
【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人　令和4年1月5日発行 】

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 090-5992-2232 従業員数 4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: 22050- 7545711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-76-8181 従業員数 199人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7343111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0584-89-8858 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 21020-14406511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-9024 従業員数 3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 あり

求人番号: 22050- 7547211 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

     TEL: 054-275-5011 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 あり

求人番号: 22010-29755111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0465-62-1237 従業員数 28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: 14070- 4548811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-949-7673 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7443411 各種保険： 雇用・労災 月平均 3時間

     TEL: 055-948-1225 従業員数 23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: 22050- 7361211 各種保険： 雇用・労災 月平均 20時間

     TEL: 055-948-0114 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水金土 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: 22050- 7352711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-0114 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火金 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: 22050- 7275511 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-948-0555 従業員数 110人

年　　齢: 不問 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: 22050- 7518311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-949-2404 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝 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: 22050- 7219311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-981-6577 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22050- 7554811 各種保険： 雇用・労災 月平均 3時間
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製造 【製造の業務内容として】
製造部門にて下記業務を担当して頂き
ます
・試薬計量
・試薬調製
・器具用具の洗浄
・製品検品等

パート労働者 株式会社　タウンズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時30分

時給

930円～980円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

農作業 ビニールハウス内で、ミニトマトの収
穫・パック詰めおよび葉欠き作業を行
います。その他ミニトマト栽培に関わ
る農作業をします。
＊ビニールハウス内は暑くなるので、
ある程度の体力が必要です。
＊未経験者でも簡単に出来る作業で

パート労働者

株式会社　セリア
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～16時00分

時給

940円～940円

≪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） 

静岡県伊豆の国市南條１１０２－１

時給 医療事務の経験

950円～1,100円

静岡県伊豆の国市吉田字九十分１
５３－１　アピタ大仁店　２Ｆ
Ｓｅｒｉａ　アピタ大仁店

4

医療事務 調剤薬局事務 パート労働者 ハーモニーフィールド　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

谷口ファーム
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 (2)12時00分～18時00

920円～920円 (3)16時00分～21時30

静岡県伊豆の国市神島７６１－１

3

販売員（Ｓｅｒｉａ
アピタ大仁店）

店舗での接客・商品陳列・レジ業務な
ど

未経験でも安心！
　お店で働いた経験がなかったり、ブ
ランクのある人でも大丈夫！
　初めての方でも働きやすい仕組みが

パート労働者

静岡県伊豆の国市御門５２－１
　眼鏡市場　大仁店

6

リフォームショー
ルームの受付（ハン
ディー大仁店）

〈リフォームショールームでの受付業
務）
○お客様のご案内（商品説明を含む）
○見積書、リフォーム書類等の基礎
データ入力
○その他付随する業務


パート労働者 株式会社　マキバ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

時給

1,125円～1,125円
又は10時00分～19時30

静岡県伊豆の国市古奈２０９－２

5

店舗スタッフ（パー
トタイム契約社員）
／伊豆の国市

◆眼鏡市場の販売は、お客様にしっか
り寄り添い、「見える」「聞こえる」
といった喜びを提供するお仕事です。
◆眼鏡＝ファッション、医療器具でも
あります。専門性があり一生の仕事に
できると共に、学んだ分成長や報酬に
つながります。

パート労働者 株式会社　メガネトップ　（眼鏡市場・アルク・レンズスタイル・レンズダイレクト）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)15時40分～19時00 犬・猫いずれかの飼
育経験
パソコンの簡単な操

950円～1,500円
又は8時30分～19時00

静岡県伊豆の国市田京１４１－１
「ハンディホームセンター大仁
店」

7

動物看護および受付 ・小動物（犬・猫・ウサギなど）の診
療、手術補助
・受付、電話対応
・入院動物の世話
・院内清掃、備品管理等の雑務
＊上記内容に付帯する業務になりま
す。

パート労働者 にらやま動物病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

時給

970円～970円
又は9時00分～18時00

静岡県伊豆の国市古奈３１

9

旅館の客室及び浴室
等の清掃

・旅館客室の清掃を含む宿泊の準備を
中心に、日によっては、浴室　の簡単
な清掃、館内の清掃を行っていただき
ます。
・家庭用の掃除機、モップを使用して
の作業です。

パート労働者 有限会社　あづまや旅館
雇用期間の定めなし (1)9時30分～12時30分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市中８１０－３

8

事務員 電話応対
請求書等整理
予約管理
銀行・買い物等の応対あります
事務所内清掃

パート労働者 株式会社　古奈ホテル
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)6時30分～9時30分

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市古奈３９番地

10

夕食・朝食の配膳・
後片付け・布団敷き

・旅館の食事処での配膳と後片付けの
仕事です。
・原則として、夕食と翌日の朝食を
やって頂きます。
・夕食時には、場合により、（少数
の）布団敷きを行って頂くことがあり
ます。

パート労働者 有限会社　あづまや旅館
雇用期間の定めなし (1)16時30分～20時30

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡９４６

12

歯科衛生士 ＜歯科衛生士業務は下記の通りです。
＞
・医師の指示に基づく歯科衛生士の業
務
・受付業務（パソコン入力あり）
・上記業務に付随する業務

パート労働者 村田歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

時給

930円～1,000円
又は7時00分～17時30

静岡県伊豆の国市古奈３９番地

11

看護補助者 入院患者様への看護補助業務を担当し
ていただきます。

医療療養病床：５４床　

食事介助、排泄介助、入浴介助


パート労働者 長岡リハビリテーション病院　（医療法人社団　一就会）
雇用期間の定めなし (1)12時15分～20時30

時給 老人介護施設や介護
ヘルパーの経験があ
れば尚可

2,363円～2,563円
又は7時00分～19時00

静岡県伊豆の国市南條８３２－２

13

介護ヘルパー ２０１８年１２月オープンした住宅型有料老人ホームでお年寄りのお世話（身体・食事・排泄介助、清掃、洗濯等）をします。パート労働者 交替制あり 株式会社　赤川
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)14時30分～19時15

1,500円～1,500円
又は9時00分～19時15

静岡県伊豆の国市韮山山木７５０　やすらぎの家　瑞

1.面接時にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
2.ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
3.仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳細については相談窓口でお尋ねください。
ハローワーク三島　〒411-0033　三島市文教町1-3-112三島労働総合庁舎　電話　055-980-1300
ハローワーク伊東　〒414-0046　伊東市大原1-5-15　電話　0557-37-2605
熱海市ふるさとハローワーク　〒413-0016　熱海市水口町13-15静岡県熱海総合庁舎2階　電話　0557-82-8655
伊豆市地域職業相談室　〒410-2407　伊豆市柏久保603-1　電話　0558-74-3075
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人　令和4年1月5日発行 】

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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） 

     TEL: 055-954-1501 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 メディカルクラーク
（医療事務技能審

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 医療事務資格

求人番号: 22030-10691711 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-970-1127 従業員数 123人

年　　齢: 64歳以下 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 あり 社会福祉士

求人番号: 22050- 7226011 各種保険： 労災 月平均 2時間 精神保健福祉士

     TEL: 055-986-0789 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～69歳 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: 22050- 7299211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6436-8972 従業員数 0人

年　　齢: 69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: 13040-13687112 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-944-6061 従業員数 160人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水日祝 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: 22050- 7363411 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-944-6061 従業員数 160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: 22050- 7364011 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 055-949-7121 従業員数 5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： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7568611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7614111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-948-1411 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 保育士 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: 22050- 7615711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 79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: 22050- 7617211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 650人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 調理師 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: 22050- 7620611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 51人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 9人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7579111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 20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: 22050- 7580211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊豆の国市田京２７０－１
　公益財団法人　伊豆保健医療セ
ンター
　伊豆保健医療センター

15

児童指導員、保育士 放課後等デイサービスでの利用者、御家族への支援を行っていただきます。パート労働者 交替制あり 資格取得のための学
歴が必要

社会福祉法人　函要会
雇用期間の定めなし (1)14時00分～18時00

時給 (2)8時00分～12時30分 医療機関での医療事
務経験920円～970円 (3)7時20分～11時50分14

医療事務（伊豆保健
医療センター）

当社受託先事業「公益財団法人　伊豆
保健医療センター」
において医療事務業務を担当して頂き
ます。

・患者様の初診再診の受付・案内業務
・会計に係る入力業務

パート労働者 交替制あり 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～13時00分

日給

1,250円～1,250円

静岡県伊豆の国市韮山山木字八反田３９１－１

16

軽度障害者グループ
ホームの夜間専門員

軽度精神・知的障害者向グループホー
ムの夜間専門員
（業務内容）
・施設及び居室の見回り、その他の支
援

パート労働者 グループホーム　ミライカ韮山（一般社団法人ミライカ）
雇用期間の定めなし (1)20時00分～8時00分

時給 (2)13時00分～17時00 主に小学校において
支援が必要な児童に
関わった経験のある

930円～1,000円
又は9時00分～18時00

静岡県伊豆の国市寺家４９０－１
ソーシャルインクルーホーム伊豆
の国寺家

18

（派）外来受付・事
務

総合病院の内視鏡室窓口で受付のお仕
事

・患者様の診察券
・受付ファイルの受取
・予約確認（ＰＣ操作）
・診察前準備

有期雇用派遣パート 交替制あり 株式会社　エキスパートパワーシズオカ　伊豆営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時30分

時給

970円～970円

静岡県伊豆の国市中條２５２

17

障がい者グループ
ホームの世話人・日
勤パート／伊豆の国
寺家

世話人のお仕事　
お食事の準備と後片付け・帰宅時迎い
入れ・清掃・お話相手・お見
送り・一部介助業務など利用者が日常
生活を送るためのお手伝いをお願いし
ます。
※お食事の準備は材料とレシピが毎食

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ソーシャルインクルー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 (2)12時00分～17時00

1,300円～1,300円 (3)17時00分～22時00

静岡県伊豆の国市長岡１１２９

19

（請）病院（時間外
窓口）の受付・会計

総合病院の外来時間外窓口での医療事
務業務

来院者対応（患者様・ご家族様）
患者情報の登録（専用パソコンを利
用）
保険証の確認

パート労働者 交替制あり 株式会社　エキスパートパワーシズオカ　伊豆営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給 (2)8時00分～12時00分

1,024円～1,024円

静岡県伊豆の国市田京１６５－１

21

幼稚園教諭 幼稚園教諭（担任教諭補助）
３歳児からの園児担当教諭の補助をし
ていただきます。園児や教諭人数は配
属される幼稚園で異なります

パート労働者 交替制あり 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

913円～920円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学医学部附属静岡病院

20

ビル・建物清掃管理
（請）

・日常清掃業務：会議室、トイレ、通
路、階段、その他の共用部分　の清掃
等
・掃除機、モップ使用して５人で作業
します


パート労働者 株式会社　東静ビル管理
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～12時00分

時給

1,003円～1,088円
又は7時15分～18時15

静岡県伊豆の国市長岡１２１２

22

保育士（担任保育士
補助業務）

保育士業務。
担任保育士補助などの業務をしていた
だきます。
盛り付け、野菜のキザミ、焼き物、煮
物等の作業です。

パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,003円～1,088円
又は7時45分～17時30

静岡県伊豆の国市長岡５２８
長岡保育園　他市内保育園

24

調理員 保育園給食調理・配膳業務
盛り付け、野菜のキザミ、焼き物、煮
物等の作業です。

パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,003円～1,088円
又は14時15分～18時15

静岡県伊豆の国市長岡５２８
長岡保育園　他市内保育園

23

保育士（担任保育士
補助業務）

保育士業務。
担任保育士補助などの業務をしていた
だきます。
０歳児からクラス分けとなり各担当保
育士の補助を行います。
各クラスの人数、保育士の人数は各保
育園によって異なります。

パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 放課後児童健全育成
事業の設備及び運営
に関する基準第１０

918円～1,088円
又は12時30分～18時30

静岡県伊豆の国市長岡５２８

25

児童厚生員 放課後児童教室へ通所する児童の指導・支援 パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

918円～984円
又は7時45分～16時00

静岡県伊豆の国市長岡１２９４－
１
長岡南小学校　他　市内小中学校

時給

918円～1,088円
又は8時00分～16時00

静岡県伊豆の国市長岡１２９４－
１
長岡南小学校放課後児童教室　他
市内放課後児童教室

26

学習生活支援員 個別に支援が必要な児童・生徒の学習、生活面での支援をしていただきます。パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人　令和4年1月5日発行 】

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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） 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 61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: 22050- 7586911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 130人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保健師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 看護師

求人番号: 22050- 7457711 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 精神保健福祉士

     TEL: 055-948-1411 従業員数 61人

年　　齢: 不問 休　　日： 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

求人番号: 22050- 7155011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-924-6611 従業員数 9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: 22030-10826111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0558-72-7575 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 金他 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: 22050- 7354211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-7575 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 金他 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: 22050- 7357011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-2227 従業員数 35人

年　　齢: 69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 なし

求人番号: 22050- 7336711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-75-2222 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日祝 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: 22050- 7342911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-97-3355 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日他 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: 22050- 7325611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5427-3172 従業員数 13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: 13040-17562712 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5427-3172 従業員数 13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: 13040-12837912 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-85-1125 従業員数 26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: 22050- 7257811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-978-0001 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7315011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

27

特別支援学級支援員 特別支援学級支援業務をしていただき
ます。
特別に支援が必要な児童の学習・生活
面での支援をしていただきます。
具体的には、授業中の先生の補助や生
徒の見守り等になります。

パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,048円～1,202円

静岡県伊豆の国市長岡１２９４－
１
長岡南小学校　他市内小中学校

28

認知症対策支援員 認知症総合事業の一環として、保健福祉・こども・子育て相談センターに設置された認知症初期集中支援チームのチーム員として、在宅で認知症が疑われる方、また認知症と診断されても支援が困難な方の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために、訪問活動を実施し、地域包括支援センター、介護保険事業所、認知症基幹病院との連携による、必要な指導や助言実施。パート労働者 伊豆の国市役所
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

918円～1,088円
又は8時00分～16時00

静岡県伊豆の国市中８１７－１
伊豆の国市立韮山南小学校

30

血液供給業務及び一
般事務

静岡県東部地域の医療機関から注文が
あった際、公用車を使い、輸血用血液
を届ける業務です。

他に、電話対応、簡単なパソコン入
力、血液出庫業務があります。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 静岡県赤十字血液センター　沼津事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時00分

時給

1,003円～1,151円
又は7時45分～16時00

静岡県伊豆の国市田京　２９９－６

29

看護師 通常学級における医療的ケアを必要とする児童の支援及び安全確保。パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～1,050円
又は11時00分～16時00

静岡県伊豆市小立野１００
　伊豆赤十字病院敷地内

31

飲食業務〈ホール・
洗い場〉

手打蕎麦と地元の新鮮な野菜を使った料理を提供しています。　　その中で、次の業務をお願いいたします。　　　　　　　　　　　・お客様のご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・オーダー取り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・調理器具の準備や片付け　　　　　　　　　　　　　　　　　　・食器の準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・料理の提供（配膳・下膳）　　　　　　　　　　　　　　　　　・テーブルの整頓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・食器・料理器具の洗浄パート労働者 やまびこ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 車の運転

1,100円～1,100円

静岡県伊豆市修善寺３７２６－１

33

ゴルフ場内の清掃業
務

主にゴルフ場クラブハウス、宿泊施設、練習場などの清掃・片付けなどパート労働者 交替制あり 株式会社　修善寺カントリークラブ
雇用期間の定めなし

時給

950円～1,050円
又は11時00分～16時00

静岡県伊豆市修善寺３７２６－１

32

飲食業務〈ホール・
洗い場〉

手打蕎麦と地元の新鮮な野菜を使った料理を提供しています。　　その中で、次の業務をお願いいたします。　　　　　　　　　　　・お客様のご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・オーダー取り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・調理器具の準備や片付け　　　　　　　　　　　　　　　　　　・食器の準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・料理の提供（配膳・下膳）　　　　　　　　　　　　　　　　　・テーブルの整頓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・食器・料理器具の洗浄パート労働者 やまびこ
雇用期間の定めなし

時給

960円～1,000円

静岡県伊豆市日向９６５

34

受付、歯科助手、そ
の他

歯科クリニックの受付業務、歯科助手（診療の補助、患者様のご案内）、小児のイベントの企画運営。ＳＮＳ発信や管理。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コロナ感染防止策のため院内洗浄を実施しています。パート労働者 医療法人社団　モリタデンタルクリニック
雇用期間の定めなし (1)10時00分～13時30

時給

920円～920円
又は8時00分～17時00

静岡県伊豆市土肥１１４４－１３
　
デイサービスクローバー

36

週３日～ＯＫの厨房
スタッフ／長谷工グ
ループ伊豆市修善寺
駅

～長谷工グループが運営する住宅型有
料老人ホームでのご入居者に向けた調
理業務全般～
具体例なお仕事
・献立に基づく調理業務（５～１０食
程度）
・盛りつけ、お皿洗い、配膳、衛生管

パート労働者 株式会社　長谷工シニアウェルデザイン
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)15時00分～20時30

時給

950円～1,200円
又は8時30分～17時30

静岡県伊豆市八幡２５６－２

35

デイサービス介護員 ◎施設内介護員業務
・定員１０名の家庭的な雰囲気の小規
模デイサービスでの
　介護業務です。仕事のスピードより
も利用者様との温か
　い心のふれあいの時間を大切にして
います。

パート労働者 交替制あり 有限会社あいねっと
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

時給

1,166円～1,166円

静岡県伊豆市姫之湯５８４－１
ライフハウス友だち村

37

【パート】未経験歓
迎当直スタッフ伊豆
市（長谷工グルー
プ）

◆◇東証一部上場・長谷工グループが
運営する有料老人ホームの巡回・施
錠・安全確認◇◆
・食堂整備、食事の配下善、簡単な館
内清掃、緊急時対応
・ご入居者が安心して夜間過ごせるよ
うお願い致します。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　長谷工シニアウェルデザイン
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)17時15分～9時15分

時給 調理業務経験のある
方965円～965円

静岡県伊豆市湯ヶ島８９２－１４

39

（請）焼却場の簡易
な点検と清掃

焼却場機器の点検等の軽作業
場内の清掃
クレーン運転作業（初めての方は丁寧
に教えます）

パート労働者 交替制あり 株式会社　三陽
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～15時00分

時給 (2)11時00分～16時00

950円～1,050円

静岡県伊豆市姫之湯５８４－１
ライフハウス友だち村

38

食堂・土産品販売 ＜食堂・土産品販売の業務内容は下記
の通りです。＞
・「食堂のウェイター」「団体食の盛
り付け済みをテーブルに運ぶ　補助、
配膳、接客」
・「土産品販売のレジ」


パート労働者 交替制あり 淨蓮の滝　協業組合
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

静岡県伊豆市柏久保６８－１
伊豆市清掃センター内

時給 (2)7時00分～15時00分 床上式クレーン経験
者950円～950円

3/14



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人　令和4年1月5日発行 】

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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） 

     TEL: 0545-67-1270 従業員数 5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: 22100- 9584611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-987-5541 従業員数 25人

年　　齢: 不問 休　　日： 水土日祝 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: 22050- 7409811 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 055-987-5541 従業員数 163人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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: 22050- 7371411 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 055-972-1414 従業員数 27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: 22050- 7340311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-1146 従業員数 7人

年　　齢: 不問 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 あり

求人番号: 22050- 7527911 各種保険： 雇用・労災 月平均 20時間

     TEL: 055-955-7888 従業員数 30人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日 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: 22050- 7248711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-941-9598 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 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: 22050- 7442511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-5319 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 日商簿記３級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 簿記能力検定（全経３級）

求人番号: 22050- 7475211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-981-8600 従業員数 8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 あり

求人番号: 22050- 7493511 各種保険： 雇用・労災 月平均 3時間

     TEL: 055-991-5544 従業員数 0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: 22050- 7466811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-984-1501 従業員数 142人

年　　齢: 60歳以下 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 大型自動車第二種免許

求人番号: 22050- 7494411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-4610 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 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: 22050- 7477411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-978-1300 従業員数 15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 あり

求人番号: 22050- 7606111 各種保険： 労災 月平均 3時間

時給 (2)8時30分～17時30分 福祉施設での、調理
経験あれば尚可。1,150円～1,500円40

（請）調理員 【ル・グランガーデン修善寺】福祉施
設内厨房にて、
毎食約５０食程度の調理、盛付、配
膳、食器洗浄、厨房内清掃
などを、行っていただきます。


パート労働者 交替制あり 株式会社　クリエイティブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～15時30分

静岡県三島市一番町１０－９　ＫＡＷＡＴＡ．ＢＬＤ

42

積算事務スタッフ
（未経験者ＯＫ）正
社員登用制度あり

建物づくりの一部である積算業務を支
えてくれる事務スタッフを
募集します。積算業務とは、設計図や
仕様書を元に、必要な材料や
数量を計算して工事費の見積もりをす
る業務です。
ＰＣのデータ入力や資料作成、電話対

パート労働者 加和太建設　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 自動車運転免許
（オートマ限定可）
スマホの操作が出来

920円～920円

静岡県伊豆市修善寺２４－３
【ル・グランガーデン修善寺】

41

【清掃スタッフ】マ
ンション・アパート
の清掃スタッフ

当社が所有している物件（マンショ
ン、アパート）の清掃作業を担当いた
だきます。
所有物件は静岡県東部エリア（三島・
沼津・長泉・函南・伊豆の国・御殿
場・裾野）が中心です。担当物件を巡
回のうえ作業いただきます。所有物件

パート労働者 交替制あり 加和太建設　株式会社
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 経理事務、簿記３級
程度の能力（資格は
不要）、

1,100円～1,200円
又は9時00分～16時00

静岡県三島市文教町１－５－１５

43

経理・一般事務ス
タッフ

経理・一般事務の主な内容について

〇伝票作成
〇月次資料作成（会計ソフト利用）
〇一般事務
〇給与計算
○電話応対

パート労働者 株式会社　二和工業商会
雇用期間の定めなし

時給 ・積算業務経験優
遇、
・ＣＡＤ操作ができ

920円～1,000円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市中島２８５－１

45

プラスチック製品の
加工・検査業務をし
ていただきます。

・機械で加工されたプラスチック製品
のバリ取り作業を、工具を用いて行い
ます。
・完成後の製品を目視で検査します。
キズや個数の確認等、品質及び梱包の
管理を行います。
・長く続けられるお仕事です。単純作

パート労働者 株式会社　協立
雇用期間の定めなし

時給

950円～950円
又は7時30分～11時30

静岡県三島市谷田１３０１－１

44

麺の製造　配達 学校給食麺などの製造、配送をお願い
します。
・茹でた麺を計り個別包装
・各学校に配送
・職場の清掃

パート労働者 株式会社　室伏孝一商店
雇用期間の定めなし

時給

940円～1,000円
又は9時00分～18時00

静岡県三島市松本６９－１

46

電子機器の製造（組
立・梱包）

電子機器の製造（組立・梱包）をして
いただきます。
・手作業で簡単な組立
・部品、製品の梱包、発送
・資材、部品の仕分け
・簡単なデータの入力など

パート労働者 三嶋電子株式会社
雇用期間の定めなし

時給

920円～950円
又は8時00分～18時00

静岡県三島市長伏８２－５

48

営業及び放送制作補
佐

・営業関連補助業務
・ラジオ番組製作補助（放送機材操
作）
・イベント開催時の補助業務
・その他庶務業務

パート労働者 株式会社　エフエムみしま・かんなみ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～16時00

静岡県三島市多呂２１１－１

47

経理事務 ＜経理事務全般は下記の通りです＞
・会計、出納業務の補助業務を担当し
ていただきます
・パソコン（ワード、エクセル）の入
力業務があります

パート労働者 株式会社　山登
雇用期間の定めなし

時給 テレフォンオペレー
ター経験1,000円～1,500円

又は8時30分～17時30

静岡県三島市大社町１－１０（三島市役所防災センター３Ｆ）

49

【在宅勤務】テレ
フォンオペレーター

【在宅勤務なので全国どこからでもご
応募可能】

当社法人向けサービス（インターネッ
ト関連サービス）を、企業へお電話で
ご案内いただくお仕事です。
電話のかけ方、サービスについて、こ

パート労働者 株式会社　Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

920円～920円

静岡県三島市大場２８９
三島営業所

51

パン製造・販売 ＜パン製造・販売業務＞
下記業務を担当していただきます。
・パンの製造（原料の計量・混合、生
地作り・発酵・成型・焼成）
・サンドイッチ製造
・焼成後の仕上げ
・接客販売

パート労働者 交替制あり 株式会社　パン工房　ＹＡＭＡＮＡＫＡ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給

1,000円～1,000円
又は6時30分～20時00

静岡県三島市一番町１８－２２

50

コミュニティバス運
転士　三島営業所
（パート・アルバイ
ト）

三島市内を運行するコミュニティバスの運転業務でワゴン車の運転です。決められた運行ルートを走行します。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根交通株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～17時30分

時給 (2)16時30分～19時45

913円～913円

静岡県三島市松本２６５－１８

52

（請）調理補助 「調理補助の業務内容として」

・あかなすの里厨房内での業務で調理
師等責任者の指示に基づいた　調理補
助業務。
・料理の盛付、機械での洗浄及び清掃
等の業務を行います。

パート労働者 交替制あり 株式会社　駿豆給食センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～20時00

時給 (2)9時00分～18時00分

913円～950円 (3)5時00分～9時00分
又は13時00分～18時30

静岡県三島市玉川４２５－１
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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） 

     TEL: 055-975-0967 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7598211 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 9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: 22010-29338411 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 11人

年　　齢: 18歳以上 休　　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 なし 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22010-29339011 各種保険： 労災 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 054-275-5011 従業員数 10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: 22010-29939611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-920-0400 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 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: 22030-10905311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 052-971-7653 従業員数 0人

年　　齢: 不問 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: 23020-68165311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-991-0109 従業員数 49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: 22050- 7307311 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-991-0109 従業員数 49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 あり

求人番号: 22050- 7309911 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 024-943-3351 従業員数 15人

年　　齢: 59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 あり

求人番号: 07040-20508411 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 046-244-0429 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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: 14160- 7696211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-941-8223 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 月祝 美容師 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: 22050- 7478011 各種保険： その他 月平均 5時間

     TEL: 03-6272-4724 従業員数 20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: 13010-10587612 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-0882 従業員数 149人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 7623711 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

静岡県三島市青木３２０番地の３

54

送迎ドライバー／三
島市

・高齢者の送り迎え（自宅からデイ
サービス施設）
・日報の記入

＊未経験者歓迎！

パート労働者 交替制あり サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円
又は14時00分～18時30

53

ガス充填作業員 タクシー等にオートガスを充填する作
業・軽作業です。
・ＬＰガススタンドなので約タクシー
９８％、一般車２％程度
・料金の精算をすることがあります
・１人作業

パート労働者 交替制あり 有限会社　共栄産業
雇用期間の定めなし (1)9時00分～14時00分

時給 デイサービス経験、
夜勤業務経験者優遇950円～1,000円

静岡県三島市青木２１１－１２
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島青木

55

介護職員（夜勤）／
三島市

サガミシードの運営するデイサービス
での夜勤職員です。

お泊りデイ利用者（最大５名まで）の
夜間見守り、介助等

　＊社員昇格制度あり

パート労働者 変形（1ヶ月単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～8時00分

時給

920円～920円
又は9時00分～18時00

静岡県三島市南田町３－１３
　眼鏡市場　三島店

57

一般事務 当社において下記の業務を担当してい
ただきます。
パソコン入力
電話対応
来客対応
営業アシスタント


パート労働者 株式会社　東部不動産開発
雇用期間の定めなし

時給

1,125円～1,125円
又は10時00分～19時30

静岡県三島市青木２１１－１２
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島青木

56

店舗スタッフ（パー
トタイム契約社員）
／三島市

◆眼鏡市場の販売は、お客様にしっか
り寄り添い、「見える」「聞こえる」
といった喜びを提供するお仕事です。
◆眼鏡＝ファッション、医療器具でも
あります。専門性があり一生の仕事に
できると共に、学んだ分成長や報酬に
つながります。

パート労働者 株式会社　メガネトップ　（眼鏡市場・アルク・レンズスタイル・レンズダイレクト）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 スマートフォン操作
（基本的な操作程
度）

1,065円～1,065円

静岡県三島市谷田２５８ー４
　三島営業所

58

三島市／確定申告会
場で来場者への案内
とＰＣ操作補助
（派）

電子申告会場でのお仕事です。
会場に来られた方へパソコンやスマー
トフォンの操作等を案内します。
税や確定申告の知識がなくてもＯＫ。
研修で丁寧に教えます。皆さんのス
タートは一緒ですので安心です。
私服勤務となります。（スタッフジャ

有期雇用派遣パート 株式会社　オムニ
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

950円～1,200円
又は9時30分～18時30

静岡県三島市一番町１７番１号

60

ホテルフロントス
タッフ

ホテルのフロントでチェックイン、チェックアウト、接客、ベルスタッフなどの業務をしていただきます。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　富士山三島東急ホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～15時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,100円～1,100円
又は10時00分～15時00

静岡県三島市一番町２－２９
三島商工会議所

59

ホテル直営　レスト
ラン　スタッフ

富士山三島東急ホテル直営レストラン「炉」のホールスタッフとして、お客様に料理や飲物を提供（接客）するお仕事です。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　富士山三島東急ホテル
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～15時00

1,100円～1,100円 (3)15時00分～22時00

静岡県三島市一番町１７番１号

61

ホールサービス及び
調理補助（三島市：
三島南町店）

■ホール
・レジ
・オーダー
・サーバー
・案内

■キッチン

パート労働者 交替制あり 株式会社　幸楽苑
雇用期間の定めなし (1)7時00分～11時00分

時給 (2)14時30分～23時30

1,100円～1,100円 (3)9時00分～18時00分

静岡県三島市玉川８－１
スエヒロ館　三島店

63

美容師アシスタント
技術者

・美容室業務全般です。アシスタント
業務、技術業務問わず全般に　仕事を
してもらいます。
・カット、カラー、パーマを行います
・経験によってスタイリストかアシス
タントをしていただきます
・パソコン（ワード・エクセル）でチ

パート労働者 交替制あり Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ！　Ｈａｉｒ
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,000円
又は10時00分～22時00

静岡県三島市南町１５－２１
幸楽苑　三島南町店

62

ホール・キッチン・
開店準備／三島市

ホールで接客、商品運び。キッチンで
簡単な調理、調理補助。
開店準備で、店舗営業前の掃除や簡単
な仕込み作業。

パート労働者 交替制あり 株式会社　スエヒロレストランシステム
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 モンテッソーリ教育
についての経験1,000円～1,200円

静岡県三島市東大場１丁目３２－４　あかねハイツ１０１

64

保育士／三島市文教
町

「こどもが一人でできるように手伝う」を理念としたモンテッソーリ教育を取り入れた園での保育をお任せしますパート労働者 交替制あり 株式会社　エー・アンド・アイ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時30分

時給 美容師経験

913円～1,350円
又は9時00分～18時00

静岡県三島市八反畑１２０－７
三島共立病院

時給 (2)0時30分～8時30分 ５年以上の経験

2,264円～2,887円

静岡県三島市文教町１－９－１１
Ｚ会文教町ビル１階
ＩＣＥモンテッソーリこどものい
え三島（当社施設）

65

看護師（夜勤専門） 〈看護師の業務として〉
　・病棟看護業務
　・診察補助、注射、点滴、カンファ
レンス
　・急性期、慢性期看護
　・入院から在宅までの患者ケア
　・電子カルテ入力

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)16時30分～0時30分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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） 

     TEL: 055-971-5507 従業員数 150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: 22050- 7480111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-973-0882 従業員数 149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: 22050- 7418211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-973-0882 従業員数 149人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 診療放射線技師 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: 22050- 7440811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-972-5585 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22050- 7164311 各種保険： 労災・健康 月平均 

     TEL: 055-957-8100 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日祝 看護師 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: 22050- 7596711 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-976-0341 従業員数 29人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 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: 22050- 7537711 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-976-0341 従業員数 29人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 助産師 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: 22050- 7538811 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0545-52-0265 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 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: 22100- 9521811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-957-8100 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日祝 臨床検査技師 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: 22050- 7338211 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-975-1087 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木土日祝他 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: 22050- 7284011 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 055-975-1087 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 水土日祝他 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: 22050- 7185811 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 055-988-9087 従業員数 8人

年　　齢: 62歳以下 休　　日： 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: 22050- 7612611 各種保険： 労災・健康・その他 月平均 2時間

     TEL: 055-957-1718 従業員数 1人

年　　齢: 不問 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 あり

求人番号: 22050- 7564511 各種保険： 労災・その他 月平均 5時間

66

介護老人保健施設
ラ・サンテふよう
調理補助

介護老人保健施設の入所者（１００人）に提供する食事に係る調理の補助および配膳と食器の片づけなど。パート労働者 医療法人社団志仁会
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時00分

時給 (2)8時30分～16時30分

914円～1,364円 (3)12時00分～20時00

静岡県三島市佐野１２０５－３
介護老人保健ラ・サンテふよう

67

看護助手（病棟） 〈看護助手業務〉
入院患者の看護補助業務を担当してい
ただきます。
・食事準備（配膳・下膳等）
・環境整備（シーツ交換等）
・看護の補助業務（おむつ交換等）
・上記内容に付帯する業務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時45分～14時45分

時給

920円～1,020円

静岡県三島市八反畑１２０－７
三島共立病院

69

運転手業務 ８人乗りの自動車で透析患者の自宅か
ら自宅までの送迎
送迎範囲は三島市内から裾野市内ぐら
いです。
１日４時間程度、週３日の勤務になり
ます。

パート労働者 医療法人社団　一寿会　関野医院
雇用期間の定めなし

時給 (2)8時30分～12時45分

991円～1,591円 (3)10時30分～18時30

静岡県三島市八反畑１２０－７
三島共立病院

68

診療放射線技師 病院にて下記業務を担当していただき
ます。
・レントゲン操作
　内科、整形、健診、６４列ＣＴ、Ｘ
線ＴＶ
・電話拘束
・電子カルテ操作

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～16時30分

時給

1,600円～1,750円
又は8時30分～18時45

静岡県三島市寿町９－２３

70

看護師（正看護師） 内科・循環器内科における看護師とし
ての業務全般、その他付随業
務
○医師の診療補助業務
○医師の指示による処置（採血・注
射・点滴・その他）
○健診業務

パート労働者 高橋内科ハートクリニック
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

日給

1,250円～1,250円
又は7時50分～17時15

静岡県三島市寿町２－２６

72

助産師 産婦人科医療の助産師業務
・外来、入院患者様のバイタルチェッ
ク、採血及び各付帯業務
・分娩介助
・保健指導（母親学級・母乳外来等）
・新生児ケア

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　桃璃会　　安達産婦人科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

時給 (2)16時30分～9時00分 看護師経験
実務経験が３年以上
あれば、産婦人科未

1,500円～1,600円

静岡県三島市徳倉三丁目１４－３３

71

看護師 産婦人科医療の看護業務
・外来、入院患者様のバイタルチェッ
ク、採血及び各付帯業務
・分娩室、手術室での介助業務
・新生児ケア

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　桃璃会　　安達産婦人科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県三島市寿町２－２６

73

保育補助 「三島ひなた保育園」の企業主導型保育園にて、工作や遊びの準備、園内の清掃と消毒など補助的なお仕事をお願いしますパート労働者 医療法人社団　こどもクリニック中山医院
（ひなた保育園）雇用期間の定めなし (1)8時30分～11時30分

時給 (2)16時30分～9時00分 助産師経験

1,900円～2,000円

静岡県三島市徳倉三丁目１４－３３

75

看護助手 看護助手

・小児の診察時の介助
・小児の採血時の介助

パート労働者 瀬川小児科アレルギー科医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時30分～18時30

時給 心エコーが可能な、
さらにホルター心電
図解析の経験者優遇

1,200円～1,500円
又は8時30分～18時45

静岡県三島市芝本町１２－５　芝
本町鈴木ビル　１階
「三島ひなた保育園」

74

臨床検査技師 内科・循環器内科における臨床検査技
師としての業務全般、その他付随業務
○エコー検査（心エコー、頸動脈、腹
部、下肢血管など）
○心電図検査
○採血
○呼吸機能検査

パート労働者 高橋内科ハートクリニック
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)13時30分～16時00 医療機関にて受付事
務経験者
電子カルテ操作でき

1,000円～1,100円

静岡県三島市寿町７－３１

76

受付、看護助手 医院受付事務および看護助手

・来院者の受付業務
・電話応対
・電子カルテ入力
・看護助手業務

パート労働者 瀬川小児科アレルギー科医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時30分～18時30

時給 医療機関にて受付事
務経験者
電子カルテ操作でき

1,000円～1,100円

静岡県三島市徳倉８７６－２６

78

歯科アシスタント 歯科アシスタント業務全般
診療補助
滅菌・消毒業務
清掃業務
備品発注及び管理業務
受付業務
電話応対業務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 三島中央町たきの歯科
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)18時00分～21時00

1,200円～1,300円

静岡県三島市寿町７－３１

77

歯科助手　受付 歯科医院での受付及び診療アシスタント パート労働者 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

静岡県三島市中央町１－４０

時給 歯科クリニック勤務
経験1,000円～1,200円

又は9時00分～19時15
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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） 

     TEL: 055-988-9087 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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: 22050- 7594911 各種保険： 労災・健康 月平均 

     TEL: 055-957-1718 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7255111 各種保険： 労災・その他 月平均 5時間

     TEL: 055-987-9101 従業員数 24人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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: 22050- 7245611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-954-1501 従業員数 31人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 ホームヘルパー２級 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: 22030-10968711 各種保険： 労災 月平均 普通自動車第二種免許

     TEL: 055-977-9800 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 日 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: 22050- 7581511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-1105 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員実務者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1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: 22050- 7550611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-8686 従業員数 153人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 7459211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-983-1200 従業員数 88人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 言語聴覚士 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: 22050- 7291411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-9800 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 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 ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 7311811 各種保険： 労災 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 055-980-5422 従業員数 40人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 7212111 各種保険： 労災・健康 月平均 2時間 その他の福祉・介護関係資格

     TEL: 055-980-5422 従業員数 40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 あり

求人番号: 22050- 7217411 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-980-5422 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 7218011 各種保険： 労災 月平均 2時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 055-954-1501 従業員数 13人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22030-10524411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護福祉士

時給

1,050円～1,300円
又は9時30分～20時30

79

歯科助手　受付 歯科医院での受付及び診療アシスタント パート労働者 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

静岡県三島市中央町１－４０

81

保育士 ・乳幼児の保育全般になります。
・９０名の乳幼児を２０名程度の保育
士で対応しています。
・未経験者の方は指導致します。

上記内容に付帯する業務になります。


パート労働者 社会福祉法人　栄幸会　北上保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 歯科クリニック勤務
経験
歯科衛生士業務

1,200円～1,600円
又は9時00分～19時15

静岡県三島市徳倉８７６－２６


80

歯科衛生士 歯科衛生士業務全般
診療補助
滅菌・消毒業務
清掃業務
備品発注及び管理業務
受付業務


パート労働者 三島中央町たきの歯科
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)16時30分～18時00

913円～1,012円

静岡県三島市徳倉４－１０－３

82

デイサービス介護業
務／送迎業務（ニチ
イケアセンター三
島）

「ニチイケアセンター三島」において
下記の業務を担当していただきます。
・朝夕のワゴン車にて、デイサービス
をご利用される利用者の方の　送迎業
務
・食事の介助や入浴の介助、排泄の介
助等の身体に関する事

パート労働者 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～9時30分

時給

1,000円～1,200円
又は7時00分～18時00

静岡県三島市大場３９２－２

84

介護職員 〈介護職員〉
住宅型有料老人ホーム（定員３０名）
に入居されている
要介護者の身の回りのお世話をしてい
ただきます。
排泄介助、入浴介助、食事介助を基本
として、

パート労働者 株式会社カームライフ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 (2)15時45分～17時15

1,000円～1,000円

静岡県三島市徳倉２丁目１３番１
１
ニチイケアセンター三島

83

送迎ドライバー 高齢者デイサービスの利用者さんの
朝・夕方の送迎のドライバーで主にワ
ンボックスキャラバンの運転（補助と
して介護職員も同乗します。）
送迎エリアは三島市中部～函南町全
域。
送迎の他、車両の管理（給油・窓ふ

パート労働者 株式会社　ホームトピア・ダイバ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時45分～9時15分

時給 介護施設での経験が
あれば尚可。1,300円～1,500円

又は8時00分～18時30

静岡県三島市徳倉３丁目１－２９

85

看護師 介護老人保健施設及び近隣通所サービ
ス（３事業所）での、高齢者サービス
での健康管理を中心に、介護業務全般
です。
　
地域で一番の歴史と経験があり、職員
が長く働き易い職場環境を整えていま

パート労働者 社会福祉法人　静和会　介護老人保健施設　梅名の里
雇用期間の定めなし

時給 介護施設等の従事、
もしくは近親者の介
護等あれば優遇

950円～1,300円
又は7時00分～20時00

静岡県三島市南二日町５－４１

87

介護スタッフ 高齢者デイサービスでサービス提供時
間（９：００～１６：０５）中の、利
用者様に対する介護サービスの提供で
す。（月～土曜日、毎日２０～３０人
程の方が利用されています。）
ご利用者様の送迎の補助、入浴やトイ
レや食事などの介助、レクリエーショ

パート労働者 株式会社　ホームトピア・ダイバ
雇用期間の定めなし

時給

1,600円～2,000円
又は8時30分～17時30

静岡県三島市梅名５７８番地

86

機能訓練士（言語聴
覚士）

平成２７年７月開設の「特別養護老人
ホーム南二日町」において、下記業務
を担当していただきます。
・施設入所者様及びショートステイ利
用者様を対象として、日常生活やレク
リエーション・行事等を通じて行う機
能訓練や、その計画書の作成等の業務

パート労働者 資格取得学校卒業以
上

社会福祉法人華翔会　特別養護老人ホーム南二日町
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)9時30分～18時30分

1,068円～1,118円 (3)16時30分～9時30分

静岡県三島市大場３９２－２

88

グループホーム　介
護職員（パート職
員）

「みしまケアセンターそよ風」におけ
る、グループホーム入所者（１８名）
の下記介護業務等を行っていただきま
す。
＊やさしい方、笑顔が好きな方、まず
電話してみてください。
＊能力によって、時給に変化あり（夜

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ユニマットリタイアメント・コ
ミュニティ　
みしまケアセンターそよ風

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～16時30分

時給 介護施設での勤務経
験あれば尚可913円～950円

又は8時00分～17時00

静岡県三島市萩１９６－１

90

デイサービス介護職
員（正規パート社
員）

◆高齢者デイサービスにて定員３５名
のご利用者を約８名の
　職員でサポートします。その日の気
分で選べるセレクト食や
　足を伸ばして入浴できる大浴場はご
利用される方に大変喜ば
　れています。

パート労働者 交替制あり 株式会社ユニマットリタイアメント・コ
ミュニティ　
みしまケアセンターそよ風

雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)16時30分～18時00 介護の経験があれば
大歓迎ですが、経験
がない方も是非ご応

920円～940円

静岡県三島市萩１９６－１

89

送迎ドライバー ・デイサービスのお客様の送迎
　（タントやハイエース等を使用。全
てＡＴ車です）
・洗車
・車両点検（簡単な車両点検の仕方は
研修があります）等

パート労働者 交替制あり 株式会社ユニマットリタイアメント・コ
ミュニティ　
みしまケアセンターそよ風

雇用期間の定めなし (1)8時00分～9時30分

時給 (2)9時30分～19時00分

982円～1,017円 (3)16時30分～9時30分

静岡県三島市萩１９６－１

91

グループホームス
タッフ（ニチイ平
田）

当社「グループホーム（利用定員１８
名）ニチイケアセンター平田において
の介護に係る業務を担当してしていた
だきます。　
・認知症の方を家庭にいる時と同じよ
うな雰囲気で日常生活を支えていきま
す。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時30分～17時00分

時給 (2)8時30分～17時30分 介護の経験があれば
大歓迎ですが、
経験がない方も是非

1,068円～1,118円 (3)9時00分～18時00分
又は8時00分～18時00

静岡県三島市平田４７－２
ニチイケアセンター平田
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人　令和4年1月5日発行 】

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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） 

     TEL: 055-954-1501 従業員数 31人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22030-10534311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-3766 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　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 ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 7193811 各種保険： 雇用・労災 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 055-982-6626 従業員数 19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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7213711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-939-5220 従業員数 12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: 22050- 7434211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-981-0355 従業員数 6人

年　　齢: 60歳以上 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: 22050- 7329811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6240-3221 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13130-28481911 各種保険： 労災 月平均 4時間

     TEL: 055-973-5353 従業員数 30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: 22050- 7356411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-5353 従業員数 30人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 月火水木金日祝 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: 22050- 7360811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7616811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 26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: 22050- 7567311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400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: 22050- 7488611 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 38人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保健師 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: 22050- 7312211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400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: 22050- 7313511 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 4時間

静岡県三島市徳倉２―１３―１１
ニチイケアセンター三島

93

介護職員 日常生活介助・身体介助の実施　要支
援１から要介護３程度
　入浴介助
　食事介助
　排泄介助
　レクリエーション企画実施
　着替え等の補助

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　伊豆社会福祉事業会　玉沢昭寿園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

時給

1,162円～1,397円
又は8時00分～18時00

92

訪問介護スタッフ
（三島）

当社「ニチイケアセンター三島」にお
いて、訪問介護に関する業務を担当し
ていただきます。
・在宅での身体介護（食事の介助、衣
類の着脱介助、おむつ交換や排泄介
助、清拭、入浴介助、体位交換、洗面
／歯磨きの介助等）に関すること

パート労働者 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 保育士・幼稚園教
諭・作業療法士・児
童指導員・福祉経験

963円～963円
又は14時00分～19時00

静岡県三島市玉沢９０番地

94

障がい児童の支援・
事務

障がいを抱える児童の療育施設です。
主に学校が終わった後の放課後サポー
トとなります。
大切な学齢期に「生活スキル」「社会
性」
「自己肯定感」を伸ばすお手伝いをし
ます。

パート労働者 交替制あり 株式会社インクル
雇用期間の定めなし (1)13時00分～17時00

時給 (2)10時00分～19時00 介助等

913円～950円

静岡県三島市御園５１３－１

96

管理業務 派遣社員・特定技能の管理業務（巡回など） パート労働者 株式会社　エクセレントコーポレーション
雇用期間の定めなし (1)7時00分～12時00分

時給

920円～920円

静岡県三島市松本２９３－１２

95

調理 小規模デイサービスでの調理の提供を
していただきます。１５名程度
＊昼食の準備（材料の買い出し、メ
ニュー作成、調理、盛り付け等）
＊食器の片付け
＊清掃等調理に付帯する業務

パート労働者 ＫＴＳ株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～14時30分

時給

915円～915円

静岡県三島市栄町１２－３３メゾントーク１Ｆ

97

清掃スタッフ／三島
カントリークラブ

ゴルフ場クラブハウスでの清掃
エントランスの清掃
浴室の清掃
ロッカールームの清掃
その他



パート労働者 株式会社　トータルメンテナンスジャパン
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

1,000円～1,000円

三島本町タワー
静岡県三島市本町３－２９

99

（請）交通誘導警備
員（病院　週１勤
務）

毎週土曜日の午前中（９：１５～１
２：１５）のみ
婦人科病院の駐車場で活躍してくれる
方を募集します。
弊社は主に２号警備（交通、雑踏）の
会社です。


パート労働者 株式会社　ビオ企画
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時15分～12時15分

時給

920円～1,000円

静岡県三島市徳倉１１９５
三島カントリークラブ

98

（請）警備員（早朝
４Ｈを週２～３勤
務）

スーパー裏の業者用スぺースでの車両
誘導と、
お客様駐車場の巡回警備をしてくれる
方を募集します。

主な業務は、車両の出入誘導、荷卸し
中の警戒と作業補助、

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ビオ企画
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

1,003円～1,088円
又は7時15分～18時15

こまきウィメンズクリニック
静岡県三島市西若町７－４５

100

保育士（担任保育士
補助業務）

保育士業務。
担任保育士補助などの業務をしていた
だきます。
盛り付け、野菜のキザミ、焼き物、煮
物等の作業です。

パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

920円～1,100円

静岡県三島市大場２５０－１
三島市立中郷中学校

102

事務員（子育て支援
課）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
子育て支援課における事務補助、窓口
対応等の業務。
主な内容：（１）子育て世帯臨時特別
給付金関連事務
　　　　　（２）窓口・電話応対業務

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時15分

月給 基本的なパソコン操
作（ワード・エクセ
ル）

924円～924円

静岡県伊豆の国市長岡５２８
長岡保育園　他市内保育園

101

学校事務員（中郷中
学校）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）

市費経理、校費経理、教育委員会事務
局からの依頼業務、校長・教頭からの
依頼業務　ほか

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～16時30分

月給

1,244円～1,244円

静岡県三島市北田町４－４７

103

保健師（健康づくり
課）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
母子保健コーディネーター、妊婦フォ
ロー、新生児訪問、母子手帳交付、母
子保健事業補助等

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時00分

月給

924円～924円

静岡県三島市北田町４－４７

月給 (2)9時15分～17時15分

924円～924円

静岡県三島市南二日町８－３５

104

事務員（市民課） パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
住民基本台帳及びマイナンバー制度に
係る窓口業務、電話対応、事務補助、
証明書類発行業務、パソコンへのデー
タ入力

パート労働者 交替制あり 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～16時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人　令和4年1月5日発行 】

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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） 

     TEL: 055-974-0265 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 大型特殊自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 中型自動車免許

求人番号: 22050- 7405611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-974-0553 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: 22050- 7157611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-974-0553 従業員数 8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: 22050- 7158911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3293-1581 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: 13010-10611212 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-974-4381 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: 22050- 7294611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-978-1021 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月他 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: 22050- 7406911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 0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: 13200-16750611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-979-0192 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 医療事務資格 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: 22050- 7295911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-970-1055 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 7300111 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 054-631-6715 従業員数 10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: 22120- 9363911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-944-6644 従業員数 43人

年　　齢: 18歳以上 休　　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

求人番号: 22050- 7569911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-944-6644 従業員数 43人

年　　齢: 不問 休　　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

求人番号: 22050- 7571811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-970-2002 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

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

求人番号: 22050- 7582411 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間 介護福祉士

105

酪農（乳牛） 搾乳
牛舎内の清掃（糞をスコップを使用し
除去など）
エサやり
仔牛への哺乳
など


パート労働者 Ｋ’Ｓ南箱根牧場　株式会社
雇用期間の定めなし (1)5時00分～8時00分

時給

950円～1,250円
又は9時00分～17時00

静岡県田方郡函南町丹那５５４番地の１１

106

事務員 ＊一般事務

　・パソコンを使って各種書類の作成

　・その他
　　パソコン業務
　（Ｅｘｃｅｌ　Ｗｏｒｄ、写真、文

パート労働者 有限会社大塚土木
雇用期間の定めなし

時給 (2)13時00分～18時00

1,000円～1,300円

静岡県田方郡函南町畑３５７

108

非常勤保育士又は保
育補助（伊豆平和病
院内）／静岡県函南
町

病院内の保育室で、職員のお子さまを
預かる保育全般のお仕事です。

定員１０名の小規模な保育室です。
アットホームな雰囲気でお仕事ができ
ます。


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　日本デイケアセンター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～14時00分

日給

1,250円～1,500円

静岡県田方郡函南町畑３５７

107

現場作業員 工事現場の作業（土砂の掘削、埋め戻
し、締め固め、コンクリートの練り・
流し込み等）をしていただきます。
材料の運搬作業、現場の片付け作業、
その他軽作業もお願いいたします。
上記内容に付帯する業務もあります。
　

パート労働者 有限会社大塚土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 建築関係の元職人さ
ん大歓迎1,200円～1,600円

又は8時30分～17時00

静岡県田方郡函南町平井１６９０
－１３
伊豆平和病院　はあと保育室

109

建築補助作業 ＊建築現場での補助作業です。
・現場は函南町内が中心です。　
・社有車に乗り換えて現場へ行きま
す。　　　
・材料の運搬、及び軽作業などがあり
ます。
・現場での清掃・片付け・雑用（草刈

パート労働者 株式会社　モア
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 (2)12時00分～17時30 保育経験または子育
て経験あれば尚可913円～960円

又は8時00分～17時30

静岡県田方郡函南町平井６１４

111

調理補助／田方郡函
南町大竹

盛付・提供・食器の洗浄
食器洗浄機への投入出業務など
★土日祝出られる方歓迎★
※２０２２年２月オープン店

〈食数〉朝：７０食　昼：７０食
夕：７０食

パート労働者 シダックスフードサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～11時00分

時給 (2)17時00分～20時00

930円～930円
又は11時00分～14時00

静岡県田方郡函南町丹那１３１６
－４６８
南箱根ダイヤランド３３－４０１

110

ホール ・開店前の準備
・受付
・オーダーとり
・食事の配膳
・片づけ・準備
・会計
・ホールやトイレの清掃

パート労働者 株式会社　エバランド（陸茶坊）
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時00

時給 (2)8時30分～12時30分

1,000円～1,200円

静岡県田方郡函南町大竹２０－１
軽費富士見が丘いこいの園　シ
ダックス店

112

看護助手＆受付事務 笑顔と気配りでクリニックを訪れる患
者さまの印象はガラリと変わります。
笑顔でお迎えし、明るく優しく看護助
手＆受付事務として接客できる方を希
望します。
妊婦さんの中には、出産に対して強い
不安や心配を抱えてしまう方もいるの

パート労働者 医療法人社団　ラマーズ　三島マタニティクリニック
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 (2)9時00分～14時00分

950円～980円 (3)13時30分～18時30

静岡県田方郡函南町仁田８７－８

114

調理員（函南町） 子ども達（０歳～２歳児）と職員の給
食とおやつを作っていただきます。

（未経験者でも料理を作るのが好きな
方、主婦で普段料理をしている方）

メニュー表、分量表がある為、献立を

パート労働者 株式会社　グローアップ
雇用期間の定めなし

時給 (2)8時00分～13時00分 病院勤務経験者尚可
ですが、これまでに
泌尿器科の経験がな

1,400円～1,600円
又は14時00分～18時00

静岡県田方郡函南町間宮４５１

113

看護師又は准看護師 診療補助　診療記録補助　検査補助　
医師の指示による処置（採血、点滴、
注射など）　
医療機器洗浄　
患者さんへの案内対応　電話対応　清
掃等

パート労働者 かんなみ仁田クリニック
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時50分

時給 介護職経験者

1,100円～1,200円

静岡県田方郡函南町柏谷２２－１
保育所グローアップ　函南園

115

介護職員（夜勤専
従）

軽費老人ホーム及びショートステイ利
用者の介護をしていただきます。
利用者の夜間介護（歩行・排泄・入
力・着替え・その他のサポート等）、
巡視をしていただきます。利用者の様
子、介護事項等をパソコンへ入力して
いだきます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） （福）日本民生福祉協会　軽費老人ホーム　富士見が丘いこいの園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)21時50分～7時30分

時給

920円～1,000円
又は9時00分～12時00

静岡県田方郡函南町大竹２０－１

117

施設内での介護職員 令和元年１０月にオープンしました有
料老人ホームでの介護業務全般になり
ます。
・食事・排せつ・オムツ交換・水分補
給・入浴介助・機械浴
・洗濯・掃除・レクリエーション・施
設内の行事・送迎の付き添い

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

時給 (2)9時30分～18時30分

1,100円～1,200円 (3)12時30分～21時30

静岡県田方郡函南町大竹２０－１

116

介護職員 軽費老人ホーム及びショートステイ利
用者の介護をしていただきます。
利用者の介護（食事・歩行・排泄・入
浴・着替え・レクリエーション・その
他行事のサポート等）をしていただき
ます。利用者の日常の様子、介護事項
等をパソコンへ入力していただきま

パート労働者 交替制あり （福）日本民生福祉協会　軽費老人ホーム　富士見が丘いこいの園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

静岡県田方郡函南町仁田５７０－
１３

時給 (2)10時00分～19時00 介護業務経験

950円～1,200円
又は16時00分～9時00
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人　令和4年1月5日発行 】

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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） 

     TEL: 055-954-1501 従業員数 33人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 メディカルクラーク
（医療事務技能審

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 医療事務資格

求人番号: 22030-10801111 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-978-0577 従業員数 66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 あり

求人番号: 22050- 7322411 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-44-1501 従業員数 13人

年　　齢: 不問 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: 22052- 2535011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0544-52-0333 従業員数 6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 あり

求人番号: 22070- 4800011 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-53-1111 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 あり

求人番号: 22052- 2537611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 0時間

     TEL: 0557-53-1111 従業員数 46人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2538911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 03-6418-7833 従業員数 6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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2536311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-3388 従業員数 6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: 22052- 2519311 各種保険： 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: 27010-62400111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-54-3117 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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: 22052- 2525411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-95-8080 従業員数 4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: 22110- 3129711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7時間

     TEL: 055-971-6820 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 月日 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

求人番号: 22030-10753911 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

     TEL: 0465-62-1237 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 水土日他 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: 14070- 4547711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

時給 医療機関での医療事
務経験920円～970円118

医療事務（ＮＴＴ東
日本伊豆病院）

当社業務請負先「ＮＴＴ東日本伊豆病
院」にて
下記の業務を行っていただきます。

中央受付業務
　初診・再診受付
　保険証及び公費受給者証の確認

パート労働者 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めなし (1)13時00分～17時00

静岡県田方郡函南町大竹２０－１５

120

一般事務 一般事務・工事事務・電話受付など

パソコンを使用し、工事資料・見積
書・請求書等の書類の作成を行いま
す。その他、書類の保管・管理など付
随する業務もあります。


パート労働者 株式会社　アクシス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～17時00

日給

920円～920円

静岡県田方郡函南町平井７５０
ＮＴＴ東日本伊豆病院

119

宿直員 特別養護老人ホームにおいて、夕方か
ら翌朝にかけ施設内外の見回り等を行
う仕事です。具体的には、施設内外の
巡視、火の元点検、電話応対等を行っ
ていただきます。

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人日本民生福祉協会　特別養護老人ホーム　みどりが丘ホーム
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)10時00分～18時00 販売業務経験

913円～1,000円

静岡県伊東市川奈１２９９

121

あさぎりマリンタウ
ン店　販売スタッフ

＊観光施設での乳製品販売スタッフ業
務
・道の駅「伊東マリンタウンの当社直
営売店にて、牛乳、乳製品、
　ソフトクリーム等の販売業務に携
わっていただきます。
・接客、注文受け、加工、販売業務

パート労働者 交替制あり 朝霧乳業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

時給

950円～1,100円
又は8時00分～18時00

静岡県伊東市八幡野１１８３－２
静岡県下田市東本郷１－６－１

123

ステーションサービ
ススタッフ

駅配属　列車旅客案内、集改札、切符
の発売等
車掌登用試験合格後、正社員（列車乗
務員）

パート労働者 交替制あり 伊豆急行株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時40分

時給

920円～920円
又は8時30分～17時40

静岡県伊東市湯川５７１－１９
　伊東マリンタウン施設　内

122

伊豆急レンタサイク
ル「伊豆ぽた」ス
テーションスタッフ

伊豆急レンタサイクル「伊豆ぽた」の受付・貸出等のサービス業務および旅客インフォメーション業務パート労働者 交替制あり 伊豆急行株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 検品、値付け

913円～950円
又は10時00分～19時00

静岡県伊東市八幡野１１８３－２ほか

124

アクセサリー　商品
整理・値付け・検
品・発送等

アクセサリー・雑貨の検品、仕分け、
梱包、値付け、商品の発送

海外から輸入したアクセサリーを検
品、値付けしていただく業務が
主になります。


パート労働者 フレックス 株式会社　ルイ　　伊豆事務所
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時00

時給

950円～950円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市湯川５７１一１１９
伊東マリンタウン内
　ドルフィン伊豆

126

１００円ショップの
販売スタッフ（シル
ク宇佐美店）

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

パート労働者 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)13時00分～20時15

時給

950円～1,000円
又は9時00分～18時00

静岡県伊東市富戸１１２６－４９

125

伊東マリンタウン内
の土産店で販売の仕
事　◆急募◆

伊東マリンタウン内の店舗『ドルフィ
ン伊豆』（２店舗）の販売の仕事で
す。
観光物産・食品やファンシー雑貨を中
心とした販売をしていただきます。
○接客対応
○レジ対応

パート労働者 交替制あり 株式会社　イトーヤ
雇用期間の定めなし

時給 (2)13時00分～17時00

920円～1,200円 (3)13時00分～19時00

静岡県伊東市宇佐美２１１１－１
１００円ショップ　シルク　宇佐
美店

127

販売員 衣料品・寝具・雑貨・食料品等の商品
を取扱う店での販売、接客対応、レジ
作業、品出し等の業務です。

その他、休憩室・駐車場・トイレ清掃
なども行います。


パート労働者 交替制あり ミロー　伊豆高原店
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13時30分

時給 (2)17時00分～20時15

920円～970円

静岡県伊東市八幡野１１７８－１０

129

洗車員・自動車運搬
員

・積載車を運転して車を回送します。
運転する距離は長距離でも清水町にあ
る本社から伊東営業所までです。

・お客様のお車を洗車してもらいま
す。


パート労働者 沼津ヤナセ・ホールディングス株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時00分

時給

950円～950円

静岡県伊東市八幡野１１３９－４

128

短期バイト　みや
げ・海産物販売（伊
豆高原店）

自社工場製造の海産物、みやげ物の販
売。

商品の試食のお勧めやご案内、レジ対
応（バーコード式）、包装、陳列など
行っていただきます。


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　徳造丸
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

970円～970円
又は7時30分～17時00

静岡県伊東市吉田３９４
伊東営業所

130

商品積込・ピッキン
グ　◆急募◆（伊東
物流センター）

「ハンディホームセンター　伊東物流
センター」での仕事です。
◎メーカーより納品された商品を店舗
別に仕分けるピッキングが主な業務で
す。
◎仕分けした商品をトラックに積込む
作業もあります。

パート労働者 株式会社　マキバ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時30分～15時30分

時給 トラック運転経歴

913円～913円

静岡県伊東市荻７３６
「ハンディホームセンター伊東物
流センター」
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人　令和4年1月5日発行 】

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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） 

     TEL: 0287-62-3244 従業員数 9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: 09120- 4362111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-971-7653 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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: 23020-68181311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 090-7859-5958 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22110- 3091811 各種保険： 労災・健康 月平均 

     TEL: 0557-51-0222 従業員数 6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: 22052- 2581211 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-52-0221 従業員数 50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: 22052- 2569011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-6820 従業員数 140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: 22052- 2546911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-52-0010 従業員数 6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: 22052- 2523211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-3838 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22052- 2524511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-2309 従業員数 100人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木他 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: 22052- 2530711 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 66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: 13010-11689512 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 66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 あり

求人番号: 13010-11691212 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 66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 あり

求人番号: 13010-11693112 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 66人

年　　齢: 不問 休　　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

求人番号: 13010-11696812 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市玖須美元和田７１５－８６

132

伊東市／確定申告会
場で来場者への案内
とＰＣ操作補助
（派）

電子申告会場でのお仕事です。
会場に来られた方へパソコンやスマー
トフォンの操作等を案内します。
税や確定申告の知識がなくてもＯＫ。
研修で丁寧に教えます。皆さんのス
タートは一緒ですので安心です。
私服勤務となります。（スタッフジャ

有期雇用派遣パート 株式会社　オムニ
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

920円～1,000円131

アジアンレストラン
店員（伊豆高原）
【急募】

＊伊豆高原にあります「アジアンオー
ルドバザール」に
　おいて、レストランの調理と接客等
を行う業務です。
　
＊主にホール、接客、調理補助　その
他

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

時給

1,050円～1,400円
又は10時30分～16時00

静岡県伊東市大原２－１－１
伊東市役所

133

貸別荘の清掃　【伊
東】

○民泊の一軒家の清掃業務です（伊東
市内に５棟あり）
　１棟の家屋を１～２名で行います。
　部屋・キッチン・風呂・トイレ等全
体の清掃
　掃除機かけ・お皿洗い・ベットメイ
キング等

パート労働者 合同会社　伊豆民泊
雇用期間の定めなし

時給 (2)9時00分～17時00分 スマートフォン操作
（基本的な操作程
度）

1,065円～1,065円

静岡県伊東市富戸７７４－１
【イサナリゾート】

135

おもてなしコーディ
ネーター（朝食時、
等）

旅館のおもてなしコーディネーターと
して、お客様の接客を担当していただ
きます。
○朝食時の配膳、接客、片付け、等
○チェックアウト対応
○簡単な清掃　等


パート労働者 有限会社　茄子のはな『絶景の癒しの湯宿　茄子のはな』『絶景の離れの宿　月のうさぎ』『絶景の癒しの湯宿　箱根　星のあかり』
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 (2)16時00分～21時00

1,100円～1,200円

施設１・富戸１３１７ー１７７７　施設２・八幡野１２７４ー３　施設３・八幡野１３１４ー４６　施設４・八幡野１７５９ー３４７　施設５・池８９３－８１

134

レストラン接客係 ○食器類のセッティング
○席へのご案内
○飲み物のオーダーを取る
○お料理の提供、内容説明　等

パート労働者 交替制あり 株式会社　イサナ
雇用期間の定めなし (1)7時30分～11時30分

時給

950円～950円

茄子のはな（伊東市池６３５－１
３５）
月のうさぎ（伊東市富戸１２９９
－３）の何れか

136

ふとん敷き ○各部屋の布団を敷く仕事です。

その他、客室内の茶器のセットや片付
けも行います。

※客室数：１００室
　収容人数：２００～４００名程度

パート労働者 株式会社　聚楽
『伊東ホテルジュラク』雇用期間の定めなし (1)18時00分～21時00

時給

1,200円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市大室高原７－５０１
『ザ・ドッグリゾートペニュン
シュラ』

138

短期：保養所の配
膳・調理補助【河
津・東伊豆町・伊豆
高原】

【年末年始アルバイト】
〇レストラン接客・配膳及び調理補助
のお仕事です。

・朝夕食の配膳等
・飲み物などの受付や接客
・片付け、簡易清掃

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆急コミュニティー
日雇（日々雇用または１ヶ月未満）(1)7時00分～10時30分

時給 調理補助業務（業態
は問いません）1,000円～1,200円

又は16時00分～20時30

静岡県伊東市岡２８１

137

調理補助・洗い場
＊新館オープンに伴
う増員募集＊

近日オープン「ドッグリゾート　ペニ
ンシュラ伊豆高原」（全１２室）の
オープニングスタッフ候補となる調理
補助や洗い場業務の募集です。
○洗い物や大根おろしや刻みもの、簡
単な盛りつけなどの調理補助
　、まかないの準備などです。

パート労働者 交替制あり 有限会社　花彩亭
【お宿うち山】（ほか【別邸　石の家】
【かえで庵】【花彩亭】）

雇用期間の定めなし (1)6時30分～11時00分

時給

1,300円～1,300円

賀茂郡河津町峰４９８－１
【河津さくらの里しぶや】
賀茂郡東伊豆町白田３２１－７
【戸田市保養所白田の湯】

139

レストランスタッフ
【遅番】★土日祝日
アルバイト★

ホテルのレストランにおける接客業務
を担当して頂きます。
〇料理や飲み物の提供。接客対応
〇テーブル等のセッティング・準備・
片付け
〇ホールの掃除等
※朝食は主に和食バイキング形式

パート労働者 交替制あり リゾートトラスト株式会社　エクシブ伊豆
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時00分～21時00

時給 (2)16時00分～20時30

1,050円～1,050円

静岡県伊東市岡１３４８－３
ウェルネスの森　伊東（当社施
設）

141

ウェルネスの森伊東
／レストランスタッ
フ

当社直営リゾートホテル内、レストラ
ンホール業務全般

・お客様案内
・配膳、下膳
・簡単な調理補助
・その他関連業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　共立メンテナンス
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)17時00分～22時00

918円～918円

静岡県伊東市富戸字先原１３１７－５２４３

140

ウェルネスの森　伊
東／洗い場スタッフ

当社直営リゾートホテル内、洗い場業
務全般

・食器、調理器具の洗浄
　※軽く手洗いをした後に機械洗浄し
ます。
・食器、調理器具の収納作業

パート労働者 交替制あり 株式会社　共立メンテナンス
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)9時00分～16時00分 接客業経験

918円～918円 (3)13時00分～22時00

静岡県伊東市岡１３４８－３
ウェルネスの森伊東（当社施設）

142

ウェルネスの森伊東
／フロントスタッフ

当社直営リゾートホテル内、フロント
業務全般
・チェックイン・チェックアウト業務
・予約受付
・館内案内
・売店販売
・その他関連業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

時給 (2)16時00分～22時00 接客業経験

918円～918円

静岡県伊東市岡１３４８－３
ウェルネスの森伊東（当社施設）

時給 (2)9時00分～18時00分 接客業経験

918円～918円

静岡県伊東市岡１３４８－３
ウェルネスの森伊東（当社施設）

143

ウェルネスの森伊東
／施設管理・送迎車
ドライバースタッフ

当社直営リゾートホテル内
・温泉設備の簡単な点検、管理
・館内の簡単な設備管理
・マイクロバス送迎車の運転（駅⇔ホ
テル片道５分程度）
・その他関連業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人　令和4年1月5日発行 】

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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） 

     TEL: 0557-54-3088 従業員数 7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: 22052- 2591411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-0325 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: 22052- 2509411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-45-6681 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 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: 22052- 2526011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-7774 従業員数 5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: 22052- 2575511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-9555 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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: 22052- 2560311 各種保険： その他 月平均 

     TEL: 0557-55-9555 従業員数 0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: 22052- 2563111 各種保険： その他 月平均 

     TEL: 0557-45-1151 従業員数 37人

年　　齢: 59歳以下 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

求人番号: 22052- 2576411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 94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: 22052- 2528611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 45人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2499611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 54人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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: 22052- 2500011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5155-5844 従業員数 4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: 13080-79628511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-32-0362 従業員数 6人

年　　齢: 不問 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: 22052- 2548711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-38-1294 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 月木日祝他 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: 22052- 2543011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

144

ホールスタッフ
【パート・アルバイ
ト】

伊豆高原店舗（和食食事処）のホール
スタッフとしてフロアー接客業務全般
を行います。
○開店準備：店内外の掃除、ホワイト
ボードに店内情報を書く　等
○接客対応：席へのご案内、注文を取
る、配膳、レジ、片付け　等

パート労働者 交替制あり 本家鮪屋伊豆高原本店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時30分～15時30

時給

1,000円～1,000円
又は10時00分～17時00

静岡県伊東市八幡野１０６９―４

145

洗い場係【短期アル
バイト】◆急募◆

【年末年始における臨時雇用】
地魚を提供する磯料理・和食の食事処
で、洗い場をお任せできる方を募集い
たします。
○洗い場における食器洗浄、片付け
○料理の配膳・下膳
（オーダーを取る事や会計の業務はあ

パート労働者 交替制あり 磯料理　赤沢丸昌
日雇（日々雇用または１ヶ月未満）(1)10時00分～17時00

時給 (2)17時30分～21時00

913円～1,200円

静岡県伊東市十足３２９－６

147

調理及び接客対応 ○食券を受け取り、調理します。
○カウンターからお客様へお渡ししま
す。

●調理方法はマニュアルがあるので未
経験でも安心して下さい。
　近くに先輩もいるので、すぐに確認

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アーバントップ
　優勝軒　伊東店雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～17時30

時給

950円～1,000円

静岡県伊東市赤沢３０９

146

蕎麦屋での補助業務
【急募】

蕎麦屋での補助業務
○調理補助（食材を洗う、薬味の準
備、器の準備、盛りつけなど）
○食器や調理器具の洗い物
○ホールの接客の補助
○店舗内の清掃、等


パート労働者 株式会社　蕎仙
『手打十割蕎麦処・蕎仙』雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時30

時給 (2)12時30分～17時00

950円～1,300円
又は8時30分～17時30

静岡県伊東市富戸９７１－１０
（パチンコ　フジコー内）
　優勝軒　伊東店

148

宅配弁当の配達 ☆令和４年２月１日開業☆
宅配弁当のオープニング配達スタッフ
募集です。
○注文されたお弁当を自動車に乗せる
○決められたルートへの配達と弁当容
器の回収
○宅配先においての会話での安否確認

パート労働者 交替制あり ライフデリ伊東店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

時給

920円～920円

静岡県伊東市荻７９５－３

150

ゴルフ場レストラン
の調理およびサービ
ス業務

●ゴルフ場のレストラン厨房における
業務
　料理の下準備や調理・清掃なども行
います。
※ゴルフ場には幅広い年代のお客様が
お越しになられますので、
　和食・洋食を中心に様々なメニュー

パート労働者 株式会社　サクセスリゾート川奈ゴルフ
ゴールド川奈カントリークラブ雇用期間の定めなし (1)9時00分～14時00分

時給 (2)9時30分～12時00分

950円～1,300円 (3)7時00分～12時00分
又は6時00分～17時30

静岡県伊東市荻７９５－３

149

宅配弁当の調理 ☆令和４年２月１日開業☆
宅配弁当のオープニング調理スタッフ
募集です。
○メニューの確認
○パウチされた食材を湯煎しお弁当箱
に盛りつける
（包丁作業はありません）

パート労働者 交替制あり ライフデリ伊東店
雇用期間の定めなし (1)6時00分～9時00分

時給 (2)8時35分～16時20分

940円～940円

静岡県伊東市吉田８３４

151

販売えさの準備【伊
豆シャボテン動物公
園】

飼育している動物にお客様が与える販
売用のえさを準備する仕事です。
〇動物の餌切などのセット
（動物によって切り方など異なりま
す。）
〇セットした餌容器に入れて、園内の
指定箇所へ運ぶ

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆シャボテン公園
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時35分～17時20分

時給

1,000円～1,200円
又は9時00分～14時00

静岡県伊東市富戸１０９０
　伊豆ぐらんぱる公園

153

【冬季】レストラン
業務【伊豆シャボテ
ン動物公園グルー
プ】

【冬季アルバイト】
伊豆シャボテン動物公園グループ内レ
ストランでの接客業務
・お客様を席にご案内
・オーダーを取る
・料理を運ぶ
・片付け

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆シャボテン公園
日雇（日々雇用または１ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

時給 (2)14時05分～21時50

1,050円～1,050円

静岡県伊東市富戸１３１７－１３
　伊豆シャボテン動物公園

152

アトラクション受付
他【伊豆ぐらんぱる
公園】（冬休み）

【冬休みアルバイト】
伊豆ぐらんぱる公園での冬休みアルバ
イトです。

・フロント
・アトラクションの受付等管理業務
・ジップライン受付・誘導　

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆シャボテン公園
日雇（日々雇用または１ヶ月未満）(1)8時35分～16時20分

時給 接客

1,200円～1,200円
又は16時00分～21時00

静岡県伊東市富戸
伊豆シャボテン動物公園グループ
内のレストラン
（※就業場所はご希望を伺いま

154

【伊豆高原】ホテル
のフロントスタッフ

リゾートホテルのフロント業務全般を
ご担当いただきます！
【具体的な仕事内容】
・チェックイン業務、客室へのご案内
・チェックアウト業務、お見送り
・客室の清掃、忘れ物チェック
・予約受付や問合せ対応（電話、ウェ

パート労働者 交替制あり 株式会社　リロバケーションズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～16時00分

時給

1,050円～1,050円

静岡県伊東市東松原町１６－３

156

医療事務 精神科・心療内科クリニックの外来事
務全般

〇受付・会計業務
〇保険請求業務（レセプト）
〇診察の補助

パート労働者 医療法人社団　方円会　伊東つくしクリ
ニック雇用期間の定めなし (1)9時30分～17時00分

時給

920円～1,000円

静岡県伊東市富戸１３１７－１４　ザグラン伊豆高原内

155

医療事務 消化器科・外科・内科・肛門科・皮膚
科の外来診療を行うクリニックでの業
務です。
○レセプト入力
○事務・受付対応
（予約受付、精算、電話応対　等）
○院内清掃　等

パート労働者 医療法人社団　洛風会
たかやす医院雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

静岡県伊東市湯川１－１４－１３　湯の花天満ビル２階

時給 医療事務に関する知
識と実務。1,100円～1,200円
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人　令和4年1月5日発行 】

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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） 

     TEL: 0557-45-8103 従業員数 21人

年　　齢: 不問 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: 22052- 2518011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-55-9201 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 月日祝他 歯科衛生士 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: 22052- 2517411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-48-6839 従業員数 6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: 22052- 2578311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-1780 従業員数 25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： 毎　週 時間外 なし 管理栄養士

求人番号: 22052- 2547111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-32-0808 従業員数 10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 准看護師

求人番号: 22052- 2598811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-954-1501 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 火日他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22030-10973611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-54-9988 従業員数 150人

年　　齢: 不問 休　　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: 22052- 2592011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0557-54-1613 従業員数 150人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052- 2583411 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間 介護福祉士

     TEL: 0557-48-0011 従業員数 10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: 22052- 2587911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-48-0011 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 2588111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-54-0054 従業員数 39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: 22052- 2573811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-7270 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 月日他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22052- 2532211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 37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: 22052- 2521711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

時給 (2)9時00分～12時00分

950円～1,200円157

看護助手 ○外来における医療介助
○診療器具の食毒・滅菌、清掃等の作
業
○患者様のご案内
○カルテの準備、等

※保育士の資格をお持ちの方は上記の

パート労働者 医療法人社団　聖和会　上山レディースクリニック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

静岡県伊東市広野１－３－２６

159

整体・エステ【伊
東】

伊東駅前のほぐし屋で、お客様に整
体・アロマエステの施術を行います。

器具を使わず、オールハンドの施術で
す。

保持している技術で時給は異なりま

パート労働者 株式会社　Ｏｎｓｅｎ
雇用期間の定めなし

時給

1,300円～1,500円
又は9時00分～18時00

静岡県伊東市吉田５７３‐３

158

歯科衛生士 １、訪問歯科診療
　　口腔ケア、歯科衛生士業務

２、外来歯科診療
　　歯科衛生士業務

※訪問歯科診療は歯科医師・歯科衛生

パート労働者 アヒルデンタルクリニック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 保育園　学校給食等
の経験あれば可1,000円～1,200円

静岡県伊東市湯川１－８－５
　ほぐし屋

160

栄養士 ・献立表の作成、業者への発注
・保育園の給食の調理
・食材の下ごしらえや離乳食、手作り
おやつの調理
・食器や調理器具類の消毒や調理場の
清掃など
・給食室の衛生管理、等

パート労働者 社会福祉法人栄光会　伊豆栄光富戸保育園
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 マッサージ・アロマ
等の経験者950円～1,100円

又は10時00分～18時00

静岡県伊東市広野４－４－２１　カメダハウスＧ号

162

デイサービス介護業
務／送迎業務（ニチ
イ伊東）

・朝夕のワゴン車にて、デイサービス
をご利用される利用者の方の　送迎業
務
・食事の介助や入浴の介助、排泄の介
助等の身体に関する事
・利用者の方との体操やレクリエー
ション等の提供

パート労働者 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～9時30分

時給

1,600円～1,700円

静岡県伊東市富戸４５－１

161

訪問入浴看護師 訪問入浴介護のお仕事です。

在宅で介護が必要な方へ入浴介護にお
ける利用者様のバイタルチェック・入
浴介助を行います。

介護職員二名と共に、一日平均六名前

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　ティー・シー・エス　伊東営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)8時30分～17時30分

1,520円～1,650円

静岡県伊東市荻４７１－１６
ニチイ伊東

163

看護師　【ケアサー
ビス課】

施設内で介護保険を利用している入居
者を対象とした健康管理を行います。
・施設内診療所への付き添い
・バイタルチェック
・施設内居室への訪問
・夜勤はありません
・オンコール対応はありません

パート労働者 交替制あり 一般財団法人　日本老人福祉財団　伊豆高原〈ゆうゆうの里〉
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)16時30分～18時00

913円～1,012円

　依頼者宅

165

デイサービスの送迎 デイサービス「スマイル」ご利用者様
の送迎業務を担当していただきます
（概ね伊東市内）

【ご利用者様の送迎】
社有車：軽乗用車～普通乗用車（ワゴ
ンタイプ）

パート労働者 株式会社　たばら
「スマイル」雇用期間の定めなし (1)7時30分～9時30分

時給

1,300円～1,400円
又は7時00分～20時00

静岡県伊東市八幡野１０２７

164

登録ヘルパー 訪問介護業務のお仕事です。
自宅より直行直帰の業務なので、仕事
がしやすいです。

○生活支援：買い物、食事作り、掃
除、洗濯


パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　十字の園
『伊豆高原　十字の園』雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

915円～1,000円
又は9時00分～18時00

静岡県伊東市宇佐美１０４８‐１
【デイサービスセンター「スマイ
ル」】

166

居宅介護支援専門員 ケアプラン作成
モニタリング・アセスメント業務
サービス担当者会議の調整・開催
利用者家族へのケアプラン説明と同意
等
上記に付帯した一切の業務


パート労働者 フレックス 株式会社　たばら
「スマイル」雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)15時30分～18時00

915円～1,000円 (3)7時30分～8時30分

静岡県伊東市八幡野１７４１－２６６

168

高齢者の介護（デイ
サービス）

１日５～６名の小規模デイサービスに
て、ご利用者様の送迎、入浴、排せ
つ、レクリエーションなどの日常的な
支援を行います。

◇経験等に応じて、業務内容は相談に
応じます。

パート労働者 交替制あり 株式会社　くくる
　『通所介護くくる』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～18時00分

950円～1,100円

静岡県伊東市宇佐美１０４８－１

167

介護員 「有料老人ホーム　ウェルケア伊豆高
原」において介護業務全般（食事・入
浴・排泄等の介助、外出やレクリエー
ションなどの支援等）を行います。

※入居者数：３０名ほど
※車の運転ができる方には、買い物や

パート労働者 交替制あり 株式会社　有楽
『ウェルケア伊豆高原』雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

時給

930円～1,100円

静岡県伊東市富戸１３１５－１５６

169

調理員　【特別養護
老人ホーム城ヶ崎い
こいの園】

～調理のおシゴトに興味のある方歓迎
します！～
特別養護老人ホームにおけるご利用者
様の食事の調理、配膳等短時
間のお仕事です。

・調理、仕込み、盛り付け、配膳、下

パート労働者 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～13時30分

時給

950円～1,200円
又は8時30分～17時30

静岡県伊東市富戸１２１９－５
『特別養護老人ホーム城ヶ崎いこ
いの園』

13/14



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人　令和4年1月5日発行 】

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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） 

     TEL: 055-954-1501 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22030-10520711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-954-1501 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22030-10529111 各種保険： 労災 月平均 介護福祉士

     TEL: 055-954-1501 従業員数 20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 准看護師

求人番号: 22030-10540411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-35-3022 従業員数 53人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052- 2507211 各種保険： 雇用・労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-33-1500 従業員数 18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: 22052- 2511911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-33-1500 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　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 なし

求人番号: 22052- 2513711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-33-1500 従業員数 18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 なし

求人番号: 22052- 2514811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-954-1501 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-10485511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-954-1501 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 火日他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22030-10502111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-9060 従業員数 20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: 22052- 2570911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-9060 従業員数 20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: 22052- 2508511 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-38-9060 従業員数 20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: 22052- 2510611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0545-72-3211 従業員数 6人

年　　齢: 64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: 22100- 9333311 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市荻４６６－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニチイケアセンター　伊東かどの

171

訪問介護スタッフ
（ニチイケアセン
ター伊東）

◆就業時間は、午前・午後のみなど希
望も考慮し相談に応じます。
在宅での訪問介護業務
・ご利用者のお宅を訪問し、在宅での
生活を支えるために必要な
料理、洗濯等の生活援助
・食事介助や清潔の介助等の身体介護

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

時給 (2)9時00分～18時00分

982円～1,017円 (3)10時00分～19時00170

有料老人ホーム介護
職員（ニチイケアセ
ンター伊東かどの）

有料老人ホーム「ニチイケアセンター
伊東かどの」での介護の仕事です。

・食事介助、入浴介助、排泄介助（お
むつ交換）
・居室整備、外出介助（散歩、買い
物）

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～16時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

1,500円～1,600円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊東市荻門野４７１－１６
ニチイケアセンター伊東

172

有料老人ホーム看護
師（伊東市荻）

当社「ニチイケアセンター伊東かど
の」において、ご入居者様の看護業務
を担当していただきます。
・ご入居者様のバイタルチェック。
・服薬確認、点眼、軟膏塗布等の処
置、記録。
・受診対応、往診対応

パート労働者 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給

1,162円～1,450円
又は8時00分～19時00

静岡県伊東市岡１７１－２

174

送迎兼介護補助【小
規模多機能すかい】

通いを中心として訪問・宿泊を行う介
護施設での業務です。

１日１０名程度の通いの利用者様の送
迎業務です。
ご利用者様のご自宅から介護施設まで
の送迎が

パート労働者 有限会社　アテンド
雇用期間の定めなし (1)8時30分～10時00分

時給 介護職の経験

950円～970円
又は10時00分～19時00

静岡県伊東市荻４６６－７
ニチイケアセンター伊東かどの

173

介護員 介護施設での入居者の生活に関わる介
助業務
○食事介助
○入浴介助
○排泄介助
○病院受診時の付き添い　


パート労働者 交替制あり 株式会社伊豆の里　介護付有料老人ホーム　　　　　　　　　　　サンリッチ伊東
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

時給

1,200円～1,300円
又は8時00分～16時00

静岡県伊東市池６６２－１
　小規模多機能すかい

175

介護職員【管理業務
補佐】

伊豆高原で２ユニット１８名の認知症
高齢者が
生活している施設です。


食事・排泄などの一般介護業務の他、
入居相談や病院受診、家族対応等の業

パート労働者 有限会社　アテンド
雇用期間の定めなし

時給 (2)10時30分～12時00

1,000円～1,050円 (3)18時00分～19時30

静岡県伊東市八幡野１７５９－８
００
　グループホームすかい

177

ケアマネージャー 有料老人ホーム　定員５０名のご入居
されるお客様に対するケアマネジメン
ト全般業務を行います。
ケアプラン作成
アセスメント
担当者会議　等
　　

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

日給

1,375円～1,375円

静岡県伊東市八幡野１７５９－８
００
【グループホーム　すかい】

176

介護職員（夜勤アル
バイト）【グループ
ホームすかい】

伊豆高原の自然に囲まれたのどかな環
境にある『グループホームすかい』に
おける夜勤アルバイトの仕事です。
○主な仕事は、起床介助・トイレ介助
などの身体介助・朝食作り・安否確認
などとなります。


パート労働者 有限会社　アテンド
雇用期間の定めなし (1)21時00分～9時00分

時給 介護業務の経験

1,012円～1,047円
又は8時00分～18時00

静岡県伊東市荻４６６－７
ニチイケアセンター伊東かどの

178

デイサービススタッ
フ／ニチイ伊東

当社「ニチイケアセンター伊東」（デ
イサービス：一日あたりの利用者１５
名程度）において、介護に関る業務を
担当して頂きます。
・デイサービスにおいて食事の介助、
衣類の着脱介助、おむつ交換着脱介
助、入浴介助、散歩の付き添い、利用

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

時給 ケアマネ業務経験

1,315円～1,315円
又は9時00分～18時00

静岡県伊東市八幡野の宿泊施設

180

客室清掃 ホテルの客室清掃業務です。
○掃除機をかける
○ベッドメイク
○バスルーム、洗面、トイレ等の水周
りの拭き上げ清掃
○リネン類など備品の補充、等

パート労働者 太平ビルサービス株式会社　伊東営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時00

時給

950円～950円

静岡県伊東市荻４７１－１６
ニチイケアセンター伊東

179

共用部の清掃 宿泊施設の共用部分の清掃業務です。

○施設内のトイレの清掃
○フロントや脱衣所などの掃除機がけ
○モップで通路を拭き上げ
○アメニティーの補充や棚の拭き上げ
など

パート労働者 太平ビルサービス株式会社　伊東営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時00

時給

950円～950円

静岡県伊東市（伊豆高原　または
南伊東のホテル）
（※相談によりどちらか）

181

大浴場清掃 宿泊施設（旅館）の大浴場清掃業務で
す。
○シャンプー等の補充
○風呂桶やイスの洗浄
○お風呂のお湯を抜いてのデッキブラ
シ清掃
○外風呂の落ち葉などのゴミ取り

パート労働者 交替制あり 太平ビルサービス株式会社　伊東営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市鎌田字城平ノ上１２
７８－１
カインズ伊東店

時給

913円～913円

静岡県伊東市八幡野の宿泊施設

182

（請）日常清掃（カ
インズ伊東店）

「カインズ伊東店」において、店舗内
外の清掃業務を担当していただきま
す。
・床面の拭き掃き清掃に関すること
・男女トイレの清掃に関すること
・ゴミの回収に関すること
・その他、業務に付随する雑務等

パート労働者 株式会社　東亜ビルサービス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～11時00分
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