
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-66-6830 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 9445611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-35-7211 従業員数 88人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 獣医師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 臨床検査技師

求人番号: 22090- 9467511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-2243 従業員数 108人

年　　齢: 不問 休　　日： 金土日祝 保健師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 看護師

求人番号: 22090- 9390911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-488-8866 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22020-26389811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-48-5050 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 水土日祝他 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- 9386211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-38-6336 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22090- 9472711 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0538-39-6770 従業員数 85人

年　　齢: 18歳～59歳 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 なし 准看護師

求人番号: 22090- 9374911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-36-9090 従業員数 11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- 9391111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-586-7902 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝他 診療放射線技師 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- 9403911 各種保険： その他 月平均 

     TEL: 0538-23-6321 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 臨床検査技師 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- 9379511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-37-1011 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 歯科衛生士 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- 9425411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-456-0666 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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: 22020-26327911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-456-0666 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 管理栄養士

求人番号: 22020-26276511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 052-972-6069 従業員数 6人

年　　齢: 不問 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

求人番号: 23010-37481411 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

913円～1,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

楽器部品（木材加
工・接着・樹脂作
業）

楽器部品加工
・木工工程（穴あけ、バリ取り、仕上
げ）
・接着工程（アクリル接着、木材接着）
・樹脂工程（積層、樹脂型清掃）

※楽器部品のため重いものもあります。

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社スズハル
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)8時30分～14時30分

1,152円～1,912円

静岡県磐田市東平松９２６

2

獣医師または臨床検
査技師

次の検査及び前処理のお仕事になりま
す。

（主な仕事の内容）
・遺伝子検査
（サンプルから遺伝子（核酸）を抽出し
検査）

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ヶ月以上）(1)8時30分～15時30分

時給 保健師または看護師
としての業務経験1,250円～1,470円

静岡県磐田市富丘６７８－１

3

保健業務事務全般
（保健師・看護師）
／会計年度任用職員

保健業務における事務全般（主に新型コ
ロナウイルス感染症対応）を担当してい
ただきます。

（主な仕事の内容）
・感染症対策に関する相談、疫学調査、
健康観察

パート労働者 静岡県西部健康福祉センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時15分

時給 (2)8時30分～17時30分 看護業務経験者（２
～３年）
（介護現場以外での

1,327円～1,562円 (3)9時00分～18時00分

静岡県磐田市見付３５９９－４
　静岡県西部健康福祉センター

4

遠鉄ラクラス（デイ
サービス）看護師
（可睡の杜）

デイサービスでの看護業務　（日勤帯の
お仕事です。）
時短勤務ご相談下さい。
〈業務内容〉
・ご利用者の健康管理、内服管理、創傷
処理
・食事、入浴、排せつなどの介助、介護

パート労働者 交替制あり 専門学校卒以上 遠鉄の介護サービス　ラクラス　（遠州鉄道　株式会社　介護事業部）
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

1,800円～1,800円
又は7時30分～19時30

静岡県袋井市可睡の杜５１－７
【ラクラス可睡の杜】

5

看護師 ＊内視鏡専門クリニックでの看護業務に
従事していただきます。

・内視鏡検査・介助・看護
・内視鏡器具等の洗浄、消毒
・洗濯、清掃
・診療介助、採血、点滴

パート労働者 月見の里・消化器内視鏡クリニック
雇用期間の定めなし

時給 (2)8時30分～12時30分

1,400円～1,800円 (3)8時30分～13時30分

静岡県袋井市上山梨１－３－４

6

看護師 呼吸器内科・アレルギー科・内科クリ
ニックでのお仕事です。

（主な仕事の内容）

・医師の指導の下、医療行為
　　予診、検温、診察補助、

パート労働者 うちやま呼吸器・アレルギークリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～19時00分

その他 病棟勤務経験

2,218円～2,218円

静岡県磐田市大久保５４４－３

7

正看護師・准看護師
（夜勤専任）
「看護」

・急性期治療を終了された方が日常生活
に必要なリハビリテーショ　ン等を中心
とした機能訓練と長期療養生活を送りな
がら医療と介　護を同時に提供する病院
でのお仕事です。

・療養病棟における入院患者様の夜勤帯

パート労働者 医療法人社団　澄明会　磐南中央病院
雇用期間の定めなし (1)16時30分～9時00分

時給 経験あれば尚良い

1,200円～1,400円

静岡県磐田市気子島９７８

8

看護師（デイサービ
スりんご・りんごの
杜）

在宅老人の通所施設デイサービスりんご
（定員２０人）及びりんごの杜（定員９
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
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)8時45分～16時45分 レントゲン技師業務
経験（特に整形外科
優遇）

1,800円～2,000円

静岡県磐田市気子島４５１－２

9

レントゲン技師 新規開設整形外科・リウマチ科でのレン
トゲン技師業務、

ＣＴのお仕事を担当していただきます。




パート労働者 変形（1ヶ月単位） とりかい整形外科・リウマチ科
雇用期間の定めなし (1)8時45分～18時30分

時給 検査技師の経験

1,500円～1,900円

静岡県磐田市二之宮４０５－１

10

検査技師 内科・胃腸科医院での検査技師業務を担
当していただきます。

（主な業務内容）
　・医師の診療、治療の補助
　・検温、血圧、採血など
　・患者さんの誘導やケア

パート労働者 医療法人社団　宏仁会　浅羽医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～11時30分

時給

1,200円～2,000円
又は8時40分～17時40

静岡県袋井市浅羽１７６７－１

11

歯科衛生士 歯科衛生士のお仕事です。

（主なお仕事内容）
・医科医師のアシスタント
・歯科衛生士としてスケーリング
・歯科衛生指導　
・器具の準備、片付け、清掃などを担当

パート労働者 医療法人社団　北島歯科医院
雇用期間の定めなし

時給

1,050円～1,050円
又は5時00分～19時30

静岡県磐田市安久路２－２２－３５

12

栄養士（森町愛光
園）

（請負業務）
献立作成・帳票作成

厨房業務全般

契約社員登用あり

パート労働者 株式会社グリーンヘルスケアサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

1,050円～1,200円
又は8時30分～18時00

静岡県周智郡森町一宮３１５０
【森町愛光園】

13

管理栄養士・栄養士
（特養梅香の里）

（請負業務）
献立作成・帳票記入
厨房業務全般

契約社員登用あり

パート労働者 株式会社グリーンヘルスケアサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

1,000円～1,250円
又は7時15分～18時15

静岡県磐田市下野部３６３－１
【特養梅香の里】

14

保育士（パート）／
保育職／袋井市

★定員１１名病院内保育施設でのお子様
のお世話
　０歳～２歳児の保育業務全般

　毎日のお世話以外にも保育計画の立案
や実施、壁面の製作などを
　お願いします。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社トットメイト
雇用期間の定めなし

静岡県袋井市久能２３７０－１　１
０１号室
ふくろうのもり保育所
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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: 03-3291-6955 従業員数 7人

年　　齢: 不問 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 あり

求人番号: 13010- 8121912 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0538-43-2111 従業員数 8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- 9372311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-58-2777 従業員数 6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 なし

求人番号: 22090- 9424511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-488-8866 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22020-26378911 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間 介護職員初任者研修修了者

     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: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 9418011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-37-6070 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 美容師 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- 9444311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-66-7772 従業員数 17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- 9434411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-920-6095 従業員数 13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: 22030-10589211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-435-7134 従業員数 3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: 22022- 3573211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-456-0666 従業員数 16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: 22020-26345711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-456-0666 従業員数 8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: 22020-26360111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-21-2012 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 木祝他 トリマー 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- 9414811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 050-5817-3217 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 13070-70652011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-38-2628 従業員数 42人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 9415211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

時給

963円～963円
又は7時30分～18時30

15

保育士（パート）／
ＪＡ遠州中央ときめ
き保育園

〇ＪＡ遠州中央豊田北支店の敷地内にあ
る定員１９名（０歳・１歳
・２歳：各６名、３歳：１名）の保育園
です。「おもいっきり遊ぶ
。おもいっきり学ぶ。」を保育理念と
し、子どもひとりひとりと向
き合える保育をします。

パート労働者 交替制あり 株式会社ニチイ学館　管理部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 パソコン操作ができ
る方919円～925円

静岡県磐田市豊田１４６－３
ＪＡ遠州中央ときめき保育園（委託
施設）

16

総務事務（給与、社
会保険、庶務）会計
年度任用職員

・市役所総務課での事務

・職員の給与支給や社会保険の加入・脱
退に関する事務や事務補助

・人事異動に伴う事務作業の補助など


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15分

時給 (2)14時30分～18時30

930円～1,050円

静岡県袋井市新屋一丁目１番地の１

17

受付事務・看護助
手・検査補助

受付事務ならびに診療補助業務を担当し
ていただきます。

（主な仕事の内容）
　・患者さんのご案内
　・医療器具の洗浄
　・保険証の確認

パート労働者 医療法人社団　おおかわ耳鼻咽喉科
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

時給 (2)8時30分～17時30分

997円～1,219円

静岡県磐田市南田７４－３

18

遠鉄ラクラス掛塚
（デイサービス）の
介護職員

【安心の研修体制】【週３～ＯＫ】
デイサービスのご利用者の食事、排せ
つ、入浴等の介護業務をはじめ１日を楽
しく過ごせるようなレクリエーション、
もの作りなどを企画、実施していただき
ます。その他、ご利用者の送迎も担当し
ます。

パート労働者 交替制あり 遠鉄の介護サービス　ラクラス　（遠州鉄道　株式会社　介護事業部）
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)18時00分～20時30

1,200円～1,400円

静岡県磐田市白羽１０６－４
【ラクラス掛塚】

19

歯科助手【夕方勤務
／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)17時00分～20時00

時給

930円～1,500円
又は9時00分～18時00

静岡県磐田市赤池１７０－２

20

美容師 磐田にヘアサロン１店、浜松にトータル
ビューティーサロン１店があります。磐
田店ではスタイリスト後は、希望に合わ
せ、ｅｙｅ・ネイル・着付の技術を習得
できます。

・カット、カラー、パーマ、メイクアッ

パート労働者 有限会社　イグチ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

913円～1,107円

静岡県磐田市三ケ野台３０－５

21

弁当調理専門スタッ
フ

シニア、学生、主婦（夫）、フリーター
など幅広い世代の方が活躍できる職場で
す。
お仕事は弁当調理、品出しなど。

丁寧な研修やサポートがあるので、未経
験者もご安心ください。

パート労働者 ローソン磐田豊岡店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～12時30分

時給 集団給食経験

915円～915円

静岡県磐田市豊岡６２８６－１

22

調理補助（日立Ａｓ
ｔｅｍｏ袋井工場）

当社受託先事業所「日立Ａｓｔｅｍｏ袋
井工場」内食堂において、下記業務を担
当していただきます。
（昼食４００食程度）
・料理の盛付・提供
・食器洗浄、片付け
・その他付帯する雑務

パート労働者 日本ゼネラルフ－ド株式会社　静岡支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時00分

時給

913円～913円

静岡県袋井市松原２６０１
　日立Ａｓｔｅｍｏ袋井工場内　食
堂

23

（請）調理補助（磐
田市　浜松ホトニク
ス　三家内食堂）

（請負業務）

調理補助の業務に携わっていただきま
す。

＊簡単な調理業務（野菜のカット、うど
ん等のスープの温め）

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)10時00分～14時45

時給 (2)8時30分～14時30分

913円～913円
又は5時00分～13時45

静岡県磐田市三家７６８－８
浜松ホトニクス（株）三家　内食堂

24

調理補助（すずかけ
ヘルスケアホスピタ
ル）

（請負業務）

・料理の盛付、配膳、片づけ、洗浄

・一日　４１０食位

パート労働者 交替制あり 株式会社グリーンヘルスケアサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)5時00分～9時30分

時給

913円～913円

静岡県磐田市大原２０４２－４
【すずかけヘルスケアホスピタル】

25

調理補助（豊田　一
空園）

（請負業務）
簡単な盛り付け・配膳・洗浄・片付け

パート労働者 株式会社グリーンヘルスケアサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～15時00分

時給

1,000円～1,700円
又は8時30分～18時30

静岡県磐田市東原２０７－１
【豊田一空園】

26

トリマー 動物病院併設のペットサロンでのトリミ
ングのお仕事です。

・主に犬のシャンプー、カットをしてい
ただきます。
　４時間勤務で１～２頭をトリミング
・トリミングの前後に獣医師が状態を

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

時給 (2)9時30分～12時30分 ・水耕栽培経験あれ
ば尚可920円～950円 (3)10時00分～13時00

静岡県磐田市今之浦４－４－８

27

植物工場スタッフア
ルバイト／磐田市

完全密閉型の植物（野菜）工場での水耕
栽培に関わる業務をご担当頂きます。午
前中に行う葉物野菜を中心とした出荷工
程に伴う作業がメインとなります。

・収穫、カット、洗浄、加工
・計測、袋詰め、箱詰め

パート労働者 楽天ソシオビジネス株式会社
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 (2)7時30分～15時00分

1,000円～1,300円 (3)7時30分～16時30分

静岡県磐田市高見丘１０５－１

磐田駅から広野（バス停）１０分
広野バス停から徒歩１２分

28

鶏肉出荷軽作業 （主な仕事内容）
・製品を金属探知機に流す作業
・製品の箱詰め作業
・冷凍冷蔵製品の入出庫
・カゴ洗い等

パート労働者 静岡県成鶏加工協同組合
雇用期間の定めなし (1)7時30分～12時00分

静岡県磐田市向笠竹之内１２９４－５
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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: 053-488-8866 従業員数 60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: 22020-26304711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-488-8866 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: 22020-26307511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-49-0566 従業員数 5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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 9384711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 75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: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 9399611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-32-9270 従業員数 55人

年　　齢: 18歳以上 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- 9396411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-458-2844 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: 22020-26538711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-456-3411 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 火木土日 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: 22020-26577911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-456-3411 従業員数 4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: 22020-26578111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-35-8822 従業員数 54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 なし

求人番号: 22090- 9380311 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- 9448711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0539-62-4766 従業員数 5人

年　　齢: 不問 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- 9401311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-36-9670 従業員数 27人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22090- 9459511 各種保険： 労災 月平均 

時給 (2)15時00分～18時00

1,000円～1,000円29

遠鉄ラクラス（デ
イ・ショート）の送
迎運転手（見付）

デイサービス・ショートステイに通われ
ているご利用者様の
ご自宅と施設間の送迎業務です。
ワゴンタイプの車（レジアス、ヴォク
シーなど）を使用します。
朝と夕の両方、またはいずれかで働いて
いただける方を募集します。

パート労働者 遠鉄の介護サービス　ラクラス　（遠州鉄道　株式会社　介護事業部）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～11時00分

時給 (2)15時30分～18時00

1,000円～1,000円

静岡県磐田市見付２３５－１０
【ラクラス見付】

30

遠鉄ラクラス（デイ
サービス）の送迎運
転手（福田）

デイサービスに通われているご利用者様
の
ご自宅と施設間の送迎業務です。
ワゴンタイプの車（レジアス、ヴォク
シーなど）を使用します。
朝と夕の両方、またはいずれかで働いて
いただける方を募集します。

パート労働者 遠鉄の介護サービス　ラクラス　（遠州鉄道　株式会社　介護事業部）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～10時30分

日給

1,250円～1,875円

静岡県磐田市福田２２０４－３
【ラクラス福田】

31

土木工事
「建設・建築」

臨時にて土木工事の業務を行って頂きま
す。
・田んぼの側面付近にて、農業用パイプ
ラインの設置のため埋設工事を行って頂
きます。

＊未経験者でも応募可です。

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

時給 (2)5時00分～14時30分

1,100円～1,100円 (3)10時30分～20時00

静岡県周智郡森町中川１６６０－１

32

荷物仕分け作業員
（フル）

・全国から輸送された荷物を地域へお届
けする為、
　また、地域から全国に向けて荷物をお
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。

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)0時00分～9時00分

時給 マニュアル車（２ト
ントラック）運転経
験あれば尚可

1,000円～1,000円

静岡県袋井市土橋６０

33

配送 当社の浜松の工場より工場にて製造され
たご飯を車に

積み込んで磐田の工場に運んでいただき
ます。

その後、工場にて簡単な仕分け作業を

パート労働者 株式会社　いわきゅう
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)3時00分～7時00分

時給

930円～930円

静岡県磐田市気子島９６１

34

清掃員（ジボダン
ジャパン（株））

（請負業務）
工場内の日常清掃作業です。
・トイレ清掃（男性・女性共にありま
す。）・ゴミの回収

１日　午前中２名、午後１名で作業しま
す。

パート労働者 株式会社　サン　浜松営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～16時15

時給

913円～913円

静岡県袋井市久能３０５６
【ジボダンジャパン（株）】

35

日常清掃員（袋井市
宇刈）

（請負業務）
オフィスでの清掃のお仕事です。
・お客様事務所のゴミ回収、掃除機掛け
・通路や階段の床清掃
・トイレ清掃

丁寧に指導致しますので、安心してご応

パート労働者 株式会社　メンテックカンザイ　浜松支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～11時00分

時給 (2)6時30分～10時30分

913円～913円 (3)7時00分～11時00分

静岡県袋井市宇刈１３７
事業所名については、ハローワーク
窓口へお問い合わせ下さい。

36

日常清掃員（袋井
市）

（請負業務）
日常清掃業務を行っていただきます。
・共用部床面の掃き拭き
・トイレ清掃（男女）

※業務については丁寧に指導致しますの
で、安心してご応募下さい※制服の貸与

パート労働者 株式会社　メンテックカンザイ　浜松支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給

913円～913円

静岡県袋井市愛野２３４５
事業所名については、ハローワーク
窓口にお問い合わせください

37

パッキング作業員
（短期）

アブラナ科野菜の新品種開発、育苗研
究、販売の種苗メーカーでのお仕事で
す。

（主な仕事内容）

・青果物のパッキング作業及び出荷作業

パート労働者 株式会社　増田採種場
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

920円～950円

静岡県磐田市上万能１６８－２

38

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

時給

930円～1,100円
又は9時00分～16時00

静岡県磐田市森岡１８４

39

使用済コーヒーカプ
セルの処理作業・破
砕作業

・段ボールに梱包されている使用済み
コーヒーカプセル及び賞味期　限切れの
コーヒーカプセルを開封し、その後小さ
な破砕装置に入　れた後、分別をしてい
ただくお仕事になります。

・コーヒーカプセルの破砕業務もお願い

パート労働者 株式会社　ヤードウエスト浜松
雇用期間の定めなし

静岡県磐田市高見丘１８５－１
　東名高速道路「遠州豊田ハイウェ
イショップ」

時給

920円～930円

静岡県磐田市寺谷４１３－１
寺谷工場

40

洗い場（厨房） ＊東名高速道路「遠州豊田ハイウェイ
ショップ」
（上り、下りいずれか）でのお仕事で
す。

　【主な仕事の内容】
　　・食器洗い、片付け、清掃

パート労働者 中日本ハイウェイ・リテール　株式会社
　遠州豊田ハイウェイショップ日雇（日々雇用または１ヶ月未満）(1)12時00分～20時30
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