
リフトを使って（免許保有者）、荷の積
み下ろしがあります。


正社員 変形（1年単位） 浜名梱包輸送　株式会社
雇用期間の定めなし (1)5時00分～14時00分

時給 (2)23時00分～8時00分

196,315円～202,560円 (3)16時00分～1時00分

静岡県磐田市向笠竹之内１３５９－
７０
　磐田営業所

28

リフト作業者（契約
社員）（株式会社ツ
カサ）

（派遣業務）
飲料が入るアンプルを材料投入口まで、
フォークリフトを使い運びます。
作業場所へは、白衣に着替えて入りま
す。
クリーンルームでの作業になります。

有期雇用派遣労働者 交替制あり 株式会社　ワークス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

静岡県袋井市愛野２４０２－１
【株式会社ツカサ】
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫
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: 03-5244-5311 従業員数 25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 あり

求人番号: 13010- 2109012 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-45-3313 従業員数 18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 あり

求人番号: 22090- 8856111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-45-3313 従業員数 18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 あり

求人番号: 22090- 8857711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-45-3313 従業員数 18人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及

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- 8858811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-42-6936 従業員数 5人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日他 第一種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 第二種電気工事士

求人番号: 22090- 8853311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-38-0448 従業員数 14人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 ５トン限定準中型自
動車免許

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- 8839611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-34-5001 従業員数 203人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日他 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: 22090- 8823111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-38-6222 従業員数 20人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090- 8794811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-35-0677 従業員数 25人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 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: 22090- 8861311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 090-5549-0249 従業員数 3人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 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: 22022- 3311711 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0547-35-2553 従業員数 6人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日 ８トン限定中型自動
車免許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22060- 6683111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

月給 (2)16時45分～8時45分 環境プラント運転管
理経験者優遇180,000円～230,000円 (3)8時30分～8時29分29

環境プラント施設の
運転管理／静岡県

上水道設備の中央操作室にて、運転管理
を行う。
他、場内の巡回業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 電気科・機械科卒の
方優遇

テスコ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 住宅関連のお仕事

240,000円～500,000円

静岡県磐田市寺谷２２５８　寺谷浄
水場内
※上記以外の他の浄水場等での就業
となることがあります。

30

断熱材施工作業 住まいの見えない部分を支える仕事で
す。


・断熱材施工：住宅について、環境に配
慮した最新型


正社員 グラウンド・ワークス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 住宅関連のお仕事

240,000円～500,000円

静岡県袋井市川井８７３－４

31

シロアリ対策施工 住まいの見えない部分を支える仕事で
す。


・シロアリ処理：防腐、防蟻処理として
人体無害薬品を


正社員 グラウンド・ワークス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

240,000円～500,000円

静岡県袋井市川井８７３－４

32

宅地造成作業 ＊住まいの見えない部分を支える仕事で
す。

・地盤調査：専用機械を使い、土地質の
硬軟を調査。

・地盤工事：専用重機にて地盤改良を行

正社員 グラウンド・ワークス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

175,000円～320,000円

静岡県袋井市川井８７３－４

33

電気工事作業者 電気工事全般のお仕事になります。

＜主な工事＞
・住宅、店舗、工場等の電気工事
・ＴＶアンテナ、ＬＡＮ。電話工事等、
弱電工事
・太陽光、オール電化、エアコン等、設

正社員 株式会社　立正電気
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 土木建築作業経験者
優遇


180,000円～360,000円

静岡県袋井市天神町３丁目１２番地の１

34

現場作業員 ＊磐田市内及び周辺地域にて、一般住宅
の建築基礎工事の
　作業（コンクリート打設、型枠の組立
解体等）


＊道路・河川・上下水道等の建設工事現

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ヤマグチ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)13時45分～21時52

152,900円～152,900円

静岡県磐田市笠梅１３８９

35

（請）材料品の運搬
供給作業／２交替

日本たばこ産業（株）東海工場内での、
たばこ製造に伴う
構内付帯作業になります。

・フォークリフトによる材料等の運搬・
供給
・原材料の機械への供給作業

正社員以外 変形（1ヶ月単位） ジェイティプラントサービス　株式会社　東海支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時45分～13時52分

日給 フォークリフト経験
者（カウンターリフ
ト及びリーチリフフ

187,680円～195,840円

静岡県磐田市西之島７８－３

36

運転手（４トント
ラック）／磐田市

４トントラックで、配送をしていただく
お仕事です。

・フォークリフトを使用し、パレットの
積み下ろし作業です。

・配送エリアは浜北区～豊田市、額田郡

正社員 トス運輸　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

195,000円～201,000円

静岡県磐田市匂坂中１２７３－１

37

配達（小型トラック
１ｔ車）

・四輪の修理部品、用品をモータースさ
んや板金屋さんに配達する　仕事です。
・フォークリフトによる積み降ろしはあ
りません。
（フォークリフトの運転は禁止していま
す）
・配達区域は、袋井、掛川、小笠方面又

正社員 変形（1年単位） 有限会社　黒田商会
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給 (2)5時00分～14時00分

250,000円～300,000円

静岡県磐田市一言５５２

38

清掃業務 ・企業、工場の日常的な清掃
・マンションの共用部分の定期清掃






正社員 変形（1年単位） ＫＲワークス　惟村達也
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

静岡県磐田市新貝５９－１
（中遠広域事務組合内）

月給

220,000円～220,000円

静岡県浜松市浜北区竜南２３５－２
事業所
及び浜松市内・湖西市・磐田市の各
企業等

39

工場内作業 行政からの委託のお仕事です。
工場内に搬入された資源物をフォークリ
フトで機械に投入したり、それらの選別
や、圧縮梱包作業もしていただきます。

週２回程度パッカー車での廃棄物の運搬
作業もあります。

正社員 株式会社　中部カレット
雇用期間の定めなし (1)8時15分～16時45分
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