
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-85-2181 従業員数 235人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 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- 8833811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-36-9090 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 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: 22090- 8863911 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 准看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22090- 8826211 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

     TEL: 0538-85-2181 従業員数 3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: 22090- 8832711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-85-2181 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 あり

求人番号: 22090- 8835511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-43-2111 従業員数 50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- 8808711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-36-1112 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝他 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- 8827511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-23-1202 従業員数 18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- 8814911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-35-1141 従業員数 212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 なし

求人番号: 22090- 8860011 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 

     TEL: 0538-42-6936 従業員数 5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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 8854611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-35-2175 従業員数 12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- 8864111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0572-29-1610 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: 21030-14169211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 06-4792-3282 従業員数 3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: 27010-57181111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-423-1165 従業員数 90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: 22020-24740011 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） 

月給 看護師としての勤務
経験1,000円～1,434円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

看護師 病棟または外来の看護師業務のお仕事に
なります。

・病棟では一般的な看護業務の実践。

・外来では診療補助業務、中央処置室で
の採血や

パート労働者 公立森町病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～16時15分

時給 経験あれば尚良い

1,100円～1,400円

静岡県周智郡森町草ヶ谷３９１－１

2

看護師 在宅老人の通所施設りんごの杜（定員９
人）又はデイサービスりんご（定員２０
人）における利用者の看護および付随業
務に従事していただきます。

（主な仕事）
・バイタルチェック、機能訓練

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 (1)8時00分～17時00分

時給

1,300円～1,300円
又は14時30分～18時00

静岡県磐田市気子島４５１－２

3

准看護師 皮膚科外来での看護業務です。

（主な仕事の内容）
・医師の診察の補助。
・医療機器及び衛星材料の準備。
・軟膏処置やその他、生活改善にかかる
患者への指導を

パート労働者 渡辺皮膚科医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～12時30分

月給 保育経験

1,120円～1,402円

静岡県磐田市国府台１－２

4

保育士 公立森町病院かわせみ保育園での保育士
（会計年度任用職員）の募集です。


・院内保育園での保育業務です。

・６ヶ月～３歳児までの園児の生活指導

パート労働者 公立森町病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～16時15分

月給 保育経験

913円～915円

静岡県周智郡森町向天方１２６３－
３
公立森町病院　かわせみ保育園

5

保育士補助 公立森町病院かわせみ保育園での保育補
助
（会計年度任用職員）の募集です。

・院内保育園での保育業務です。

・６ヶ月～３歳児までの園児の生活指導

パート労働者 公立森町病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～16時15分

時給

1,750円～1,750円

静岡県周智郡森町向天方１２６３－
３
公立森町病院　かわせみ保育園

6

療育教室の保育士ス
タッフ

（仕事の内容）　　　　
・１歳６か月児健診後の親子あそび教室
（わんぱく広場）での関わ　り方の助
言、指導
・２歳６か月児相談後の親子あそび教室
（どんぐり教室）でのピア　ノ伴奏、関
わり方の助言、指導

パート労働者 袋井市役所
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 (2)15時00分～18時30 医療事務経験者、専
門学校等で医療事務
を学んだ方歓迎。

1,000円～1,100円

静岡県袋井市久能２５１５－１
　袋井市総合健康センター

7

受付・事務、看護助
手

・受付・電話対応
・レセプト会計
・院内の清掃
・看護師補助
・医療器具の洗浄
・医療秘書
・医療助手

パート労働者 医療法人社団　優藤会　石川皮ふ科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

時給 事務経験者優遇

920円～1,000円

静岡県磐田市宮之一色８７０－１

8

事務 ・客先からの受注・材料・納入手配
・納品書・請求書の発行
・電話対応等の営業サポート事務
・現場対応あり

パート労働者 株式会社　イーピーイ　静岡事業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

913円～913円
又は9時00分～16時50

静岡県袋井市諸井１３９５

9

事務員（品質管理） 各種プラスチック容器製造にかかる一般
事務全般
（品質管理）の業務となります。

（主な仕事内容）
・数値を入力してのデータ作成
（決まったフォーマットへの入力作業の

パート労働者 株式会社　吉野工業所　静岡工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時50分

時給 パソコン操作（ワー
ド・エクセル）950円～1,000円

又は8時00分～17時00

静岡県磐田市森本９００

10

事務補助及び現場補
助

電気工務店における、事務補助及び簡単
な現場補助作業の
お仕事です。

＊事務補助
　・請求書、見積書の作成
　・写真整理、図面作製

パート労働者 株式会社　立正電気
雇用期間の定めなし

時給 (2)15時00分～18時00 医療事務経験

930円～1,000円

静岡県袋井市天神町３丁目１２番地の１

11

事務 調剤薬局における受付、事務処理等のお
仕事です。
・医師の処方箋に基づくレセプト入力を
します。
・薬剤師の指示による調剤補助
・レジ
・電話応対

パート労働者 交替制あり 有限会社　国府台薬局
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～13時00分

時給 (2)7時00分～12時00分

980円～1,030円 (3)16時00分～20時30

静岡県磐田市国府台９４－３（国府
台薬局本店）
及び　静岡県磐田市二之宮浅間６－
１（ファミリー薬局）

12

弁当、寿司、惣菜の
調理および販売（バ
ロー袋井南店）

スーパーマーケットバローの中にある店
舗（お総菜コーナー）において、調理及
び販売をするお仕事です。　　
弁当、寿司、揚げもの等の新しいメ
ニューの調理技術を習得することができ
ます。


パート労働者 中部フーズ　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00分

時給

920円～960円

静岡県袋井市高尾３０００番地
バロー袋井南店内

13

１００円ショップの
販売スタッフ（ミー
ツ袋井パティオ店）

１００円ショップでの販売業務（品出
し・発注・接客・レジ）
（１）商品補充、品出し、商品陳列
（２）レジ関連業務
　　（１００均レジは操作簡単、レジ入
門者にも最適）
（３）在庫確認と発注作業（品切商品、

パート労働者 ２０２２年３月卒業
見込みの高３生で、
４月以降まで継続勤

株式会社　ワッツ東日本販売
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～17時00

時給

1,250円～1,250円

静岡県袋井市上山梨４－１－２
　イオン袋井パティオ店内１Ｆ
１００円ショップ　ミーツ　袋井パ
ティオ店

14

介護職員　早番専門
（豊田一空園）

高齢者施設内（入居者６０名）の介護の
お仕事です。特に下記の時間帯働ける方
を募集しています。

・７～９時　主に食事のケアを行いま
す。


パート労働者 交替制あり 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

静岡県磐田市東原２０７－１
【豊田一空園】
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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: 0538-85-2181 従業員数 235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: 22090- 8836411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0539-62-6261 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝 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- 8822911 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 03-4221-8900 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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: 13070-66537611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-4221-8900 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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: 13070-66742511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 080-3259-0615 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月土日他 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: 22020-24664111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-39-5661 従業員数 27人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月土日 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- 8804311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0537-86-8780 従業員数 10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- 6702611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-3151 従業員数 410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- 8862611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-33-2670 従業員数 0人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 月火水木金他 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- 8817811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-33-2670 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 原動機付自転車免許 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- 8818211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-42-8241 従業員数 12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 あり

求人番号: 22090- 8840811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-59-2100 従業員数 18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- 8824711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0537-48-2136 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: 22060- 6735011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-437-7555 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 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: 22020-24500111 各種保険： 労災 月平均 

月給 看護助手としての勤
務経験913円～1,184円15

看護助手 病棟または外来の看護補助業務のお仕事
になります。

・病棟では介護経験豊富な方は認知症ケ
アや身体介護を

　看護師と共に実践します。

パート労働者 公立森町病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～16時15分

時給

950円～1,250円
又は8時45分～18時00

静岡県周智郡森町草ヶ谷３９１－１

16

看護助手 外来における看護助手業務に携わって頂
きます。

（主な仕事の内容）
・外来患者さんに対する診察の案内
・医師診察時の補助業務
・看護師のサポート

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

1,000円～1,000円
又は8時30分～23時00

静岡県磐田市惣兵衛下新田１３４

17

接客・調理（丸亀製
麺　袋井店）＊急募
＊

丸亀製麺　袋井店【セルフスタイル讃岐
うどん店】

　オープンキッチン内での接客・調理・
製麺等のお仕事です。
　分かりやすいレシピや先輩スタッフの
指導があるので

パート労働者 株式会社丸亀製麺
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

1,000円～1,000円
又は8時30分～23時00

静岡県袋井市川井１１９０－１

18

接客・調理（丸亀製
麺　磐田店）＊急募
＊

丸亀製麺　磐田店【セルフスタイル讃岐
うどん店】

　オープンキッチン内での接客・調理・
製麺等のお仕事です。
　分かりやすいレシピや先輩スタッフの
指導があるので

パート労働者 株式会社丸亀製麺
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 (2)10時00分～18時00 ２０食程度の給食調
理業務1,000円～1,000円

静岡県磐田市上岡田１０４４－１

19

調理員（スポーツ選
手の夕食づくり）
（磐田市）

介護施設で栄養たっぷりな食事を提供し
てきた当社。
高齢者の方だけではなく、地域の皆さん
に元気を与えたい！

そんな想いから、スポーツチームへの食
事提供事業がスタート

パート労働者 株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ　静岡西事業部
雇用期間の定めなし (1)17時00分～21時00

時給 (2)10時00分～18時00 ２０食程度の調理及
び介護食の調理経験1,000円～1,000円

静岡県磐田市国府台１０－１
【磐田ケアセンターそよ風】

20

厨房調理職員（ス
ポーツ選手の夕食づ
くり）

介護施設で栄養たっぷりな食事を提供し
てきた当社。
高齢者の方だけではなく、地域の皆さん
に元気を与えたい！

そんな想いから、スポーツチームへの食
事提供事業がスタート

パート労働者 株式会社　ユニマット　リタイアメント・
コミュニティ
　磐田ケアセンターそよ風

雇用期間の定めなし (1)16時00分～21時00

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

1,000円～1,500円
又は9時30分～23時00

静岡県磐田市国府台１０－１

21

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！！

パート労働者 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

時給 (2)14時00分～22時30

1,100円～1,100円

静岡県菊川市下平川２０９４　
〒４３７－１１０２　静岡県袋井市
浅名４８０－３
「手もみ処　まる」

22

守衛業務 当工場正門隣の守衛室で守衛業務をして
いただきます。
（３人体制）
・ＡＭ６：００　　正門開錠　　　

・日中
　入出者対応（アポイントの有無の確

パート労働者 交替制あり ニチアス　株式会社　袋井工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～14時30分

日給 交通誘導警備業務合
格証明書をお持ちの
方は、別途資格手当

1,250円～1,250円

静岡県袋井市高尾１９８０

23

交通誘導警備員／短
期・土日

交通誘導の仕事になります。
・工事現場の車両の誘導・歩行者の安全
の確保をして頂きます。
・勤務場所は、袋井市大谷です。


※若年者から年金受給者までの幅広い方

パート労働者 有限会社　ティア警備
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

日給 (2)13時00分～17時00

1,063円～1,250円

静岡県袋井市大谷

24

交通誘導警備員 交通誘導の仕事になります。
・工事現場や駐車場で車輌や歩行者を誘
導していただきます。
・休日・夜間警備はありません。


※若年者から年金受給者までの幅広い方

パート労働者 有限会社　ティア警備
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時00分

時給

950円～1,050円

静岡県磐田市内各所・袋井市内各所・掛川市御所原

25

製造（金属等の加
工）

・金属鉄線の加工
・プレス機を用いた金属製品の製造

・物流システムやその他機材の開発及び
製造
・時代のニーズに応える新商品開発及び
製造

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ユ－テック　有限会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 金型又はマシニング
センター経験者1,100円～1,200円

又は8時30分～17時30

静岡県袋井市川井１２５６－１

26

金型工 アルミダイカスト用金型製作のお仕事で
す。
・マシニングセンターなどの機械操作
（機械を使って金属材料を２次元や３次
元で削ります）
・金型組立
・仕上げやミガキ

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　鈴茂技研
雇用期間の定めなし

時給

913円～913円

静岡県磐田市西平松２１３８－１

27

サンドイッチの製造
（パンの郷磐田工
場）

・サンドイッチの製造、仕込み、（サラ
ダなどの具材の調理、
　野菜の洗浄等）、食パンのスライス、
キッチンやスライサーなど　の清掃業務

※現在女性が担当している業務です。重
量物はありません。

パート労働者 株式会社　鶴田屋本舗
雇用期間の定めなし (1)5時00分～9時00分

時給 家事や育児などご家
庭で培ってきた経験
が活かせます。

1,020円～1,120円

静岡県磐田市岩井１９０７－１４２
０
株式会社　鶴田屋本舗　パンの郷
磐田工場

28

【高時給×夕方短時
間】知久屋の接客及
び閉店業務（磐田
ジュ

■お惣菜店舗「知久屋」での、夕方から
のレジ接客や翌日の準備、
　閉店業務などを主に担当して頂くお仕
事です。
■夕方の時間帯は、調理はほとんどあり
ませんが、マニュアルに沿
　った簡単な調理をして頂くこともあり

パート労働者 株式会社　知久
雇用期間の定めなし (1)17時00分～20時30

静岡県磐田市中泉２６９
【知久屋　磐田ジュビロード店】
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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: 0538-32-8669 従業員数 85人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日 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- 8831111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-38-1118 従業員数 59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: 22090- 8792111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-23-2625 従業員数 29人

年　　齢: 65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- 8855911 各種保険： 雇用・労災 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- 8793711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-23-0880 従業員数 0人

年　　齢: 不問 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 なし

求人番号: 22090- 8799311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-66-0205 従業員数 43人

年　　齢: 不問 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 なし ８トン限定中型自動車免許

求人番号: 22090- 8786811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 フォークリフト運転技能者

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 75人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 月日他 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- 8829011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-456-3611 従業員数 2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: 22020-24767311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 042-739-4500 従業員数 2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: 13190- 9473811 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: 22010-27748311 各種保険： 雇用・労災 月平均 3時間

     TEL: 090-5549-0249 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: 22022- 3312811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-35-1011 従業員数 20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- 8811011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-32-6493 従業員数 25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- 8805611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

時給 (2)8時30分～15時00分

913円～950円 (3)9時00分～14時00分
又は8時00分～17時00

29

縫製工（自動車用座
席シート）

自動車用シート（布やレザー製品）を工
業用ミシンで縫製する
お仕事です。


※縫製の経験が無くても、研修が最初に
あり覚えていただき

パート労働者 平野ビニール工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～14時30分

時給

950円～970円

静岡県磐田市加茂７２５－２

30

組立・検査・梱包
（軽作業）

プラスチック製品の組立・検査・梱包作
業のお仕事になります。

・片手サイズ以下の製品が大半です
・一人一人がそれぞれのブースで業務を
行います
・流れ作業ではないので前後の工程作業

パート労働者 日邦メカ卜ロニクス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分

時給

920円～920円

静岡県磐田市大久保４７４－４

31

自動車部品の検査、
組立、梱包等

自動車に取り付く、主にプラスチック製
品の
組立、検査、梱包等のお仕事に携わって
いただきます。

・プラスチック素材ですので、重たいも
のはありません。

パート労働者 浅羽梱包　有限会社
雇用期間の定めなし (1)9時10分～16時00分

時給

1,100円～1,100円
又は6時45分～17時00

静岡県袋井市大野２８００

32

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)15時00分～17時00

913円～1,050円

静岡県袋井市西田２０－１
　　みつはし医院

33

送迎運転手／就労継
続支援Ｂ型事業所

障害者施設の利用者の送迎業務等です。

送迎車（ワゴン車・マイクロバス等）
で、袋井駅から事業所まで
送迎します。
途中、２か所程で乗り降りします。
ただし、利用者のお宅に直接伺うことは

パート労働者 社会福祉法人　デンマーク牧場福祉会　いぶき
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～10時00分

時給 トラックの乗務経
験、フォークリフト
の運転などあればな

1,500円～1,500円

静岡県袋井市山崎５９１４－１２７２

34

４Ｔ定期便ドライ
バー（掛川市大東近
辺）

・掛川市大東エリアの決められた取引先
への
自動車部品の配送業務です。
（工場・物流センター間の配送です）
・荷積み・荷卸し作業にはフォークリフ
トを使用します。
＊現在、弊社では同様の業務をシニア・

パート労働者 浜昇物流　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～15時30分

時給 (2)2時00分～10時00分

1,100円～1,100円 (3)4時00分～7時00分
又は2時00分～10時00

静岡県磐田市掛塚２８３８－１

35

荷物仕分け作業員
（早朝）

・全国から輸送された荷物をお届けする
為、荷物の手仕分け作業を
　行います。
・荷物は段ボールケースに入った荷物を
中心です。
・ラベルに印刷された住所と、台車に置
かれたエリアの町名を

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)2時00分～5時00分

時給

915円～950円

静岡県袋井市土橋６０

36

日常清掃（おおふじ
五幸ホーム）

（請負業務）

施設内の床の清掃やＷＣ、手洗い場等の
日常清掃作業です。

パート労働者 東海美装興業　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～14時30分

時給

920円～920円

静岡県磐田市大久保５０８―３
【おおふじ五幸ホーム】

37

清掃及び集金業務／
磐田福田店

・店舗内外の清掃
・店内の機械より集金
・お客様への機械ご利用方法の説明

パート労働者 株式会社　プライムランドリーソリューションズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～13時00

時給

913円～913円

静岡県磐田市福田２２１１－１
コインランドリーデポ　磐田福田店

38

（請）病院内共用部
の清掃（４時間勤
務）／磐田市／急募

○磐田市市立総合病院内清掃業務

午前　→　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)8時30分～12時30分

時給

1,200円～1,200円
又は5時00分～17時00

静岡県磐田市大久保５１２番地３
磐田市立総合病院

39

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




パート労働者 ＫＲワークス　惟村達也
雇用期間の定めなし

時給

920円～950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

40

スポット溶接および
軽作業

スポット溶接：機械を足で踏む簡単な作
業となります。
＜主な仕事内容＞
・完成した部品を手でポリ箱に入れる。
　部品は手で楽に持てる軽量のもの。
・数量のチェック。


パート労働者 株式会社　山岡産業
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

静岡県磐田市西貝塚５６４－１

時給

980円～1,050円
又は8時30分～16時55

静岡県磐田市森岡１８４

41

工場内軽作業等 【主な仕事の内容】

１．処理手配（外注先に部品等の持ち込
み）、回収
２．部品の整頓、発注
３．庶務的業務（給食の発注や配膳、片
付け、清掃、

パート労働者 大石鐵工所　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
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