
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 054-353-2160 従業員数 13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: 22040- 8402811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-23-6556 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 基本情報技術者 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 応用情報技術者

求人番号: 22090- 9077211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-67-1755 従業員数 99人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 薬剤師 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- 9181811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-38-5511 従業員数 125人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 薬剤師 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- 9199811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-43-2111 従業員数 44人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 保健師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 看護師

求人番号: 22090- 9335211 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 32時間

     TEL: 0537-23-2111 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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22060- 7062311 各種保険： 雇用・労災 月平均 中学校教諭免許（専修・１種・２種）

     TEL: 0538-45-2771 従業員数 23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- 9256011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0537-23-2111 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22060- 7064911 各種保険： 雇用・労災 月平均 中学校教諭免許（専修・１種・２種）

     TEL: 0538-30-6340 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22090- 9229211 各種保険： 労災 月平均 社会福祉士

     TEL: 0538-31-2961 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 9363011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-30-6340 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝 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- 9201111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-36-1365 従業員数 10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- 9137911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 420人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保育士

求人番号: 22090- 9203811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-41-3070 従業員数 10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- 9321311 各種保険： 雇用・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

915円～915円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

軽作業／浜松共配セ
ンター

《プラスチック容器の洗浄作業》
・洗浄機へ容器の投入
・洗浄機から容器の取り出し、積み付け
・容器の運搬

パート労働者 交替制あり 株式会社　天野回漕店
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給 基本情報技術者、ま
たは実務経験３年以
上。ＪＡＶＡＳＣＲ

1,000円～4,000円

静岡県袋井市湊６０５

2

ＷＥＢエンジニア・
プログラマ

■情報処理部門のクリエイター／エキス
パートとして、発送管理や受発注管理、
画像映像管理、シミュレーター制作、Ｗ
ＥＢアプリ制作等のお客様の要望に合わ
せた、多岐にわたる開発業務をお任せい
たします。・会員組織サービスの開発と
運用及びデジタル素材の管理・お客様の

パート労働者 株式会社　スタジオコバ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 薬剤師

2,000円～2,500円

静岡県袋井市松原２４５５－２

3

薬剤師（非常勤） 介護老人保健施設の薬剤師業務

【業務内容】
・入所者様の調剤業務
・医薬品管理業務
・服薬指導
・薬歴管理

パート労働者 医療法人社団　藤友五幸会　介護老人保健施設　五洋の里
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 薬剤師

2,000円～2,500円

静岡県磐田市掛塚３１９０－１

4

薬剤師（非常勤） 介護老人保健施設の薬剤師業務
【業務内容】
・入所者様の調剤業務
・医薬品管理業務
・服薬指導
・薬歴管理
・医師及び看護師や介護職員との連携や

パート労働者 医療法人社団　藤友五幸会
　　　　　　　介護老人保健施設　おおふ
じ五幸ホーム

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

月給 (2)7時00分～14時00分

1,260円～1,260円

静岡県磐田市大久保５０８－３

5

保健師・看護師（会
計年度任用職員（通
年））

保健師・看護師共通の仕事内容
・住民検（健）診に関する業務
・検（健）診の受付、会場での対応、事
務、窓口・電話対応、
　相談業務　等

保健師のみ

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～15時30分

時給

1,200円～1,200円
又は9時00分～18時00

静岡県袋井市久能２５１５－１
　袋井市総合健康センター

6

放課後等デイサービ
ス　学習サポート・
学習指導員

「Ｑ：放課後等デイサービスって？」
　　★勉強が苦手な子・発達障害のある
子・友達付き合いが
　　　苦手な子が放課後に過ごす施設
「Ｑ：どんなお仕事なの？」
　　★それぞれの特性に合わせた国語や
算数等の学習指導が

パート労働者 交替制あり タップ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

993円～993円

静岡県袋井市葵町２－１－８

7

生活支援員 風の森は、知的障がい・発達障がい・重
症心身障がいの方が
通所する施設です。

支援の内容は
・各種請負作業（ゴムバリ取り、リサイ
クル分別作業等）

パート労働者 社会福祉法人　なごみかぜ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

時給 数学・英語が得意な
方歓迎1,200円～1,200円

又は9時00分～20時00

静岡県袋井市村松１４５７－４
　風の森

8

放課後等デイサービ
ス　学習サポート・
学習指導員

「Ｑ：放課後等デイサービスって？」
　　★勉強が苦手な子・発達障害のある
子・友達付き合いが　　　　　　苦手な
子が放課後に過ごす施設
「Ｑ：どんなお仕事なの？」
　　★それぞれの特性に合わせた国語や
算数等の学習指導が　　　　　　主なお

パート労働者 交替制あり タップ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～1,000円

静岡県磐田市中泉５８９番６　磐田駅前ビル

9

児童発達支援管理責
任者または児童指導
員

知的・身体的に不自由を感じている児童
への療育支援のお仕事です。
・仕事を通して子ども達と共に成長で
き、楽しくお仕事をしていただけます。
・児童発達支援（０～６歳の未就園児対
象）
・放課後等デイサービス（小学生１年生

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人　ここつみ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時30分

時給 (2)9時00分～15時00分 保育士免許（６時間
勤務の方）
幼稚園教諭、支援員

1,050円～1,050円 (3)14時00分～18時30

静岡県磐田市岡９１８－１

10

保育士（駅前キラッ
ト保育園）

袋井市に許認可を受けた小規模保育園
（令和３年４月開園）です。
０歳児クラス（３か月～）を主に補助し
てくださる保育士さんを
探しています。

１）早番７：３０～１０：３０

パート労働者 どまんなか袋井まちづくり　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時30分～10時30分

時給 保育士経験３年以上

950円～1,000円

静岡県袋井市高尾町２６－２　浅羽ビル１階キラット保育園

11

保育士 知的・身体的に不自由を感じている児童
への療育支援の
お仕事です。

仕事を通して子供たちと共に成長でき、
楽しくお仕事を
していただけます。

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人　ここつみ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時30分

時給

950円～1,050円

静岡県磐田市岡９１８－１

12

保育士 小規模認可保育園での、０歳～２歳児の
保育業務です。
（主な仕事）
　・乳幼児の保育（０～２歳児）
　　食事・排泄・お世話・洗濯
　・生活管理
　　連絡ノートへの記録

パート労働者 はあとふる保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～13時30分

月給

1,062円～1,062円
又は7時15分～18時30

静岡県磐田市豊島１４９３－１

13

幼稚園教諭・保育士
／幼稚園保育園課
「保育」

磐田市内の公立幼稚園・保育園での「保
育」のお仕事です。

（主な仕事内容）
・支援員
・保育補助


パート労働者 磐田市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)9時00分～15時00分 事務経験

930円～1,000円

静岡県磐田市
市内公立園

14

事務職 ＊インテリア商品、店舗什器、家具など
の企画、製造、販売を
　している会社での事務のお仕事です。

　・社会保険手続き
　・労働保険の書類作成
　・簡単な文書作成（エクセル・ワード

パート労働者 株式会社　モア・リビング
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

静岡県袋井市国本２９５４－４
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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: 0538-21-2012 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 木祝他 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- 9307911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-450-1517 従業員数 14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: 22020-25618511 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-36-7777 従業員数 33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- 9268911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-444-1211 従業員数 7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: 22020-25353811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-37-5233 従業員数 0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- 9163711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-37-7787 従業員数 9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: 22090- 9320011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0539-62-1600 従業員数 178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- 9054011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-35-0723 従業員数 9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- 9038411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6741-1345 従業員数 45人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13100- 8729511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0572-20-0860 従業員数 120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: 21030-14561611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0572-20-0860 従業員数 120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: 21030-14563111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-6360 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- 9148811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-6741-1345 従業員数 45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: 13100- 8730311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-587-2020 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22022- 3521111 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

時給 経験者優遇

1,000円～1,500円
又は8時30分～19時30

15

ペット用品の通販発
送

ペット用品の受注業務、パソコン入力、
商品梱包、
発送手配の簡単なお仕事です。


・未経験ＯＫ！・短時間ＯＫ！・残業な
し・簡単作業で

パート労働者 株式会社　ぷりずむ　ひかりどうぶつ病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～14時00分

時給

920円～920円

静岡県磐田市今之浦４－４－８

16

受付・清掃スタッフ
＠竜洋海洋公園レス
トハウスしおさい竜
洋

（請負業務）
令和３年４月より指定管理施設となる竜
洋海洋公園レストハウス『しおさい竜
洋』でのお仕事です。

・受付、案内
・浴場、浴室清掃

パート労働者 交替制あり 遠鉄アシスト　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時45分

時給

960円～1,100円

静岡県磐田市駒場６８６６－１０
【竜洋海洋公園レストハウス　しお
さい竜洋】

17

一般事務 当社は、「想いを運び、真心を届ける」
を経営理念とし、創業７２周年を迎えま
した。当社で新たに事務員さんを募集し
ています。

（主な仕事内容）
・エクセル、ワードにてデータ入力

パート労働者 ニシリク　株式会社　中部支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)9時00分～15時00分

920円～920円

静岡県磐田市上万能１７３

18

一般事務（磐田営業
所）

売上、入金伝票入力及び請求書発行
顧客情報の入力・管理
電話応対（お客様からの問い合わせ）

パート労働者 浜松液化ガス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給

1,000円～1,500円
又は9時00分～17時00

静岡県磐田市福田中島１０６－４
【磐田営業所】

19

一般事務 一般事務のお仕事になります。

（主な仕事の内容）
・商品の説明書、使い方のＤＶＤ作成企
画

・納品書、請求書、見積書作成

パート労働者 株式会社　ＡＫＡＭＡＴＳＵ
雇用期間の定めなし

時給 (2)14時30分～18時30 経験者尚可

950円～980円

静岡県磐田市大立野４５０

20

医療事務 皮膚科医院での医療事務全般の仕事をお
願いします。

（主な仕事の内容）
・受付事務
・電話応対、来客応対
・会計、請求書、伝票作成

パート労働者 水谷皮膚科
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

時給 一般事務　１年以上
の経験
医療事務　３年以上

950円～1,000円
又は8時30分～17時00

静岡県磐田市安久路２－２－４

21

事務員 （主な仕事の内容）

・受付業務（接客、電話応対）

・医療、介護請求業務の補助

・入院患者のカルテの整理等

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　白梅会　白梅豊岡病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円

静岡県磐田市下神増１８５番地１９

22

一般事務（７Ｈ） 社会保険労務士事務所での事務のお仕事
です。

（主な仕事内容）
・社会保険、雇用保険、労災保険関係の
各種書類の作成、
　届出業務。

パート労働者 平野経営労務管理事務所　平野正司
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 (2)13時00分～18時00

1,000円～1,000円 (3)15時00分～20時00
又は10時00分～20時00

静岡県磐田市豊田西之島２７７－１１

23

【短期】店舗スタッ
フ（週２０ｈ未満）
／袋井店

●事務レジスタッフ（レジ・袋詰め・
サービスカウンター業務など　）

●売場スタッフ（商品陳列・品出し・荷
受・レジなど）

※１日４ｈ～、週３～４日、週２０ｈ未

パート労働者 交替制あり 株式会社　ニトリ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～15時00

時給 (2)16時00分～20時30

990円～1,020円

静岡県袋井市堀越字才別当４２１番
１
　ニトリ　袋井店

24

農産部門（ノブレス
パルクバロー袋井南
店）

１１月下旬にオープンした「スーパー
マーケットバロー」にて
農産部門でのお仕事です。
野菜や果物の加工、パック詰め、商品陳
列、値付けなどの作業に従事して頂きま
す。
また、その他付随する業務、清掃や片づ

パート労働者 株式会社バロー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給 (2)7時00分～15時00分

960円～980円

静岡県袋井市高尾３０００番地
ノブレスパルクバロー袋井南店

25

農産部門（ノブレス
パルクバロー袋井南
店）

「スーパーマーケットバロー」にて
農産部門でのお仕事です。
野菜や果物の加工、袋詰め、パック詰
め、商品陳列、値付けなどの作業に従事
して頂きます。
また、その他付随する業務、清掃や片づ
け等もお願い致します。

パート労働者 株式会社バロー
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

1,200円～1,200円
又は10時00分～19時30

静岡県袋井市高尾３０００番
ノブレスパルクバロー袋井店

26

店内販売スタッフ／
短期

・店内での紳士服、カジュアル、レディ
ススーツ等の販売です。　　接客のほ
か、ディスプレイ等も行います。

・商品整理、簡単なスマートフォン操作
等もあります。


パート労働者 青山商事　株式会社　洋服の青山　袋井店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)15時00分～20時00

960円～1,060円
又は11時00分～20時00

静岡県袋井市川井１１３８－１

27

家具接客スタッフ
（週２０ｈ未満）／
袋井店

家具接客スタッフ：家具の接客販売・売
場管理など　

※１日４時間～、週３～４日、週２０時
間未満の勤務
　勤務時間応相談　
　土日どちらか勤務必須

パート労働者 交替制あり 株式会社　ニトリ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時00分～17時00

時給

1,000円～1,000円
又は9時30分～19時00

静岡県袋井市堀越字才別当４２１番
１
　ニトリ　袋井店

28

店頭販売・事務作業
等（磐田市鳥之瀬）

店頭でのメガネ等の販売業務・事務作業
等に携わっていただきます

・メガネ店での老若男女の接客業務。
・眼の検査をし、機能・ファッションの
面からお客様に合ったメガネを提案する
業務。

パート労働者 有限会社　天竜堂
雇用期間の定めなし

静岡県磐田市鳥之瀬１５０
　磐田店
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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: 03-3544-7310 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010- 4872712 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-30-4126 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22090- 9232611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-66-5231 従業員数 70人

年　　齢: 18歳以上 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- 9364311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-36-5200 従業員数 27人

年　　齢: 59歳以下 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- 9222011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-423-1165 従業員数 98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: 22020-25227311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-35-5554 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 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- 9168011 各種保険： 雇用・労災・健康 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22060- 7028011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0120-129-073 従業員数 25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 あり

求人番号: 13040-11496712 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0538-35-1660 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木土日他 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- 9299011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 050-3540-0998 従業員数 88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- 8871911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-450-1517 従業員数 7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: 22020-25627411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-205-6363 従業員数 1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: 22010-28252111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-42-1208 従業員数 38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- 9300811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 090-9220-0230 従業員数 4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- 9329411 各種保険： 労災 月平均 

時給

1,000円～1,000円
又は8時30分～21時15

29

（契約）時計の接客
販売［在籍出向］／
磐田店

・電池交換、バンド調整等腕時計の簡単
な修理業務
・諸帳簿の記帳、伝票整理、パソコン入
力等、販売に付随する業務
・時計の電池交換、簡単な修理等、細か
い業務があります。
・未経験でも時計の知識がなくても親切

パート労働者 交替制あり 株式会社　クロックワークホールディングス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 経験者優遇

993円～1,080円
又は13時00分～17時00

静岡県磐田市今之浦３－１－１１
アピタ磐田　１階
ザ・クロックハウス　磐田店

30

介護ヘルパー／パー
ト

利用定員増加に伴いスタッフ募集！！
・食事・入浴・排泄・移動の各介助
・送迎業務
・その他付随する業務
・お客様の自己選択システムの管理、運
用
・土日休み、ほぼ残業なし！

パート労働者 温泉デイトレーニングセンター　和の湯
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

日給

970円～970円

静岡県袋井市諸井２０５０番地３

31

宿直 特別養護老人ホームでの宿直業務になり
ます。

（主な仕事の内容）
・施設内外の夜間巡回（施錠、消灯等の
確認）
・夜間面会・来訪者の窓口応対

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　白寿会　（特別養護老人ホーム　白寿園）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時30分～8時30分

時給 (2)13時00分～18時00

960円～1,100円

静岡県磐田市掛塚３１７２

32

介護スタッフ／日勤
パート・職場見学可

有料老人ホーム及びデイサービスでの介
護業務をお願いします。

・利用者のみなさんの身の回りのお世話
（トイレ介助など）
・週３回の入浴介助
・利用者さんとのコミュニケーション

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　いこいの里静岡　いこいの里大原
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

時給

1,050円～1,250円

静岡県磐田市大原１９１１
　いこいの里　大原

33

介護職員　夕方勤務
（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。

　・１６～１９時　主に食事、就寝介助

その他、いろいろな働き方を選べます。

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)16時00分～19時00

時給 歯科助手としての経
験がある方大歓迎で
す。

1,000円～1,200円
又は9時15分～19時15

静岡県磐田市東原２０７－１
【豊田一空園】

34

歯科助手 歯科医院で歯科助手のお仕事を担当して
いただきます。

・受付秘書の業務（会計、予約、電話応
対など）

・ドクターの助手、診療補助、患者様の

パート労働者 医療法人社団　日吉会　牧野歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時15分～19時15分

時給

950円～1,100円

静岡県磐田市見付２９０９－３５

35

（請）調理員および
調理補助

＊デイサービスで４０人位までの食事の
提供を２人で担当します。

　・調理および補助、盛り付け、食器洗
浄

　※週３～４日位の勤務可能です。（日

パート労働者 交替制あり 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

1,000円～1,000円
又は9時00分～8時59分

静岡県磐田市見付１５９６－１
い～な見付デイサービスセンター内
厨房

36

接客・調理／袋井店 ◎「丼ぶり」と「京風うどん」を主力メ
ニューとした
「なか卯」での接客・調理・清掃業務で
す。
●接客（お客様のご案内、オーダーと
り、料理提供、食器の片付け）
●調理（料理の簡単な仕込み、盛り付

パート労働者 株式会社　なか卯
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

1,000円～1,300円

静岡県袋井市永楽町３００－１（なか卯　袋井店）

37

ホール係 ラーメン店の接客係を担当していただき
ます。

（主な仕事内容）
・開店準備
・ホール接客（席誘導、オーダー確認な
ど）

パート労働者 いこい
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時00

時給

1,200円～1,200円
又は9時00分～17時00

静岡県磐田市豊島４６５－１
　「ラーメン　いこい」

38

レストラン・ホール
係

高級感あるゴルフ場クラブハウス内レス
トランでホテル並みの
サービスをベースに常にハイクオリ
ティーを追求している
レストランです。（イタリアン・洋食・
和食等）
プロとしての接客・接遇マナーを基本か

パート労働者 東海開発観光　株式会社（浜松シーサイドゴルフクラブ）
雇用期間の定めなし

時給

920円～920円

静岡県磐田市鮫島４１１９ー１

39

レストランスタッフ
＠竜洋海洋公園レス
トハウスしおさい竜
洋

（請負業務）
令和３年４月より指定管理施設となる竜
洋海洋公園レストハウス『しおさい竜
洋』のカフェレストラン「ルポ」でのお
仕事です。

・フロア接客（お席の誘導、注文、片づ

パート労働者 交替制あり 遠鉄アシスト　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時00

時給

920円～920円

静岡県磐田市駒場６８６６－１０
【竜洋海洋公園レストハウス　しお
さい竜洋】

40

（請）マンション管
理人／袋井市田町
【　急募　】

・マンション共有部及び敷地内清掃
・出入り業者の対応
・居住者への対応

パート労働者 ヨシコン　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～12時00分

時給

913円～913円
又は8時00分～17時00

静岡県袋井市田町２丁目３－１
　エンブル・スクエア袋井

41

農作業 農作業補助スタッフ
（収穫した野菜を箱に入れて車までもっ
ていくのが主な仕事です）

（仕事の内容）
・栽培から収穫（草刈りや雑草抜き含
む）

パート労働者 株式会社　ナカヤ
雇用期間の定めなし

時給

950円～1,300円
又は7時00分～12時30

静岡県袋井市村松２１２８－１

42

野菜の栽培、出荷 野菜（パクチー）の収穫、出荷作業、農
作業補助です。

・ガラス温室、又は、ビニールハウスで
収穫していただいた後、
　古い葉や土の汚れなどを取りながら、
水できれいにしていただき　ます。

パート労働者 パクチーファーム亀岡
雇用期間の定めなし

静岡県磐田市笠梅４６２－１
　当社　笠梅農園
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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: 0538-32-1221 従業員数 206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- 9172811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0539-62-1600 従業員数 178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- 9302511 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-66-5285 従業員数 11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- 9266311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0533-78-2519 従業員数 25人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 準中型自動車免許 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: 23140- 5774911 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-66-4167 従業員数 14人

年　　齢: 64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: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 9084811 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: 18歳以上 休　　日： 月日他 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 9174511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-3669 従業員数 3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- 9251711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-523-6431 従業員数 1人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水土日祝 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: 22020-25960611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-21-7511 従業員数 6人

年　　齢: 60歳以上 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- 8954811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-66-5025 従業員数 80人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 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- 9150011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-32-9800 従業員数 33人

年　　齢: 不問 休　　日： 水土日 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- 9178611 各種保険： 労災 月平均 

時給 外観検査経験
ノギス・マイクロ
メーターの使用

1,050円～1,050円43

検査 ・プラスチック製品の外観検査　
　　主に目視ですが、ノギスやマイクロ
メーターなども
　　使用します。


・パソコン入力

パート労働者 ミツワ　株式会社　ホクト事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時20分～16時20分

時給 (2)15時30分～17時30

915円～950円

静岡県磐田市東名８０

44

運転（施設）管理 通所利用者の送迎に伴う運転業務
送迎者の車両管理（洗車、車内の清掃
等）
送迎時、利用者の乗降の介助や補助
送迎範囲は主として磐田市、浜松市浜北
区


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　白梅会　白梅豊岡病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～11時30分

時給

1,000円～1,100円

静岡県磐田市下神増１８５番地１９

45

配送 ２ｔトラックでの配送業務のお仕事にな
ります。


配送区域　浜松市～磐田市

パート労働者 有限会社　コーガ工業
雇用期間の定めなし (1)7時00分～11時00分

時給

1,000円～1,200円

静岡県磐田市大中瀬８７８－１

46

３ｔトラック運転手 ・食品配送業務

・学校給食の配送作業となります。

パート労働者 中央輸送株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～11時30分

時給

950円～950円

静岡県磐田市見付１７１５－６
中央輸送株式会社　浜松営業所

47

２ｔトラックドライ
バー

輸送用機器部品（自動車、オートバイ部
品）の運送のお仕事です。

・近郊の取引先から原材料を引き取り、
加工済み部品の出荷
　準備や検査を行った上で、取引先に納
品を行います。

パート労働者 有限会社　ハイテック石黒
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時10分

時給 (2)2時00分～6時00分

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

静岡県磐田市駒場１１１１

48

フォークリフト作業
員（早朝）

・全国から輸送されたパレット荷物を
フォークリフトを使用し、

　配達仕分け場所ごとに移動させます。



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)1時00分～7時00分

時給

913円～913円
又は14時00分～17時00

静岡県袋井市土橋６０

49

（請）清掃作業員／
めいわ月見保育園

保育園での清掃業務をしていただきま
す。

（主な仕事内容）
・事務室他各室、通路、階段等拭き掃
除、掃き掃除、
　モップ掛け

パート労働者 松尾美装　株式会社
雇用期間の定めなし (1)14時00分～17時00

時給

950円～1,000円
又は9時00分～12時00

静岡県袋井市上山梨１６９４

50

清掃作業員（磐田
市）

（請負業務）

企業の清掃作業

　〇掃除機かけ
　〇トイレ清掃
　〇ゴミ回収

パート労働者 東海建物管理　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

時給

915円～915円

静岡県磐田市中泉２９４３－４
【アルコール産業】

51

清掃作業員（回収・
運搬）

工場内のダンボールの回収と運搬をして
いただきます。

（主な仕事の内容）
・各職場で出てきた使用後のダンボール
箱（きれいな状態）を、
　台車に乗せ、収集場所まで移動してい

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 (1)8時00分～16時00分

時給

943円～943円

静岡県磐田市松之木島２０３
　ヤマハ株式会社　豊岡工場内

52

工場内軽作業（ラミ
ネート加工）

・印刷物をラミネートフィルムにはさみ
こみ卓上の
　ラミネーター機に流し込む。

・ラミネートされた加工物を専用カッ
ターでカットする。
・製品検査

パート労働者 株式会社　エル・ティー・シー
雇用期間の定めなし (1)8時45分～18時00分

静岡県磐田市見付４７６３－１

時給

920円～920円

静岡県磐田市豊岡６０８０－１

53

洗濯、清掃、配膳 知的障害者施設でのお手伝いのお仕事で
す。

・朝食の配膳、食堂の清掃、

※専門知識がなくても、取り組める仕事
です。

パート労働者 社会福祉法人　丹穂会　緑ヶ丘学園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～9時15分
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