
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 090-4238-4105 従業員数 14人

年　　齢: 59歳以下 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: 22090- 9642511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-34-2925 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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: 22090- 9664111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-6722-0597 従業員数 79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 あり

求人番号: 13040-17335512 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-85-0737 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 一級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 二級建築士

求人番号: 22090-  235721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6722-0597 従業員数 79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 あり

求人番号: 13040-17314912 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-6722-0597 従業員数 79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 あり

求人番号: 13040-17349112 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-45-3010 従業員数 5人

年　　齢: 74歳以下 休　　日： 土日他 ２級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090-   96921 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

     TEL: 03-6722-0597 従業員数 61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 あり

求人番号: 13040-17313212 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-59-2111 従業員数 27人

年　　齢: 40歳以下 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: 22090-  122221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-33-4455 従業員数 10人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日祝 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

求人番号: 22090- 9696311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-33-8080 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日祝他 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- 9634211 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 

     TEL: 0538-49-4911 従業員数 82人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 准看護師 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- 9667211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-33-5700 従業員数 14人

年　　齢: 59歳以下 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： なし 時間外 なし

求人番号: 22090- 9615111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-30-7056 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 臨床工学技士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090-  277721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

月給 (2)7時00分～15時00分 農業高校、農林大学
校、企業等での農業
経験

200,000円～220,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

農作業 次の流れで経験を積んでいきます。
・収穫、選別、梱包といった基本的な日
常業務をまず覚えていただ　きます。
・消毒、圃場準備など栽培管理を練習し
ていきます。
・１年の業務の流れをつかめて一通りの
作業ができるようになった　ら、ハウス

正社員 株式会社　メークリヒカイト
雇用期間の定めなし (1)5時00分～13時00分

≪フルタイム≫
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） 

静岡県袋井市山科

3

総合職（技術・図面
業務：電気設備／浜
松市・磐田市・藤枝
市

各建設現場における電気設備施工管理業
務に従事して頂きます。
・未経験の方やブランクがある方も歓迎
致します。
・未経験の方には建設知識等を教育させ
て頂きます。
※随時、会社説明会（主な会場：浜松

正社員 建設関連の学科卒 株式会社メイジン　東京支店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

175,930円～191,920円

静岡県磐田市竜洋中島３５３

2

（派）ボートのエン
ジン関連の外観検査
と仕上げ修正軽作業

ボートエンジンの外観検査・仕上げ・修
正の軽作業。
扱うのは比較的大きなパーツなので、作
業は難しくなく、スグ慣れます。
ライン作業ではなく、作業台を使い、立
ちながら業務を行います。
若いスタッフが多く、風通しのいい職場

有期雇用派遣労働者 株式会社　大善
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給 ＣＡＤによる設計
（設計の経験５年以
上）　接客打ち合わ

200,000円～250,000円

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田市・藤枝市）

4

建築設計 住宅から公共建築の設計・監理のお仕事
になります。


＊経験者の方の募集になります。

正社員 建築科 有限会社　Ｆｏｒｅｓｔ　Ｓｃｅｎｅ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 社会人経験

261,200円～471,670円

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田市・藤枝市）

6

総合職（技術・図面
業務：建築）／浜松
市、磐田市、藤枝市

各建設現場における建築施工管理業務に
従事して頂きます。
・未経験の方やブランクがある方も歓迎
致します。
・未経験の方には建設知識等を教育させ
て頂きます。
※随時、会社説明会（主な会場：浜松

正社員 建設関連の学科卒 株式会社メイジン　東京支店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 社会人経験

261,200円～471,670円

静岡県周智郡森町森１７１７－１　クリエイト１階

5

総合職（技術・図面
業務：空調衛生設
備）／浜松・磐田・
藤枝

各建設現場における空調衛生設備施工管
理業務に従事して頂きます。
・未経験の方やブランクがある方も歓迎
致します。
・未経験の方には建設知識等を教育させ
て頂きます。
※随時、会社説明会（主な会場：浜松

正社員 建設関連の学科卒 株式会社メイジン　東京支店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 経験あれば尚可

215,000円～235,500円

静岡県内各現場（主に浜松市、磐田市、藤枝市）

7

土木現場監督・重機
オペレーター

公共工事等の道路舗装・修繕や宅地の基
礎工事等において
土木施工管理の仕事をお願いします。

（主な仕事の内容）
・工事見積作成
・実行予算作成

正社員 羽鳥工務店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 社会人経験

261,200円～471,670円

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田市・藤枝市）

9

看護師 人工透析、泌尿器科の外来における看護
業務です。

＜主な仕事内容＞
・外来患者に対して予診を行う
・医師の診療介助
・診療後に患者に対して指示等を行う

正社員 変形（1年単位） 医療法人　暢生堂　竜洋クリニック
雇用期間の定めなし (1)7時30分～18時15分

月給 社会人経験

261,775円～481,720円

静岡県袋井市愛野山田川１８９２－３

8

総合職（技術・図面
業務：土木）／浜松
市・磐田市・藤枝市

各建設現場における土木施工管理業務に
従事して頂きます。
・未経験の方やブランクがある方も歓迎
致します。
・未経験の方には建設知識等を教育させ
て頂きます。
※随時、会社説明会（主な会場：浜松

正社員 建設関連の学科卒業 株式会社メイジン　東京支店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)14時00分～19時15

280,000円～460,000円 (3)9時30分～13時15分

静岡県磐田市豊岡５１３５－１

10

看護師 （主な仕事の内容）
・診察介助
・採血
・精子調整
・排卵に伴う一連の操作
（検卵・媒精・顕微授精・胚凍結・解
凍）

正社員 正看護師の資格を有
する方

産婦人科　西垣ＡＲＴクリニック
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時15分

月給 (2)7時30分～15時00分

208,000円～267,000円 (3)7時30分～18時45分

静岡県磐田市二之宮浅間２－１５

12

看護職員（准看護
師）

介護老人保健施設袋井ケアセンターでの
看護業務です。
（主な仕事の内容）
・内服薬の処方管理
・バイタルチェック
・医師の補助、健康管理および、生活指
導などのお仕事です。

正社員 交替制あり 医療法人社団　清怜会　介護老人保健施設　袋井ケアセンター
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 (2)14時30分～18時30

181,000円～300,000円

静岡県磐田市中泉１－６－１６

11

看護師（正・准） 内科、循環器科、外科の看護業務を行っ
ていただきます。

（主な仕事の内容）

・患者様への説明、採血、点滴、注射、
検査、処置等

正社員 サーククリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

月給 (2)8時45分～12時10分

250,000円～330,000円

静岡県袋井市萱間９３３－１

13

放射線技師 レントゲン撮影などの放射線技師業務。
レントゲンに関連するコンピューター打
ち込み
レントゲンに関連する患者様呼び込み
レントゲンに関連する患者様の移動介助
レントゲンに関連する業務をして頂きま
す。

正社員 医療法人社団　高安整形外科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時45分～18時45分

日給

241,000円～241,000円

静岡県袋井市萱間１３０５

月給 (2)8時00分～16時30分

233,000円～326,350円 (3)11時00分～19時30

静岡県磐田市西貝塚２２４３

14

臨床工学技士／から
し種診療所

透析室内における臨床工学技士業務のお
仕事です。

（主な仕事内容）

・穿刺及び回収業務
・プライミング

正社員 交替制あり 医療法人社団　福壽会
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時00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）

≪フルタイム≫
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: 0538-59-2111 従業員数 27人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日他 臨床工学技士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  120721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-38-3904 従業員数 39人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 管理栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 9635511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 13時間

     TEL: 0538-58-1175 従業員数 1人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝 その他の福祉・介護
関係資格

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  154021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-48-8854 従業員数 6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 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22090- 9682811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-48-8854 従業員数 20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 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22090- 9686011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-48-8854 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 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: 22090- 9687311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-58-1175 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 特別支援学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22090- 9629011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

     TEL: 0538-23-0380 従業員数 90人

年　　齢: 59歳以下 休　　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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-   55021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-42-7914 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

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: 22090-  229521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-36-1117 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 9681711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-34-6520 従業員数 50人

年　　齢: 35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 あり

求人番号: 22090- 9622911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0533-84-6861 従業員数 5人

年　　齢: 39歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 23140- 6121011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-39-2770 従業員数 59人

年　　齢: 30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 あり

求人番号: 22090- 9607111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 75人

年　　齢: 18歳～34歳 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 9633811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 27時間

15

臨床工学技士 ・透析室業務
・医療機器のメンテナンス

正社員 変形（1年単位） 医療法人　暢生堂　竜洋クリニック
雇用期間の定めなし (1)7時30分～18時00分

月給

245,000円～281,000円

静岡県磐田市豊岡５１３５－１

16

管理栄養士 当院は、磐田市内を中心としたエリアで
訪問診療・訪問看護を展開している機能
強化型在宅療養支援診療所です。
（主な仕事）
・管理栄養士視点での評価・提案。
・在宅患者訪問褥瘡栄養指導。
・食品サンプルや資料の管理・発注。

正社員 短大、専修学校以
上。

医療法人社団　福在会
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 (2)7時30分～18時15分

213,000円～266,000円 (3)7時30分～15時00分

静岡県磐田市一色２２番地
トラス福田西（相談支援事業所）

18

保育士／ＭＯＥ保育
園やまなし園

小規模保育園（０～２歳児・１２名）の
保育のお仕事です。

（仕事の内容）
・オムツ交換、排泄介助、食事・おやつ
の介助・補助、
　散歩、あそびの観助、

正社員 交替制あり ＭＯＥチャイルドセンター　有限会社　　　　　　　　　　　　　　（ＭＯＥ保育園）
雇用期間の定めなし (1)7時30分～19時00分

月給 相談支援業務従事経
験、173,000円～230,000円

又は8時30分～17時00

静岡県磐田市見付１７５２－５
　磐田在宅医療クリニック

17

相談支援専門員／ト
ラス福田西（相談支
援事業所）

障害児相談支援事業所でのお仕事です。

（主な仕事の内容）
＊相談支援業務
・障がいをもつ方や、そのご家族のご相
談、ご要望を伺い、
　各種サービスの紹介

正社員 医療法人社団木野記念会　福田西病院
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時30

月給 保育園・幼稚園等で
の経験186,000円～210,900円

静岡県袋井市上山梨三丁目５－１
　ＭＯＥ保育園やまなし園

19

保育士／ＭＯＥ保育
園てんじん園

認可保育園（０～５歳児・６０名）の保
育のお仕事です。

（仕事の内容）
・オムツ交換、排泄介助、食事・おやつ
の介助・補助、
　散歩、あそびの観助、登降園の園児の

正社員 交替制あり ＭＯＥチャイルドセンター　有限会社　　　　　　　　　　　　　　（ＭＯＥ保育園）
雇用期間の定めなし (1)7時30分～19時00分

月給 保育園・幼稚園等で
の経験186,000円～210,900円

静岡県袋井市天神町三丁目２－６
　ＭＯＥ保育園てんじん園

21

児童指導員、保育士
／トラス福田西（放
課後等デイサービ
ス）

障害児通所支援事業所（放課後等デイ
サービス）でのお仕事です。

（主な仕事の内容）
・個別支援計画に基づく直接支援及び相
談援助
（発達、知的障害の　ある児童の生活指

正社員 医療法人社団木野記念会　福田西病院
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時30

月給 保育園、幼稚園での
調理経験186,000円～210,900円

静岡県袋井市天神町三丁目２－６
　ＭＯＥ保育園てんじん園

20

栄養士又は管理栄養
士

認可保育園で栄養士のお仕事です。

（仕事の内容）
・献立作成　　でんじん園　６０名
・調理業務　　やまなし園　１２名
・栄養計算　　職員を含め約１００食を
提供しています。

正社員 ＭＯＥチャイルドセンター　有限会社　　　　　　　　　　　　　　（ＭＯＥ保育園）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 介護支援専門員

200,000円～220,000円

静岡県磐田市一色２２番地
トラス福田西（放課後等デイサービ
ス）

22

在宅ケアマネ 居宅介護支援事業所において、介護を必
要とする高齢者の
相談を受けて、その方が心身の状況に応
じた適切な介護サービス
を利用できるように介護サービス計画
（ケアプラン）を作成する
役割です。

正社員 社会福祉法人　デンマーク牧場福祉会　
　特別養護老人ホ－ム　ディアコニア雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 保育園・幼稚園・こ
ども園、（特別支
援）学校、障害児通

173,000円～230,000円
又は8時30分～17時00

静岡県袋井市高尾７８３－４

24

外国人技能実習生の
監理・フィリピン人
技能実習生通訳者

（主な仕事の内容）

・外国人技能実習生の来日支援
・外国人技能実習生に関する書類作成
・外国人技能実習生の受け入れ先企業の
訪問、定期巡回
※主に東海地区

正社員 ＩＭＳ協同組合
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

176,851円～176,851円

静岡県袋井市山崎５９０２番地の１６７

23

居宅介護支援専門員
（ケアプランの作成
等）

袋井市社会福祉協議会が運営する居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターで、居宅介護計画や介護予防サービス等を受けるためのケアプランの作成をするお仕事をしていただきます。正社員以外 社会福祉法人　袋井市社会福祉協議会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給

190,000円～210,000円

静岡県磐田市森下３４６－２　　オフィスＮＮＴ　１階

25

一般事務／正社員 食肉総合卸・販売の会社で、一般事務を
担当していただきます。

（仕事の内容）

・一般事務（庶務）
・伝票入力、発行、整理

正社員 ニクセン　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

200,000円～250,000円

静岡県磐田市岡８９６
株式会社東海典礼　ふじホール竜洋

27

内科受付事務 医師の行った治療処置の記録をもとに、
診療費の計算や診療報酬の請求に必要な
書類の作成業務。

・受付、レセプト処理事務。
・電話対応。
・外来診療の補助。　など。

正社員 短大卒又は専門学校
卒以上

医療法人社団　倫誠会　山下クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時15分

月給

180,000円～350,000円

静岡県磐田市宮之一色９８８－３

26

営業（葬祭スタッ
フ）（磐田）

葬儀打合せ
通夜・葬儀の準備、進行、片付け
集金、商品の配達
搬送、来客対応　他

正社員 株式会社　東海典礼
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 (2)10時00分～19時00

177,200円～230,000円 (3)14時00分～23時00

静岡県磐田市中泉２丁目１番地５

28

物流管理事務員 お客様からの荷物輸送のご依頼（集荷受
付）や荷物の輸送状況のお問い合わせな
どの電話受付、ターミナルにお客様が荷
物を持ち込みや引き取りに来られた際の
接客応対を行います。



正社員 変形（1ヶ月単位） 福山通運　株式会社　袋井支店
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時30分～12時30分

168,000円～183,000円

静岡県袋井市土橋６０

2/7



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）

≪フルタイム≫
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: 0538-23-7001 従業員数 853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- 9641211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-43-8111 従業員数 27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: 22090- 9610411 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-55-0711 従業員数 163人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 9697611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-66-6627 従業員数 29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- 9652011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-21-3920 従業員数 55人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日他 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: 22090- 9630911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-37-2206 従業員数 37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 なし

求人番号: 22090-  123521 各種保険： 雇用・公災 月平均 

     TEL: 0538-37-2206 従業員数 37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 なし

求人番号: 22090-  139821 各種保険： 雇用・公災 月平均 

     TEL: 053-455-1051 従業員数 105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 あり

求人番号: 22020-26974911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-45-2924 従業員数 14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 あり

求人番号: 22090- 9691811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-66-5566 従業員数 40人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090-  224121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0537-26-3031 従業員数 30人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 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: 22060- 7283711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-38-2242 従業員数 39人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 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: 22090-   84521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-459-5656 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日他 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: 22020-  417421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-459-5656 従業員数 2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: 22020-  416521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県袋井市浅名１７４３－１

30

一般事務 東海アクシス看護専門学校（公立）での
事務のお仕事です。

（主な仕事の内容）
・看護学校の庶務的事務

・電話対応など

正社員以外 東海アクシス看護専門学校（公立）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～15時30分

月給

180,000円～240,000円29

資材調達関連業務 業務範囲の拡大に伴う募集になります。

（主な仕事の内容）　　　　　
・資材購入データ分析に伴うプログラム
及び
　マスターの作成・管理


正社員以外 ミネベアミツミ　株式会社　浜松工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給

170,000円～250,000円

静岡県袋井市上田町２６７－３０

31

総務経理事務員 事務全般に従事して頂きます。

（主な仕事の内容）
・勤怠管理・有給管理・作業服管理
・電話対応・来客対応
・伝票の仕訳・出金処理
・専用ソフトでの入力作業　他

正社員 変形（1年単位） 古山精機　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時10分

月給

132,900円～135,000円

静岡県磐田市大中瀬８２３

33

庶務事務業務 【無期雇用だから安心して働ける環境で
す】
・パソコンへのデータ入力・書類・伝票
等のファイリング
・電話応対・来客応対
・工場内の生産伝票等の配布・回収

正社員 株式会社　グリーンテック　磐田営業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 事務経験

176,000円～211,200円

静岡県磐田市宇兵衛新田３７

32

一般事務 運送会社の事務のお仕事です。

＜主な仕事内容＞
・ドライバーから報告される運転日報の
データ入力や経費データ作　成
・倉庫内在庫入出庫管理
・各種書類・伝票の整理

正社員 タカラ流通　有限会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

154,368円～181,417円

静岡県磐田市中泉２２８０－２

34

税務事務の補助 ＊職員の指示に従って下記の作業を行っ
ていただきます。

（主な仕事の内容）
・所得税確定申告書及び関係書類の並び
替え、編綴、
　台帳記入、コピー

正社員以外 高卒以上（見込含
む）

静岡県磐田財務事務所
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

170,000円～220,000円

静岡県磐田市見付３５９９－４

36

医療事務／診療科受
付／磐田市立総合病
院

（請負業務）
◆総合病院の診療科窓口で患者様の受付
対応などのお仕事です。

〈内容詳細〉
・初診、再診患者様の受付
・保険証確認、登録録

正社員以外 株式会社　ソラスト　浜松支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

月給

154,368円～181,417円

静岡県磐田市中泉１１２－４
　磐田税務署内

35

事務補助 課税事務補助
　静岡県の税金を賦課・徴収する県の出
先事務所でのお仕事
　です。

（主な仕事内容）
　・県税の書類整理等　になります。

正社員以外 静岡県磐田財務事務所
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 事務業務

150,000円～250,000円

静岡県磐田市大久保５１２－３
【磐田市立総合病院】

37

事務（８割）・ア
パート・マンション
管理業務（２割）

（仕事の内容）

・電話対応、来客応対
・文書作成（契約書、提出書類等）
・入居前チェック
・退去立会・修繕依頼
・軽微な修繕（月１回程度）

正社員 ＮＡＧＡＩ　ＤＥＳＩＧＮ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

154,900円～154,900円

静岡県磐田市掛塚３５０４

39

品質保証（浅羽工
場）

　　　　　　　◆◆　業務拡大による増
員　◆◆
　プラスチック、ウレタンスポンジ加工
に関する品質管理業務全般
　　・品質関連書類の作成および品質改
善
　　・顧客との品質規格すり合わせ

正社員 変形（1年単位） ミツマル　株式会社　第二事業部
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 経理事務、一般事務
の経験がある方。170,000円～190,000円

静岡県袋井市高尾１１２９－１

38

経理・一般事務 エクセルやワードなどの操作して、伝票
処理、会計事務他データ入力作業になり
ます。
また、その他庶務の業務になります。
・電話・接客対応
・業者への電話確認
・お弁当の手配　等

正社員 株式会社　ナツヤマ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

157,000円～190,000円

静岡県袋井市東同笠２８０　ミツマル株式会社　浅羽工場

40

入荷仕分け・出荷準
備

入荷した製品を、販売先ごとに仕分けを
行い、
出荷指示がある製品の出荷準備を行って
頂きます。

業務フロー
　１：製品入荷

正社員 東海ユニット　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 品質関連実務経験

190,000円～260,000円

静岡県磐田市笠梅４６２－１
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。

42

スーパーでのレジ業
務（磐田市西貝塚）

（派遣業務）
スーパーでのレジ業務を行って頂きま
す。
未経験でも研修がありますので、安心し
て働けます。
幅広い年齢の方が働いています。
アットホームな雰囲気の職場で働こう。

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ワークスタッフ　浜松営業所
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

180,101円～180,101円

静岡県磐田市大久保５１７－２

41

出荷作業（磐田市） （派遣業務）
梱包・出荷業務を行って頂きます。
細かくカットされた鶏肉を小袋に入れ計
測、
　その後真空パックしていただきます。
丁寧に教えてくれるので安心して勤務で
きます。

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ワークスタッフ　浜松営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時15分～17時15分

静岡県磐田市西貝塚横須賀道北３６
９０
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。

時給

190,032円～190,032円
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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）

≪フルタイム≫
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: 0495-25-1000 従業員数 79人

年　　齢: 64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: 11021-   73421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0495-25-1000 従業員数 79人

年　　齢: 64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: 11021-   74321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-445-1000 従業員数 25人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 登録販売者（一般医
薬品）

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: 22020-26958911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 3時間

     TEL: 0538-48-6149 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日他 危険物取扱者（乙
種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 三級自動車整備士

求人番号: 22090-  136121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-32-5181 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 9671911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 9時間

     TEL: 052-586-5164 従業員数 2,044人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 20人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23020-69781611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-44-7208 従業員数 18人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 22090-  264321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0538-44-7208 従業員数 18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

求人番号: 22090-  269721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0538-23-4710 従業員数 17人

年　　齢: 18歳～64歳 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 あり

求人番号: 22090-  272321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 2時間

     TEL: 0538-43-6050 従業員数 34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- 9670611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-58-2550 従業員数 74人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  265621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 1時間

     TEL: 0538-38-4000 従業員数 41人

年　　齢: 18歳以上 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- 9619511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-38-4000 従業員数 26人

年　　齢: 18歳以上 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- 9621611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-30-7526 従業員数 17人

年　　齢: 64歳以下 休　　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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 9684511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

日給 リフォーム関連の知
識がある方198,000円～264,000円43

販売・商品管理等
（磐田豊岡店・リ
フォーム）

店内各売場での接客販売・売り場づく
り・商品管理等
・リフォーム用品の荷受、検品、売り場
への品出し等
・お客様のご自宅の訪問や見積もりをし
ていただくことも
　ございます。

正社員以外 株式会社　カインズ
雇用期間の定めなし (1)9時50分～19時20分

静岡県磐田市下神増９３
カインズ　磐田豊岡店

45

登録販売者（マツモ
トキヨシ）

遠鉄ストアが運営する８店舗にドラッグ
ストアスタッフとして、
レジ、商品陳列、接客等を行っていただ
きます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　遠鉄ストア
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 農業関連の知識のあ
る方189,900円～253,200円

静岡県磐田市下神増９３
カインズ　磐田豊岡店

44

販売・商品管理（磐
田豊岡店・農業資
材）

店内各売場での接客販売・売場づくり・
商品管理等
・農業資材の荷受、検品、売場への品出
し等
・農薬、肥料、用土や農業用資材の販売
接客、売場管理
・お客様の相談対応、アドバイザーとし

正社員以外 株式会社　カインズ
雇用期間の定めなし (1)9時50分～19時20分

月給 (2)11時00分～20時00

161,120円～178,000円

遠鉄ストアが運営するマツモトキヨ
シ８店舗
（東伊場店、池田店、磐田店、菊川
店、立野店、豊川店、浅羽店、新橋

46

ガソリンスタンドス
タッフ

・接客サービス
・給油、灯油の販売、洗車
・車両の点検、清掃　など


＊地域の人達から愛され、明るく、元気
な職場です。

正社員 交替制あり 有限会社　金原石油
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 登録販売者

167,500円～199,200円
又は8時00分～21時00

磐田市鳥之瀬、中央町、袋井市川
井、久能の
いずれかのサービスステーション

48

総合営業職／静岡県
内

○ａｕ、ＵＱスポットで携帯販売のお仕
事です。販売だけではなく、生活に関わ
るサービスなどの提案・営業もお願いい
たします。販売接客や営業経験を活かせ
るお仕事でございます。
また、経歴不問なので、中途の方でも新
卒採用と同条件で採用・評価します。未

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　クロップス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)7時30分～16時30分 危険物取扱者（乙
種）の資格があれば
優遇いたします。

199,000円～245,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県周智郡森町中川４５７－６

47

ガソリンスタンドス
タッフ

・当社サービスステーション（ガソリン
スタンド）における

　給油、洗車作業、整備作業などのお仕
事です。



正社員 変形（1年単位） 第一商事　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)9時30分～18時30分

161,000円～188,000円 (3)16時00分～10時00

静岡県浜松市南区東若林町１４番
ａｕＳｔｙｌｅ浜松若林　他２店舗
※詳細は特記事項参照

49

介護職員（袋井市）
認知症高齢者グルー
プホーム

・１ユニット９名のご入居者のケア全般
を、日中２・３名（早番・　遅番）と夜
勤１名で担当。少人数制のため心にゆと
りを持って関　わることができます。

・ご入居者の生活リズムや趣味活動に寄
り添いつつ食事や衣類の着　脱や排せつ

正社員 変形（1ヶ月単位） メディカル・ケア・サービス　株式会社
　愛の家　グループホーム袋井雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時15分

月給

216,000円～300,900円

静岡県袋井市堀越２丁目１４－１

51

介護職員／グループ
ホーム　ひなた

令和３年４月１日に新規開設した高齢者
グループホームです。
認知症に罹患され、要支援２、要介護１
～５に認定された袋井市内に住所のある
高齢者の方々が共同で生活を送る施設
で、食事、排泄、入浴を始めとした様々
な生活サポートをしていただきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　三宝会　特別養護老人ホーム　紫雲の園
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)9時30分～18時30分 介護実務経験半年以
上
（グループホームで

161,000円～188,000円 (3)16時00分～10時00

静岡県袋井市堀越２丁目１４－１

50

介護職員（初任者研
修）認知症高齢者グ
ループホーム

・学研グループの介護事業の会社として
全国でグループホーム等
　３００拠点以上を展開。
・学研グループならでは、グループホー
ム専門会社ならではの教　　育・研修体
制がございます。
・デイや有料老人ホーム等グループホー

正社員 変形（1ヶ月単位） メディカル・ケア・サービス　株式会社
　愛の家　グループホーム袋井雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時15分

月給

180,000円～226,000円

静岡県袋井市浅名１５７７－１

52

介護職員 ・リンパケア運動指導、食事、入浴、排
泄介助

・サービス時間終了後のデイルームの清
掃

・利用者様の送迎

正社員 交替制あり ｍｉｎａｍｉｌａｂ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)9時00分～18時00分 前歴換算により初任
給を決定します。170,346円～227,794円 (3)11時00分～20時00

又は7時00分～20時00

静岡県磐田市一色２６番地

54

介護職員／認知症高
齢者グループホーム
苦楽舎

少人数の入居者さんと会話を大切にし
て、ほっこりとした生活を送るお手伝い
をお願いします。
認知症高齢者グループホーム苦楽舎（９
床）での業務です。
・トイレ介助（個室にトイレがあり広い
空間での介助）

正社員 交替制あり 有限会社　スリーエス・いわた
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)10時00分～18時30

187,800円～234,800円 (3)9時00分～17時30分

静岡県袋井市青木町６番地の１

53

介護職 介護老人保健施設における利用者への介
護業務
　・食事、入浴、排泄、更衣、移乗、移
動等の介助
　・その他日常生活全般にかかる援助、
それらに伴う記録
　・レクリエーション等余暇活動支援

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　木野記念会　於保老健センター
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時00分

月給 (2)10時00分～19時00

157,500円～214,500円 (3)17時00分～2時00分
又は1時00分～9時00分

静岡県磐田市匂坂上２３４－１

55

介護職員／認知症高
齢者グループホーム
笑円

少人数の入居者さんと会話を大切にし
て、ほっこりとした生活を送るお手伝い
をお願いします。
認知症高齢者グループホーム笑円（９床
×２）での業務です。
・トイレ介助（個室にトイレがあり広い
空間での介助）

正社員 交替制あり 有限会社　スリーエス・いわた
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)10時00分～19時00

157,500円～214,500円 (3)17時00分～2時00分

静岡県袋井市愛野南４－９－１６

月給 (2)17時00分～9時00分 経験者優遇

160,000円～170,000円
又は8時00分～20時00

静岡県磐田市富丘１３４
　認知症高齢者グループホーム笑円

56

老人介護員
「介護」

　登録された高齢者（ご利用者様２９
名）を対象とした介護施設です。
　通常のデイ・ショートステイに訪問を
加え、ご利用者様の日常生活のほとんど
を同じスタッフで支えます。

※訪問時は社用車（主に軽自動車）を使

正社員 変形（1ヶ月単位） 小規模多機能型居宅介護　共生の家
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00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）

≪フルタイム≫
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: 0538-30-7526 従業員数 17人

年　　齢: 64歳以下 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 あり

求人番号: 22090- 9685411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-30-7056 従業員数 36人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 22090- 9672111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-38-3904 従業員数 39人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 社会福祉士

求人番号: 22090- 9678011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-43-6126 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 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 調理師

求人番号: 22090-   50421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-353-6868 従業員数 16人

年　　齢: 64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 あり 栄養士

求人番号: 22040-   60621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-58-2550 従業員数 74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: 22090- 9706211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 3時間

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 13人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日他 調理師 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: 13200-17057311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0538-58-1175 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 9605611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 2時間

     TEL: 0537-23-7101 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: 22060- 7281911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-454-5501 従業員数 3人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22020-27051411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0538-66-5566 従業員数 40人

年　　齢: 18歳～40歳 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  223921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 053-459-5656 従業員数 3人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日他 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: 22020-  422821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-21-5677 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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: 22090- 9699111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 0538-23-6061 従業員数 76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: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 9604311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 6時間

57

老人介護（介護福祉
士資格者）
「介護」

　登録された高齢者（ご利用者様２９
名）を対象とした介護施設です。
　通常のデイ・ショートステイに訪問を
加え、ご利用者様の日常生活のほとんど
を同じスタッフで支えます。

※訪問時は社用車（主に軽自動車）を使

正社員 変形（1ヶ月単位） 小規模多機能型居宅介護　共生の家
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時30分～17時00分

162,500円～194,900円 (3)10時30分～19時00

静岡県袋井市愛野南４－９－１６

58

看護助手／みつはし
医院／透析室

透析室内における看護助手業務になりま
す。

（主な仕事の内容）
・透析患者様の移動の補助
・食事の配膳、下膳
・院内及び周辺の清掃業務

正社員 交替制あり 医療法人社団　福壽会
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

月給 (2)17時00分～9時00分 介護経験

172,000円～196,000円
又は8時00分～20時00

静岡県磐田市見付１７５２－５
　磐田在宅医療クリニック

60

調理員 介護付き有料老人ホーム（３０床）で
の、
朝・昼・夕食・おやつの提供をお願しま
す。

【主な仕事内容】
・メニュー作成、調理

正社員 交替制あり ビスポーク袋井みかど
雇用期間の定めなし (1)5時30分～14時30分

月給

205,500円～282,000円

静岡県袋井市西田２０‐１
　みつはし医院

59

往診アシスタント 当院は磐田市を中心としたエリアで訪問
診療・訪問看護を展開している機能強化
型在宅療養支援診療所です。

仕事は往診アシスタントとして、
・往診車の運転
・診療のための準備

正社員 医療法人社団　福在会
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 調理経験

180,000円～220,000円
又は5時30分～19時30

静岡県袋井市三門町５番地の５

61

さくらの苑／介護老
人保健施設での調理
業務

（請負業務）
○特別養護老人ホームでの調理
・仕込、調理、盛付、洗浄、配膳

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ウェルビーフードシステム
雇用期間の定めなし

月給 (2)10時00分～19時00 調理経験

190,000円～220,000円

静岡県磐田市一色２６番地

63

調理師／磐田市天竜 大手施設内食堂での調理業務


〈食数〉夕１００食


正社員以外 シダックスコントラクトフードサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)17時00分～3時00分

月給 (2)6時00分～14時30分

147,500円～165,000円 (3)11時00分～19時30

静岡県磐田市二之宮字仙水１１６２　さくらの苑内　厨房

62

調理職員 ・介護老人保健施設内厨房における調理
業務（利用者、職員用
　食事、おやつ）

・その他食器や調理器具の洗浄、厨房内
清掃などの付随業務


正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　木野記念会　於保老健センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)5時30分～14時00分

143,000円～165,000円 (3)11時30分～20時00

静岡県磐田市天龍８００
ヤマハ発動機　磐田南工場　シダッ
クス店

64

調理師・栄養士 入院患者さん及び職員の給食調理・盛り
付け・配膳のお仕事になります。

・調理師免許の有無に関係なく働けま
す。

・昼食補助あり。

正社員 交替制あり 医療法人社団木野記念会　福田西病院
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時00分

日給 調理業務の経験

207,000円～207,000円

静岡県磐田市国府台３２－４
カーブス磐田国府台店

66

交通規制警備 （請負業務）
高速道路工事の現場にてカラーコーンな
どの資機材の設置及び撤去の作業を行
い、現場内の異常がないか点検し、工事
車両の誘導を行います。

現場範囲：静岡市～新城市

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社シムックス　浜松募集センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

187,000円～200,400円

静岡県磐田市一色２２番地

65

フィットネス施設接
客スタッフ

＊お客様との対話（コミュニケーショ
ン）が中心の仕事です。
　・受付業務（お客様の情報等の簡単な
入力作業）
　・お客様の健康管理やアドバイス
　・当社取扱い商品（運動用衣類等）の
案内・販売

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　矢田　カーブス事業部
雇用期間の定めなし (1)9時00分～19時00分

月給 (2)15時00分～0時00分

208,000円～360,000円

現場：愛知県東部地区、静岡県西部
地区、静岡県中部地区
現在、静岡県西部地区の周智郡森町
エリア

67

不織布製造ラインオ
ペレーター／磐田市

自動車の内外装（カーペット、トラン
ク、他外装部品）に使われる材料を製造
する設備のマシンオペレーター業務で
す。
原料投入から一連の工程を経て完成品を
製造するラインを管理し、受持ち部署で
の製造上の設備運転のオペレート他、設

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ナツヤマ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

日給 (2)20時00分～5時00分

218,000円～218,000円

静岡県磐田市新貝２５００
事業所名については、ハローワーク
窓口へお問い合わせください。

69

（請）バリ取り作業
及び検査

オートバイ部品のバリ取り、羽布、検査
になります。

（主な仕事内容）
（１）羽布掛け
（２）バリ取り（ベルトン他使用）
（３）検査

正社員以外 有限会社　寺田工業所
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)15時20分～23時55

205,616円～205,616円

静岡県磐田市掛塚３５０４

68

鋳造系作業（交替
制）（磐田市）

（派遣業務）
鋳造職場作業全般を行って頂きます。
（セキ折り、検査、熱処理詰替え、ＧＤ
鋳造、ＦＲ職場）

※３交替部署も有


有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ワークスタッフ　浜松営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時30分～15時20分

月給

165,000円～220,000円

静岡県磐田市天竜８００　　ヤマハ
発動機（株）天竜工場内
　　　磐田市新貝２５００　ヤマハ
発動機（株）本社工場内　

70

機械作業オペレー
ター

・当社にはさまざまな設備を使用したお
仕事があります。
・プレス作業、旋盤作業、ＮＣ自動旋
盤、単機能など、ベアリング
　部品の製造を中心に、各種設備の作業
オペレーターの仕事です。
・幅広い年齢の方が活躍をしています。

正社員 マルトウ工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～16時50分

時給

255,897円～255,897円

静岡県袋井市諸井２１６３－１

5/7



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）

≪フルタイム≫
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: 053-459-5656 従業員数 3人

年　　齢: 18歳～64歳 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: 22020-  420021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-58-1266 従業員数 100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 あり

求人番号: 22090- 9601511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-459-5656 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日他 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: 22020-  419621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0548-32-1151 従業員数 18人

年　　齢: 39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 あり

求人番号: 22081- 4044911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-44-3465 従業員数 8人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 9674811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-67-8888 従業員数 18人

年　　齢: 64歳以下 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: 22090- 9677411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-67-8888 従業員数 18人

年　　齢: 64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- 9679311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-67-8888 従業員数 18人

年　　齢: 64歳以下 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- 9680111 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: 40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 あり

求人番号: 22090- 9673711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-34-2925 従業員数 13人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日 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: 22090- 9662611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-583-1845 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22022- 3609611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 45時間

     TEL: 0538-66-5511 従業員数 886人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 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: 22090- 9626211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-463-3915 従業員数 38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： その他 時間外 あり

求人番号: 22020-26959111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 053-459-5656 従業員数 3人

年　　齢: 18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 あり

求人番号: 22020-  421721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県磐田市新貝２５００
事業所名については、ハローワーク
窓口へお問い合わせください。

72

イヌ及びサルの毒性
試験の担当者

（主な仕事の内容）

・一般毒性試験、薬効薬理試験の試験計
画立案、試験実施、
　データ解析、報告書の作成

・試料採取、分析データ取得、データ解

正社員 株式会社　安評センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)17時00分～1時35分

220,000円～220,000円 (3)6時30分～15時00分71

エンジン部品のバリ
取り・組立・検査
（交替制）（磐田
市）

（派遣業務）
ワークスタッフの正社員として、弊社取
引先事業所において
製造業務に従事して頂きます。
大手企業工場内にてエンジン部品加工の
お仕事です。
部品を削ったり、バリ取り等の作業、検

無期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ワークスタッフ　浜松営業所
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時20分

時給

180,101円～180,101円

静岡県磐田市塩新田５８２－２

73

食品のカット作業
（磐田市笠梅）

（派遣業務）
包丁を使用して鶏肉を一口サイズにカッ
トしていただく仕事です。
カットされた鶏肉を袋に詰める作業もあ
ります。
取り扱う重さは最大５００ｇ程度なので
重量物ではありません。

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ワークスタッフ　浜松営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時15分～17時15分

月給 製薬会社や大学等の
機関で安全性評価の
経験者優遇

200,000円～250,000円

静岡県磐田市福田５４９８－２１
中遠加エ場

75

健康茶の加工、その
他作業

健康茶の原料を粉砕機、焙煎機、ブレン
ド機などを使っての
加工作業のお仕事になります。
　
・小ロットでお客様のご依頼に応じて、
原料の配合　比率、
　粉砕粒度、焙煎温度、熱水抽出等の調

正社員 裁量 株式会社　オールライフサービス
雇用期間の定めなし

月給

160,000円～200,000円

静岡県磐田市笠梅４６２－１
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。

74

鰻製品製造工（中遠
加工場）

鰻の蒲焼、白焼を製造する業務を担当し
ていただきます。
・鰻のカット　・串うち
・袋詰め　　　・真空包装
・箱詰め　　　・計量
・他工場内作業


正社員 変形（1年単位） 静岡うなぎ漁業協同組合
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 ＮＣ及び木工機械経
験285,000円～350,000円

静岡県袋井市村松２１７４
　　第二工場

76

木製品製造（木工Ｎ
Ｃ機械オペレー
ター）／土日勤務

・木工機械オペレーターのお仕事です。
木工用ＮＣ機械（対話式平　安ＦＲＢま
たはＥＲ）担当していただきます。
　（未経験者可）

＊出勤は土日を含めた週５日の出勤とな
ります。

正社員 株式会社　プロダックス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時15分

月給

250,000円～350,000円
又は8時00分～17時30

静岡県袋井市深見１２９－１

78

木製品製造（家具組
立、モール打ち、梱
包等）／土日勤務

　弊社製造の木製品（家具、自動車内装
用品等）のモール打ち・ビス打ち・梱
包・組立・機械補助等を行っていただき
ます。
　自社オリジナルの木製品や造作家具、
量産家具、店舗什器、自動車木製内装品
などフラッシュ、無垢を問わず様々な木

正社員 株式会社　プロダックス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時15分

月給 機械操作やモノづく
りに興味がある方大
歓迎！スキルアップ

285,000円～350,000円

静岡県袋井市深見１２９－１

77

木工機械オペレー
ター／土日勤務

　木工機械オペレーターのお仕事です。
合板などの木材をカットするランニング
ソーや縁張り機など。
　その他の木工機械においてもできる範
囲で担当機械を受け持っていただいた
り、状況に応じて他オペレーターの補助
などもしていただきます。勤務姿勢によ

正社員 株式会社　プロダックス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時15分

月給

200,000円～300,000円

静岡県袋井市深見１２９－１

79

機械オペレーター ラミネート機オペレーターのお仕事で
す。　

・自動ラミネート機、手動機、その他製
本に係る機械の
　オペレーター業務が主になります。


正社員 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

月給

250,000円～350,000円

静岡県磐田市大原

81

（派）成形工程（磐
田市　ミツワ（株）
豊岡工場）

（派遣業務）

ＦＲＰ製品のプレス成形作業
・材料カット
・プレス成形
・バリ取り、穴あけ　など


有期雇用派遣労働者 交替制あり 株式会社オイカワ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時20分～17時20分

時給 (2)14時45分～23時00

168,300円～183,600円 (3)21時00分～5時30分

静岡県磐田市豊岡６０８０－１

80

（派）自動車用ゴム
ホースの製造・加工

ホースの形を形状記憶させる業務。主な
手順はホースを冶具にセットし、
釜に入れて熱処理をして、形状記憶をさ
せます。

力が必要な作業ですが、作業自体はカン
タンなので安心！

有期雇用派遣労働者 交替制あり 株式会社　大善
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 (2)6時30分～15時30分

195,840円～195,840円 (3)15時30分～0時30分

静岡県磐田市東名８０
　ミツワ（株）ホクト事業部　豊岡
工場

82

技術職 ＊四輪車用シート及び自動車部品の生産
を行っています。

【主な業務】
　・生産設備、付帯設備の保全
　・設備の改善、改造等
　

正社員以外 交替制あり 工業高校卒業程度の
基礎知識

株式会社　スニック
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時10分～17時10分

時給 (2)17時20分～2時20分

205,800円～205,800円 (3)18時20分～3時20分

静岡県磐田市森本１１４
【磐田工場】

84

品質管理業務（交替
制）（磐田市）

（派遣業務）
医療用ＣＴ装置を使い、アルミ製品の内
部検査を
行って頂きます。
１．パレットからアルミ製品の取出、運
搬（重量平均５ｋｇ）
２．ＣＴ装置を動かすために、パソコン

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ワークスタッフ　浜松営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時30分～15時20分

月給

207,000円～267,000円

静岡県磐田市東平松１４０３（竜洋シート工場）、磐田市南平松６－２（竜洋パイプ工場）、浜松市浜北区平口５１５８－１（浜北トリム工場）、牧之原市白井１１１１（相良工場）　【場所選択可】

83

製造／ライン責任者
候補（磐田工場）

マスク・包帯等の衛生材料製品のメー
カーの製造工場（磐田工場）に勤務して
頂きます。
機械停止時の一次メンテナンスや、ライ
ンのフォローがメインの業務となりま
す。経験者優遇いたします。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ダイセン
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

静岡県磐田市新貝２５００
事業所名については、ハローワーク
窓口へお問い合わせください。

時給 (2)15時20分～23時55

205,616円～205,616円
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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）

≪フルタイム≫
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: 053-545-6082 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 あり

求人番号: 22020-27158011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-55-1838 従業員数 30人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 9676511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 053-583-1845 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22022- 3610811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 45時間

     TEL: 053-459-5656 従業員数 1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: 22020-  408521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-459-5656 従業員数 1人

年　　齢: 18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 あり

求人番号: 22020-  409421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-472-5191 従業員数 80人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22020-26990911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 27時間

     TEL: 0538-45-3255 従業員数 14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: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 大型自動車免許

求人番号: 22090- 9603011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 053-587-8585 従業員数 70人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 土日 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22022- 3613411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-38-0442 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 9632711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0547-35-5109 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22080- 3545411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-34-8131 従業員数 28人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 玉掛技能者 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

求人番号: 22090-  228221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 その他の建設工事関係資格

     TEL: 080-2628-3000 従業員数 8人

年　　齢: 不問 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-  210421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-48-7214 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 なし

求人番号: 22090- 9612311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-36-1163 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090-  217021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

時給

162,400円～194,880円85

製品検査及びその他
付帯作業（袋井市）

（派遣業務）
研磨工程からの製品検査を倉庫に収める
お仕事です。

有期雇用派遣労働者 株式会社　ＳＰＷ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

静岡県磐田市福田５４９３－３９

87

（派）塗装工程（袋
井市又は磐田市　ミ
ツワ（株）

（派遣業務）

ＦＲＰ製品の仕上作業
・塗装設備オペレーター
・塗装品外観仕上げ
・部品組付け（袋井工場みらもに）　


有期雇用派遣労働者 交替制あり 株式会社オイカワ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時20分～17時20分

時給 プラスチック塗装の
経験190,080円～293,760円

静岡県袋井市山科３０８０
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。

86

塗装 塗装のお仕事を担当していただきます。

　・二輪や四輪に使用する樹脂部品の塗
装。

　・大型製品から小型製品まで取り扱い
ます。

正社員 有限会社　ラマニーズ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

188,600円～188,600円

静岡県袋井市新池１１０７　ミツワ
（株）ホクト事業部　袋井工場
　又は
静岡県磐田市東名８０　　　ミツワ

88

プラスチック部品の
バリ取り・目視検査
（磐田市）

（派遣業務）
プラスチック製品における、プレス成形
作業を行って頂きます。
プレス成形機を使用して、成形作業及び
バリ取り、検査業務のお仕事です。

◎日勤・土日休みのお仕事です♪

有期雇用派遣労働者 株式会社ワークスタッフ　浜松営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時20分～17時20分

時給 (2)17時20分～2時20分

205,800円～205,800円 (3)18時20分～3時20分

静岡県磐田市東名８０
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。

90

タクシー乗務員（経
験者）（磐田営業
所）

「地域の困っている方を助け、当社を支
えてくださる地域の
皆様に公共交通機関として恩返しをす
る」誇りの持てる仕事
です。
＊タクシー専用カーナビ全車搭載、全車
オートマチック

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 遠鉄タクシー　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～14時30分

時給 (2)17時20分～2時20分

188,600円～188,600円

静岡県磐田市東名８０
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。

89

簡単な部品の組付け
業務（交替）（磐田
市）

（派遣業務）
プラスチック部品を加工して、組付けす
る作業です。
プラスチックで出来ているので、重量物
ではありません。
ほとんどの方が業界未経験スタートで
す。

有期雇用派遣労働者 交替制あり 株式会社ワークスタッフ　浜松営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時20分～17時20分

月給 大型自動車乗務経験
フォークリフト技能
講習終了証と操作資

163,500円～198,600円

静岡県磐田市鳥之瀬１４４－２
【磐田営業所】

91

トラックドライバー
（１．５ｔ車～３ｔ
車）

■袋井市を起点に、静岡県内の病院や介
護施設などに、新品の紙　おむつを配達
する仕事です。汚損した分の回収は一切
ありません。
■乗務頂くトラックは１．５ｔ車～３ｔ
車です。改正前の普通運転免許証をお持
ちの方なら、どなたでもご就業頂けま

正社員 有限会社トラスト物流
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)7時00分～19時30分

175,000円～175,000円 (3)9時00分～0時00分

静岡県磐田市向笠竹之内１３５９－
７０
　磐田営業所

93

１０ｔダンプ運転手 コンクリートガラの引き取り、リサイクルコンクリートの配達（浜松～掛川）正社員 有限会社　ワイエス磐田
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 トラックの運転と
フォークリフト操作300,000円～300,000円

静岡県袋井市国本５８８－２

92

大型トラック運転手
（夜間定期便）

大型トラックによる部品配送です。

運行時間は夜間になります。
１９：００～４：００

運行ルートは磐田～横浜の往復です。


正社員 変形（1年単位） 浜名梱包輸送　株式会社
雇用期間の定めなし (1)19時00分～4時00分

時給 フォークリフトの実
務経験がある方は、
採用面で優遇。

216,320円～216,320円

静岡県磐田市笠梅１０６

94

（派）フォークリフ
ト作業員

＊カウンターリフト（１．５ｔ）で、梱
包が終わったパレットを
　指定の場所まで運ぶ作業。

＊その付帯する作業

※工場内での運搬作業です。

有期雇用派遣労働者 アイワークシステムズ　株式会社　静岡支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

月給 大型トラック等の乗
務経験240,000円～260,000円

静岡県磐田市上新屋８１３－３

96

工事特殊車両オペ
レーター運転手　規
制保安監視員

高速道路工事における特殊車両オペレー
ター及び運転手。
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。
働く方の能力や希望に応じて班を分けて
います。ご希望があれば言って下さい。

正社員 株式会社　ＧＨＳ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 土木工事経験

250,000円～400,000円

静岡県磐田市天龍８００

コーチ株式会社（ヤマハ発動機株式
会社　磐田南工場内）

95

土木作業員 公共事業主体の土木施工が主たる業務

・基礎工事や道路工事の掘削やコンク
リート打設、ブロッ
　ク。コンクリート製品の設置等、建
築・土木の各現場に
　おいて土木作業に従事していただきま

正社員 株式会社　扶働
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

152,000円～160,000円

新東名高速道路　岡崎東～新静岡
集合場所：浜松市浜北区

97

（請）清掃作業員／
磐田工場

工場内の清掃全般のお仕事を担当してい
ただきます。

（主な仕事の内容）

・工場内のゴミ集め（製造する際に出る
梱包材料等の

正社員 株式会社　山本環境整備
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

200,000円～300,000円

静岡県磐田市新貝５９－１
　中遠広域粗大ゴミ処理施設　内

月給

170,000円～217,000円

静岡県磐田市岩井２５００
　磐田工場（スズキ磐田工場内）

98

一般廃棄物処理 磐田市新貝にある「中遠広域粗大ゴミ処
理施設」内におけるお仕事です。
（主な仕事内容）
・不燃ゴミ受入、選別等の作業
・ソファー等解体して、分別作業
・その他付随する作業　など
　お仕事の詳細は、面接時にご説明しま

正社員 東海環境整備　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分
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