
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 053-473-6110 従業員数 15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: 22020-26820511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 080-2628-3000 従業員数 6人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 21030-15386611 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0538-37-7223 従業員数 11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- 9590611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-37-2262 従業員数 17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- 9564011 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-24-7144 従業員数 3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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 9566611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-34-6131 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 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- 9569711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-31-3724 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 美容師 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- 9578811 各種保険： その他 月平均 

     TEL: 053-449-1105 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 栄養士

求人番号: 22020-26748811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-595-0050 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22020-26761911 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-67-8818 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 水 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- 9530411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-84-6383 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 火水他 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- 9584111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-43-2111 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 9567911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-85-3191 従業員数 135人

年　　齢: 62歳以下 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- 9568111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-49-2500 従業員数 199人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 9513511 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～1,065円
又は8時45分～17時30

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

有期雇用契約事務員
（６時間勤務）

学園の法人本部や各学校（大学・短大・
高校・中学・幼稚園・こども園）におい
て事務職をサポートする業務です。
・定型的事務、事務補助（文書受付、資
料作成等）
・窓口業務（学生生徒等の応対、教員対
応、電話応対等）

パート労働者 交替制あり 学校法人　興誠学園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

日給

1,250円～1,500円

法人本部及び学園内のいずれか
※勤務地は特記事項欄を参照してく
ださい

2

規制保安監視員 ◇工事の為の車線規制の設置。
（カラーコーンを並べる程度です。）
・規制を設置してからの交通監視。
　範囲：新東名高速道路　岡崎東～新静
岡

★働く方の能力や希望に応じて班を分け

パート労働者 株式会社　ＧＨＳ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給

920円～970円

静岡県浜松市浜北区尾野２１０１－１：集合場所

3

手芸用品販売 手芸用品販売
・レジ業務
・商品発注、品出し、管理業務
・見本作成
・コーナーディスプレイ　など

パート労働者 交替制あり クラフトパーク　アピタ磐田店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時45分～21時15分

時給 (2)8時30分～14時30分

949円～1,115円

静岡県磐田市今之浦３－１－１１　アピタ磐田店２階

4

事務補助／２ヶ月半 ＊事務補助の募集です。

＜主な仕事内容＞
・養豚農場における豚熱ワクチン接種の
補助、準備、片付け及び
　事務処理。

パート労働者 静岡県中遠農林事務所
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

950円～1,000円

静岡県浜松市東区中郡町３９２
静岡県西部家畜保健衛生所
（中遠農林事務所家畜衛生課）

5

一般事務 軽貨物の配送をしている会社の事務で
す。

（主な仕事の内容）
・電話応対、来客応対
・ＰＣ入力作業（請求書、勤怠管理な
ど）

パート労働者 ティーズグループ合同会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給 (2)13時00分～17時00

1,450円～1,550円 (3)8時15分～17時15分

静岡県磐田市白羽２６８－１

6

訪問看護 「訪問看護ステーションとよだ」でのお
仕事になります。


（主な仕事の内容）
・自宅で療養する方のもとに訪問し、ケ
アを行います。

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
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給 スタイリスト経験
（経験年数不問）1,000円～1,200円

又は9時00分～18時00

静岡県磐田市見付１７６６－１
　訪問看護ステーションとよだ

7

スタイリスト カット・カラー・シャンプーなどのスタ
イリスト業務全般のお仕事です。
他に、レジや清掃などの雑務も担当して
いただきます。


＊ブランクのある方も丁寧に指導しま

パート労働者 ＨＯＮＥＹ　ＨＡＩＲ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 (2)16時00分～20時00 給食調理経験

915円～1,100円 (3)10時00分～14時00

静岡県磐田市見付３７１９ー２

8

調理手業務（磐田学
園内食堂）

（請負業務）
施設内で利用者の食事を提供する業務で
す。
（５０食程度）

パート労働者 株式会社　いづみ食品
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時45分～11時30分

時給

913円～950円

静岡県磐田市西貝塚３５７７－１
【磐田学園内食堂】

9

調理職（サンシティ
とよだ）

グループホーム内の仕事です。
入居者及び職員の昼食、夕食を作ってい
ただきます。
メニューやレシピはあります。
２０～３０食　程度です。
家庭料理ができる方であればできます。

パート労働者 有限会社　ワイ・エイチ企画
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 (2)17時30分～21時30

950円～1,000円

静岡県磐田市豊田３５
【サンシティとよだ】

10

飲食店ホール係 ＊台湾料理店のホール係
　
　・注文を取る
　・料理を運ぶ
　・食器の片付け
　・掃除
　・レジ会計

パート労働者 富邦　株式会社
雇用期間の定めなし (1)12時00分～14時00

時給

913円～913円

静岡県磐田市福田１３５９－１
台湾料理　九龍閣

11

接客・キッチンス
タッフ／カラオケ食
堂おもいやり

キッチンでのお仕事です。

・当日の仕込みの準備
・料理の配膳
・片付け作業など

＊食事提供付き（５時間以上勤務の日）

パート労働者 交替制あり 株式会社　愛善会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時00分～22時00

時給

919円～925円

静岡県袋井市中新田３４１

12

事務／短期間パート
／健康づくり課

新型コロナワクチン接種に係る庶務事務
・接種証明書の発行
・集団接種の準備や片付け
・接種に関する支払い事務　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)9時00分～17時15分

時給

980円～1,000円
又は8時00分～17時00

静岡県袋井市久能２５１５－１
　袋井市総合健康センター

13

食品の加工（日勤） キユーピーグループのサラダ・総菜事業
の１社として
パッケージサラダ製造の仕事です。

（仕事の内容）
・野菜の洗浄、下処理。
・サラダの充填作業。

パート労働者 株式会社　サラダクラブ　遠州工場
雇用期間の定めなし

時給

913円～913円

静岡県周智郡森町向天方８８８

14

包装・梱包業務 （主な仕事の内容）

・化粧品、雑貨等の包装業務
・その他軽作業

＊当社では化粧品・医薬部外品の製造許
可を持ち、

パート労働者 株式会社　松井梱包
雇用期間の定めなし (1)9時00分～14時00分

静岡県周智郡森町中川２０２６－１
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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: 0538-43-0041 従業員数 8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- 9597411 各種保険： 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: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 9548411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-39-6770 従業員数 85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- 9598011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-86-6740 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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- 9599311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-66-6367 従業員数 21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: 2人 週休二日： その他 時間外 あり プレス機械作業主任者

求人番号: 22090- 9572011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0539-62-6158 従業員数 24人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 火土日 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- 9509911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0539-62-6158 従業員数 24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- 9510711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-35-4115 従業員数 75人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 9522411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-33-5101 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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- 9523011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-66-2463 従業員数 6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- 9526911 各種保険： 雇用・労災 月平均 

その他 経験あれば尚可

1,729円～1,729円15

夜間宿直 「ケアハウス紅紫萩（６０歳以上で自立
した方が居住している
　施設）」における夜間宿直の仕事で
す。

＜主な仕事内容＞
・夜間電話応対

パート労働者 社会福祉法人　紅紫会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)18時00分～8時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県袋井市高尾１４６８

16

フロント業務／葛城
北の丸

宿泊施設「葛城北の丸」でのお仕事で
す。
（主な仕事内容）
・出発時の下足業務
・売店業務フォロー
・フロント事務作業
・館内清掃

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)7時00分～11時00分

時給 (2)11時00分～19時45

1,000円～1,200円

静岡県袋井市宇刈２５０５－２

17

介護ヘルパー（朝） 病床数１００床を要する療養型の病院で
の介護ヘルパーのお仕事
です。
・食事介助
・食事の準備、下膳
・清掃等


パート労働者 交替制あり 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)7時00分～15時45分

時給

930円～930円
又は9時00分～16時00

静岡県磐田市気子島９７８

18

部品加工 ＜主な仕事の内容＞

・大半が指先程度の大きさの精密部品加
工プレス全般
・プレス関連作業（部品測定、選別、パ
ソコン入力等）
・空調完全完備の工場内での軽作業

パート労働者 浜松電子プレス　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00分

時給 プレス機器操作（汎
用・小型プレスで
可）

970円～1,300円
又は7時50分～17時00

静岡県磐田市向笠竹之内１３５９－１１

19

プレス機操作 汎用クランクプレスを操作して部品を作
る一連の作業を
お願いします。

プレス機操作経験の他、作業段取り、金
型取付等経験が
ある方を歓迎します。

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　伊藤熔接工業所
雇用期間の定めなし

時給

920円～1,000円

静岡県磐田市駒場７０４９－５

20

介護職（月・水・
木・金　勤務）

・特別養護老人ホームに併設のデイサー
ビス事業
（磐田市総合事業）

・比較的心身の状況が安定している方を
対象とした、心身機能の
　維持向上のための体操やレクリエー

パート労働者 社会福祉法人　長生会　特別養護老人ホーム　豊仙苑
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給 老人介護

1,200円～1,500円
又は8時15分～12時15

静岡県磐田市敷地８３番地の８

21

介護職（午前） 豊仙苑デイサービスセンターにおいて、
お年寄りの介護を

行います。

主に、午前中の入浴介助業務を中心に
行っていただきます。

パート労働者 社会福祉法人　長生会　特別養護老人ホーム　豊仙苑
雇用期間の定めなし (1)8時15分～12時15分

時給

1,000円～1,200円

静岡県磐田市敷地８３番地の８

22

配送・軽作業員 工業用ゴム製品及び金属加工品等を得意
先へ納品する業務を担当していただきま
す（納品の準備から配送まで）
　
　・納品は菊川市の顧客がメインとなり
ます
　・使用車は２ｔ車（ＡＴ車）

パート労働者 司ゴム電材　株式会社　静岡事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～14時50分

時給 (2)8時30分～16時30分

1,200円～1,500円

静岡県磐田市明ケ島原４６番１０号
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歯科衛生士／パート 歯科診療所における歯科衛生士のお仕事
です。
（主な仕事）
・歯科予防の処置
・診療の補助（準備・片付け・清掃等）
・歯科保健指導（衛生指導）
・清掃

パート労働者 変形（1年単位） 医療法人社団　順風会　宇於崎歯科医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～19時00分

静岡県磐田市川袋１５５７－２

時給 スポット溶接経験者

915円～950円
又は8時00分～15時00

静岡県磐田市見付３７８４－１
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スポット溶接作業員 スポット溶接のお仕事です。

手のひらサイズの小型のオートバイ部品
をスポット溶接機にセットし、溶接後、
目視検査を行うお仕事です。

※職場見学可能です。事前にご連絡下さ

パート労働者 足立工業所
雇用期間の定めなし
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