
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-49-4911 従業員数 82人

年　　齢: 64歳以下 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: 22090- 9668511 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-33-4455 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22090- 9698911 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 

     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 なし

求人番号: 22090- 9636411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-45-2771 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 9627511 各種保険： 労災 月平均 1時間

     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- 9683211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-33-3400 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: 22090- 9693511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-33-3400 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: 22090- 9694411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-33-3400 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: 22090- 9695011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-86-6000 従業員数 39人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22090- 9688611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 420人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  270521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-45-3731 従業員数 6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： なし 時間外 あり

求人番号: 22090- 9646611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-44-0033 従業員数 30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- 9639611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-66-6627 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 9651411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-37-2243 従業員数 94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- 9665711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

看護職員 介護老人保健施設袋井ケアセンターでの
看護業務となります。
（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、生活指導などの仕事

パート労働者 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

≪パートタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

時給 (2)8時30分～13時00分

1,600円～2,000円

静岡県袋井市萱間９３３－１

2

看護師または准看護
師

不妊治療を中心としたクリニックでのお
仕事です。
　
　診察介助、注射、採血などの一般的な
看護業務と
　体外受精の採卵介助、胚移植介助など
の業務を

パート労働者 産婦人科　西垣ＡＲＴクリニック
雇用期間の定めなし (1)15時00分～19時00

時給

1,400円～1,550円

静岡県磐田市見付１７５２－５
　磐田在宅医療クリニック

4

世話人 風の駅壱番館は、障がいがある方のグ
ループホームです。

夕方から翌日朝までの生活の支援をする
お仕事です。
（主な仕事の内容）
・食事、トイレ、入浴、着替え等の介助

パート労働者 社会福祉法人　なごみかぜ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)16時00分～10時00

時給

1,250円～1,450円

静岡県磐田市中泉１－６－１６

3

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。

パート労働者 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

時給 保育園、幼稚園等で
の経験あれば尚可


1,000円～1,200円

静岡県袋井市田町１丁目４番１２
　風の駅壱番館（障がい者ＧＨ）

5

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、

パート労働者 専門または短大卒以
上

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)9時00分～18時00分

その他 経験等は必須ではあ
りませんが、障がい
がある方に接したこ

1,083円～1,083円

静岡県磐田市中泉２４１４－１

7

保育士（午後） ＊０歳から５歳児の保育サポートを行っ
ていただきます。　　
　決まった年齢のクラスでの園児の施設
内生活援助と
　指導のサポートをお願いします。
　１００名程の園児がおります。


パート労働者 社会福祉法人　庄栄会　中泉保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)14時00分～17時00

時給 (2)8時30分～16時30分 保育所、幼稚園に勤
めた経験1,020円～1,200円 (3)9時00分～17時00分

静岡県袋井市天神町三丁目２－６
　ＭＯＥ保育園てんじん園

6

保育士 ＊０歳から５歳児の保育サポートを行っ
ていただきます。
　決まった年齢のクラスでの園児の施設
内生活援助と
　指導のサポートをお願いします。
　１００名程の園児がおります。


パート労働者 社会福祉法人　庄栄会　中泉保育園
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 保育所、幼稚園に勤
めた経験1,020円～1,020円

静岡県磐田市中泉２４１４－１

8

保育士（午前） ＊０歳から５歳児の保育サポートを行っ
ていただきます。　　
　決まった年齢のクラスでの園児の施設
内生活援助と
　指導のサポートをお願いします。
　１００名程の園児がおります。


パート労働者 社会福祉法人　庄栄会　中泉保育園
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)14時00分～16時30 保育所、幼稚園に勤
めた経験1,020円～1,020円 (3)14時30分～17時30

又は14時00分～17時30

静岡県磐田市三ケ野１１６９番地

10

幼稚園教諭・保育士
／幼稚園保育園課
「保育」

磐田市内の公立幼稚園・保育園での「英
語通訳」のお仕事です。

（主な仕事内容）

・園児や保護者との通訳


パート労働者 磐田市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時30分

時給 保育所での勤務経験

1,040円～1,040円
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市中泉２４１４－１

9

保育士／パート 一時預かり事業の乳幼児の保育業務のお
仕事になります。

・未就学児のお子さんを時間単位でお預
かりします。

　幼稚園教諭でも可。

パート労働者 社会福祉法人ふたば会　風の森保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分

時給

913円～913円
又は13時00分～18時00

静岡県磐田市
市内公立園

11

一般事務（パート） （主な仕事の内容）

・電話対応、取引業者対応
・各種事務作業（売掛・買掛管理）
・パソコン入力（専用ソフト、エクセ
ル、ワード）
・請求書、納品書の発行・管理

パート労働者 株式会社　レンティック中部　介護ショップちゅーぶ中遠
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

月給 英語での通訳および
翻訳、パソコンでの
文書作成ができるこ

1,384円～1,415円
又は8時30分～17時00

静岡県袋井市山科２９７１－１

13

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

パート労働者 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

時給

913円～913円

静岡県磐田市天龍９４０

12

電話受付員 タクシーご利用のお客様からの電話を受
け、
ＰＣにて簡単な入力（氏名など）をして
配車係に伝達する仕事です

＊先輩社員が丁寧に指導しますので、ご
安心ください。

パート労働者 袋井タクシー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)17時00分～0時00分

時給 (2)9時00分～15時00分

949円～1,115円

静岡県磐田市大中瀬８２３

14

事務補助員（衛生薬
務課）

【会計年度任用職員】衛生薬務課におけ
る以下の事務全般

（主な仕事の内容）
　・各種データ入力、申請書の整理
　・資料のコピー
　・来庁者案内

パート労働者 静岡県西部健康福祉センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

時給 事務経験

1,000円～1,000円

静岡県磐田市見付３５９９－４
　静岡県西部健康福祉センター

1/5



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: 0538-37-2262 従業員数 93人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  243721 各種保険： 雇用・公災 月平均 

     TEL: 0538-58-3070 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-   91221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-58-3070 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  110121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-33-3050 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 あり

求人番号: 22090- 9649711 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 03-5800-3120 従業員数 0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: 13010-11423112 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-44-7208 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 あり

求人番号: 22090-  268021 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0538-43-6050 従業員数 34人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 9669411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-39-6770 従業員数 85人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 9631111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-38-4000 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: 22090- 9616711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-38-4000 従業員数 41人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 9617811 各種保険： 労災 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- 9620311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-37-0135 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日他 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-  230321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-4221-8900 従業員数 19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: 13070-72718411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-353-6868 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 なし

求人番号: 22040-   68421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県磐田市見付３５９９－４
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収納スタッフ（現地
訪問および内勤事
務）磐田市

全国１２０ヶ所以上で、公共上下水道料
金に関わる事務業務を受託している会社
です。
（主な担当業務）
・担当地区内のお客様を訪問し、お支払
いの案内や各種確認
・帰社後のデータ入力、簡単な事務作

パート労働者 第一環境株式会社　磐田営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)9時00分～15時00分

949円～1,115円15

事務補助／２ヶ月 ＊事務補助の募集です。

＜主な仕事内容＞
・文書や資料の作成編集等をパソコン入
力で行います。
・電話や来客者の応対を行います。
・資料等の整理など一般的な事務処理を

パート労働者 静岡県中遠農林事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

日給 オートバイ乗務経験
のある方913円～913円

又は8時25分～17時15

静岡県磐田市福田４００　
　磐田市福田支所２階

17

検針スタッフ 全国１２０ヶ所以上で、公共上下水道料
金に関わる事務業務を受託している会社
です。
（主な担当業務）
・水道メーターの検針業務
・現場での使用状況および漏水調査


パート労働者 第一環境株式会社　磐田営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 パソコン操作やお客
様対応（接客）経験
があると望ましい

950円～950円
又は8時25分～17時15

静岡県磐田市鳥之瀬８３

19

書店訪問営業（ラウ
ンダー）／浜松市／
直行直帰

＊書籍（実用書・児童書など）を販売促
進するラウンダーです。

＊１日４～５店舗書店へ伺い、在庫
チェックをはじめ、チラシを元　に新刊
案内やフェアの提案をして頂きます。


パート労働者 株式会社　西東社インフォヴィア
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～17時00

時給 (2)15時00分～20時00

950円～1,000円 (3)17時00分～20時00

静岡県磐田市福田４００
　磐田市福田支所２階

18

ベビー用品・子供服
の販売（急募！）

〈西松屋チェーン　磐田店〉にて、店舗
作業全般を行って
　いただきます。
（主な仕事の内容）
・レジ作業
・商品の品出し
・商品管理

パート労働者 交替制あり 株式会社　西松屋チェーン　磐田店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～16時00

時給 (2)9時30分～18時30分

949円～1,080円 (3)16時00分～10時00

静岡県浜松市

20

介護職員　未経験者
可（袋井市）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。
・認知症ケアの専門性を高めながら、介

パート労働者 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あり（４ヶ月以上）(1)7時15分～16時15分

日給 営業経験のある方
（業種問わず）1,041円～1,041円

静岡県袋井市青木町６番地の１

22

介護ヘルパー 急性期治療を終了された方が機能訓練と
長期療養生活を送りながら、医療と介護
を同時に提供する病院です。
・入院患者の介護業務をしていただきま
す。
（入浴、食事、清拭、排泄、部屋移動な
どの介助）

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　澄明会　磐南中央病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

時給

1,000円～1,250円

静岡県袋井市堀越２丁目１４－１

21

高齢者向け介護 ・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

パート労働者 ｍｉｎａｍｉｌａｂ　株式会社
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

913円～913円 (3)10時00分～19時00

静岡県磐田市気子島９７８

23

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

パート労働者 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

時給

1,050円～1,150円

静岡県磐田市匂坂上２３４－１

25

介護職員（夜勤）／
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。
夜間の安全をお守りお願いします。

認知症高齢者グループホーム笑円（９床
×２）での業務です。

パート労働者 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)17時00分～2時00分

時給 (2)8時30分～17時30分

913円～913円 (3)10時00分～19時00

静岡県磐田市富丘１３４

24

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）

パート労働者 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

時給

970円～1,200円
又は8時30分～18時00

静岡県磐田市富丘１３４

26

歯科助手 ・治療アシストとそれに基づく説明。
・予約等電話対応、アポイント、清掃
等。

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　豊和会　日野医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)1時00分～10時00分

913円～913円

静岡県磐田市高見丘１２００

28

風の杜／介護老人保
健施設での調理補助

（請負業務）
○施設利用者様の食事調理補助
・仕込、盛付、洗浄、配膳、清掃





パート労働者 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 (1)5時30分～12時00分

時給

1,100円～1,100円
又は8時00分～22時00

静岡県磐田市宮之一色８１７

27

接客・調理（丸亀製
麺　ららぽーと磐田
店）＊急募＊

丸亀製麺　ららぽーと磐田店
【セルフスタイル讃岐うどん店】

　オープンキッチン内での接客・調理・
製麺等のお仕事です。
　分かりやすいレシピや先輩スタッフの
指導があるので

パート労働者 株式会社丸亀製麺
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

静岡県周智郡森町草ケ谷１０４－１

介護老人保健施設　風の杜　厨房

時給 (2)13時00分～19時30

913円～950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）

≪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: 0424-89-8914 従業員数 12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: 13200-17061811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 13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: 13200-17064411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-353-6868 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22040-   74221 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0539-62-5700 従業員数 690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: 22090-   30721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     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: 07040-20878511 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 13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: 13200-17062211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 25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: 13200-17065011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13200-17066311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13200-17042111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 32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: 13200-17045211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0120-314-520 従業員数 87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: 13040-16966412 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-44-2011 従業員数 18人

年　　齢: 69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 なし

求人番号: 22090- 9608711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0537-23-7101 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22060- 7278511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0537-23-7101 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: 22060- 7284811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

時給

930円～930円29

調理補助／周智郡森
町中川

大手企業の施設内食堂で盛付け、食事提
供サービス、洗浄・片付け

〈食数〉昼：２７０食

パート労働者 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)9時00分～14時00分

静岡県袋井市山科池ヶ谷３０８０
ヤマハ発袋井　シダックス店

31

さくらの苑／介護老
人保健施設での調理
補助

（請負業務）
・特別養護老人ホームでの調理補助
　仕込、調理、洗浄、配膳

パート労働者 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

時給

930円～930円

静岡県周智郡森町中川１－２
ヤマハ発森町工場　シダックス店

30

調理補助／袋井市山
科池ヶ谷

大手企業の施設内食堂で盛付け、食事提
供サービス、洗浄・片付け

〈食数〉昼：１７０食

パート労働者 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)9時15分～14時00分

時給 (2)8時30分～17時00分

913円～913円

静岡県磐田市二之宮字仙水１１６２　さくらの苑内　厨房

32

社員レストランの調
理補助

社員レストランの調理補助です。

（主な仕事の内容）
・食材のカット、サラダの盛り付け、配
膳作業

・コーヒーマシンのセッティング

パート労働者 株式会社　ロック・フィールド　静岡ファクトリー
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

913円～950円
又は5時30分～19時30

静岡県磐田市岩井２０１９－８
幸楽苑　磐田岩井店

34

調理補助／磐田市天
竜

大手企業の施設内食堂で盛付け、食事提
供サービス、洗浄、片付け

〈食数〉昼３５０食

パート労働者 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)9時30分～14時00分

時給 (2)11時00分～15時00

1,000円～1,000円 (3)15時00分～22時00

静岡県磐田市下野部２２８０

33

ホールサービス及び
調理補助（磐田市・
磐田岩井店）

■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

930円～930円

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

35

調理補助／磐田市新
貝

大手企業内食堂で盛付け、食事提供サー
ビス、洗浄・片付け

〈食数〉昼：１２００食

パート労働者 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30分～22時00

時給

920円～920円

静岡県磐田市新貝２６３０
ＤＯＷＡメタニクス　シダックス店

37

調理補助／磐田市大
久保

プロスポーツクラブの施設内食堂で盛付
け、食事提供サービス、洗浄・片付け

〈食数〉夕：４０食

パート労働者 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)18時00分～21時30

時給

930円～930円

静岡県磐田市新貝２５００
ヤマハ発動機　９号館食堂　シダッ
クス店

36

調理補助／磐田市新
貝

ＤＯＷＡメタニクス内食堂で盛付け、食
事提供サービス、洗浄、片付け

〈食数〉昼２００食

パート労働者 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)9時15分～14時00分

時給 (2)11時30分～16時30

930円～930円

静岡県磐田市大久保８９１－１０６
※詳細はハローワークの窓口にてご
確認ください

38

調理補助／磐田市新
貝

大手企業内食堂で盛付け、食事提供サー
ビス、洗浄・片付け

〈食数〉昼：１４００食

パート労働者 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)9時30分～14時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県袋井市高尾３０００番地ノブ
レスパルク袋井内
はま寿司　ノブレスパルク袋井店

40

フロント夜勤スタッ
フ

ビジネスホテルのフロント業務のお仕事
です。

・お客様のチェックイン・チェックアウ
ト
・予約などの電話対応
・パソコンでのデータ入力作業　　　な

パート労働者 交替制あり くれたけインプレミアム　袋井駅前
雇用期間の定めなし (1)15時30分～8時30分

時給

950円～1,000円
又は9時00分～0時00分

静岡県磐田市新貝２５００
ヤマハ発動機　新館食堂　シダック
ス店

39

フロア・キッチン・
切り付け（ノブレス
パルク袋井店）

寿司チェーン≪はま寿司≫の店舗スタッ
フ大募集！
１０月にオープンしたきれいな店舗♪
◆未経験・ブランク有ＯＫです

・フロア（ドリンク提供／レジ／テーブ
ルの片付けなど）

パート労働者 交替制あり 株式会社　はま寿司
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

1,000円～1,200円

静岡県袋井市高尾１１２９ー１

41

フィットネス施設・
接客スタッフ

＊お客様とコミュニケーションをとりな
がら、かんたん体操の
　サポートをします。
　お客様が安全に効果的に運動できるよ
うしっかりサポートします。
　他にも受付業務、運動用衣類などの案
内や販売受付などです。

パート労働者 株式会社　矢田　カーブス事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)17時00分～19時00

時給 (2)16時30分～9時30分 ホテルスタッフ経
験・接客業経験950円～950円 (3)21時00分～7時00分

静岡県磐田市国府台３２－４

時給

1,000円～1,200円

静岡県袋井市上山梨２－１２－２　フードマーケットマム内

42

フィットネス施設・
接客スタッフ

＊お客様とコミュニケーションをとりな
がら、かんたん体操の
　サポートをします。
　お客様が安全に、効果的に運動できる
よう見てまわりサポートし　ます。他に
も受付業務、健康管理やアドバイス、運
動用衣類など　の案内、販売。

パート労働者 株式会社　矢田　カーブス事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)15時00分～19時00
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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: 0538-43-2111 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22090- 9638311 各種保険： 雇用・労災 月平均 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

     TEL: 0538-43-2111 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22090- 9613611 各種保険： 労災 月平均 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

     TEL: 0538-58-3070 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090-  106221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-55-4106 従業員数 2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: 22090- 9675211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 090-3971-9788 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 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- 9643411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-437-7555 従業員数 13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 なし

求人番号: 22020-26973611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 072-931-2355 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 27120-14558911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-23-6061 従業員数 76人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 9602411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-488-8866 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22020-  507621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-488-8866 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22020-  508921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-488-8866 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22020-  509121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-472-5191 従業員数 80人

年　　齢: 18歳以上 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: 22020-27033811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-86-6164 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 準中型自動車免許 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- 9648111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-353-2160 従業員数 30人

年　　齢: 不問 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: 22040- 8683011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

43

放課後児童クラブ
（学童保育）指導員

放課後における小学生児童（１～６年
生）の保育のお仕事です。

・授業終了後、お家の方が仕事などで留
守になっている児童へ
　家庭と同じように勉強、遊びなどの生
活指導をしていただき

パート労働者 交替制あり 袋井市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)13時00分～18時15

時給 学童や保育所、児童
館などで勤務経験の
ある方

913円～930円
又は8時00分～17時30

静岡県袋井市上田町３０６－２　花咲く高南っ子クラブ

44

放課後児童クラブ
（学童保育）アルバ
イト指導員

放課後における小学生児童（１～６年
生）の保育のお仕事です。

・授業終了後、お家の方が仕事などで留
守になっている児童へ
　家庭と同じように勉強や遊びなどの生
活指導をしていただき

パート労働者 交替制あり 袋井市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)13時00分～17時30

時給 学童や保育所、児童
館などで勤務経験の
ある方

940円～1,170円
又は7時45分～18時15

静岡県磐田市見付２２６２
　見付配水場

46

農業（メロン園芸） メロンの収穫～植え替えのお仕事になり
ます。

（主な仕事の内容）

・種まき、鉢植えの土入れ
・定植後の葉かき、ヤゴ取り、ピンチ止

パート労働者 鈴木　幸一
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 (2)8時00分～22時00分 パソコン操作やお客
様対応（接客）経験
があると望ましい

913円～913円

静岡県袋井市上田町３０６－２　花咲く高南っ子クラブ

45

見付配水場での守衛
スタッフ

全国１２０ヶ所以上で、公共上下水道料
金に関わる事務業務を受託している会社
です。
（主な担当業務）
・水道施設運転状況のモニター監視
・水道使用者からの電話受付
・緊急漏水および災害等における社内連

パート労働者 第一環境株式会社　磐田営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～22時00

時給

920円～920円

静岡県磐田市太郎馬新田１０６

47

農作業 ハウス内での
メロン・トマト他栽培、管理
・出荷・梱包に関する作業になります。
（ハウス内での作業になります）

シフトは希望があれば当日でも変更可能
です。

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

時給 農作業が好きな方

913円～913円

静岡県磐田市西貝塚横須賀道北３６
９０
【知久屋　イオンタウン磐田店】

49

縫製職〈袋井〉 布団カバーの縫製及び裁断の補助 パート労働者 株式会社　メディケア・リハビリ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給 家事や育児などご家
庭で培ってきた経験
が活かせます。

1,020円～1,120円

静岡県袋井市大野６５０５

48

【高時給×夕方短時
間】知久屋の接客及
び閉店業務イオン磐
田

■お惣菜店舗「知久屋」での、夕方から
のレジ接客や翌日の準備、
　閉店業務などを主に担当して頂くお仕
事です。
■夕方の時間帯は、調理はほとんどあり
ませんが、マニュアルに沿
　った簡単な調理をして頂くこともあり

パート労働者 株式会社　知久
雇用期間の定めなし (1)17時00分～20時30

時給 (2)9時00分～15時00分 汎用旋盤作業

930円～1,050円

静岡県袋井市延久２５３番地

50

汎用旋盤による社内
治工具の製作

・汎用旋盤を使用してただく仕事です。
・社内の治具製作が中心です。
・一部ベアリング量産部品の追加工作業
もあります。
・旋盤の経験が活かせる職場です。

＊重量物を扱う事があります。

パート労働者 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 工業用ミシン使用し
たことがある方、縫
製業務経験者優遇

920円～920円

静岡県袋井市可睡の杜５１－７
【可睡の杜】

52

遠鉄ラクラス（デイ
サービス）のサポー
トスタッフ（福田）

デイサービス利用者増につきサポートス
タッフ
（軽作業＋送迎業務）大募集！

デイサービスでの軽作業とご利用者の送
迎です。乗降時に車いす等
の誘導業務もありますが、丁寧に教育し

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

時給

1,000円～1,000円
又は7時30分～18時00

静岡県袋井市諸井２１６３－１

51

遠鉄ラクラス　デイ
サービスのサポート
スタッフ（可睡の
杜）

デイサービス利用者増につきサポートス
タッフ
（軽作業＋送迎業務）大募集！

デイサービスでの軽作業とご利用者の送
迎です。乗降時に車いす等
の誘導業務もありますが、丁寧に教育し

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

時給

1,000円～1,000円
又は7時30分～18時00

静岡県磐田市福田２２０４－３
【ラクラス福田】
遠鉄バス　福田車庫から徒歩１分

53

遠鉄ラクラス（デ
イ・ショート）のサ
ポートスタッフ（見
付）

利用者増につきサポートスタッフ
（軽作業＋送迎業務）大募集！

デイサービス・ショートステイでの軽作
業とご利用者の送迎です。乗降時に車い
す等の誘導業務もありますが、丁寧に教
育しますのでご安心ください。

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

時給

1,000円～1,000円
又は7時30分～18時00

静岡県磐田市鳥之瀬１４４－２
【磐田営業所】

55

資材運搬、片付け （主な仕事の内容）

・資材置き場から、各現場への資材の運
搬・引き上げ

・資材置き場の片付け


パート労働者 株式会社　ＳＥＩＫＥＮ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

その他 免許累積点数２点以
内913円～913円

又は6時00分～0時00分

静岡県磐田市見付２３５－１０
【ラクラス見付】

54

タクシー乗務員
（パート）（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
オートマチック車
・新人教育は２０日間親切丁寧に指導

パート労働者 交替制あり 遠鉄タクシー　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,100円～1,100円

静岡県磐田市寺谷４９３

56

作業／袋井ロジス
ティクスセンター

・荷物の仕分け業務
・パレットへのはい付け業務

＊業務は手作業となります。

パート労働者 株式会社　天野回漕店
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 経験者優遇

1,000円～1,500円
又は8時00分～17時00

静岡県袋井市小山３７１－１　袋井ロジスティクスセンター
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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: 03-5840-6361 従業員数 111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: 13010-10050412 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-5840-6361 従業員数 111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: 13010-10052812 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 0538-85-1121 従業員数 75人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-   69421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-44-3465 従業員数 7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: 22090-   87621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-456-3611 従業員数 3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: 22020-27171811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-39-1000 従業員数 43人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 9645311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-456-3411 従業員数 2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 なし

求人番号: 22020-27044011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-1920 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 月水木土日祝他 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- 9624711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-36-0480 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 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-  101921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-32-9270 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 9618211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-86-4667 従業員数 27人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 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- 9700311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 大型自動車免許

     TEL: 0538-66-4157 従業員数 300人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090-  240921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-569-3947 従業員数 5人

年　　齢: 60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: 22020-27112711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

静岡県袋井市山科２３１０－１
　当社　袋井センター

58

商品管理（単品）／
静岡県袋井市

食品や日用品を店舗毎に仕分けるお仕事
です。
やり方はカンタンで、レーンに落ちてく
る商品を専用の箱に詰めるだけです。

パート労働者 ピップ物流株式会社
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

1,100円～1,100円57

商品管理（ケース）
／静岡県袋井市

食品や日用品などのケース商品を店舗毎
に仕分け、その商品をカゴ車に積み込む
お仕事です。
重たい商品もありますが、健康的に働け
るので健康維持にピッタリのお仕事で
す。


パート労働者 ピップ物流株式会社
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

915円～915円

静岡県袋井市山科２３１０－１
　当社　袋井センター

59

介護助手 介護老人保健施設の介護士の助手とし
て、ご入所者様の
日常生活の補助業務をしていただきま
す。

＜主な仕事内容＞
・ご入所者様の居住スペースの環境整備

パート労働者 社会福祉法人　茗翠会　介護老人保健施設　風の杜
雇用期間の定めなし (1)9時00分～14時30分

時給

950円～950円
又は9時00分～17時00

静岡県袋井市葵町２－１－１２

61

日常清掃（浜松磐田
信用金庫　磐田本
部）

（請負業務）
浜松磐田信用金庫磐田本部内の、床面、
トイレ、その他共用部の簡単な日常清掃
です。
３名で割り当てられた作業を行います。

パート労働者 交替制あり 東海美装興業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～12時00分

時給

1,000円～1,000円
又は7時00分～17時00

静岡県周智郡森町草ケ谷１０４番地
の１
　介護老人保健施設　風の杜

60

清掃業務 従業員の使用している場所の清掃業務の
お仕事です。

（仕事の内容）

・掃除

パート労働者 株式会社　オールライフサービス
雇用期間の定めなし

時給

920円～920円

静岡県磐田市中泉１－２－１
【浜松磐田信用金庫　磐田本部】

62

パブリック・大浴場
清掃・植栽

ホテルルートイン磐田インターにてパブ
リック清掃、
大浴場清掃、植栽管理の部署です。

（主な仕事の内容）
・西棟、東棟、計２棟のロビー、エレ
ベーター、喫煙所、

パート労働者 ルートインジャパン　株式会社　ホテルルートイン磐田インター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時00

時給 (2)9時00分～15時00分

1,000円～1,000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下さい。

64

スポーツ施設管理
（公園）

（主な仕事の内容）

袋井市内にある

　愛野公園、親水公園、堀越公園の

　トイレ清掃のお仕事になります。

パート労働者 公益社団法人　袋井市スポーツ協会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 (2)8時00分～12時00分

920円～920円 (3)13時00分～17時00

静岡県磐田市見付１８４５－１

63

日常清掃員（磐田
市）

（請負業務）
大手企業での清掃をお願いします。
・工場内のゴミ回収
・トイレ清掃
・通路や階段の床清掃
丁寧に指導致しますので、安心してご応
募ください。

パート労働者 株式会社　メンテックカンザイ　浜松支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

915円～915円

静岡県袋井市豊沢１７２７
愛野公園

65

部品包装、梱包 自動車部品の包装、梱包作業に従事して
いただきます。
・バイク等の小物部品を１個単位で包ん
で袋に入れる。
・化粧箱に入った物を梱包する。
・立ち仕事で１人での作業になります。

パート労働者 有限会社　立花電装
雇用期間の定めなし (1)9時15分～16時00分

時給

1,500円～1,500円
又は9時00分～16時00

静岡県磐田市気子島１３０６ー１

67

工場作業スタッフ
（選別）

・搬入された産業廃棄物を、種類ごとに
手選別する仕事です。

・汚れの有るものや、１０ｋｇ以上の重
い物を持つことも
　あります。


パート労働者 サンワ環境整備　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)10時00分～15時00

913円～950円

静岡県袋井市久能３００１－８
ヤマハ発動機（株）グローバルパー
ツセンター内　立花電装

66

野菜加工 弁当用野菜の下処理作業をしていただきます。 パート労働者 株式会社　いわきゅう
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～12時00分

時給 製造業の工場での経
験1,200円～1,200円

静岡県袋井市新池８４５－１４

68

軽作業（夕方より） ◎小型金属部品に銅材を付ける軽作業で
す。

◎指示カードを元に作業します。


※未経験で始める人がほとんどで、子育

パート労働者 コーケン工業　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時10分～20時20

時給

1,000円～1,000円
又は8時30分～17時30

静岡県袋井市宇刈２５０５－２
事業所名につきましては、ハロー
ワークにお問い合わせください。

時給 (2)7時00分～11時00分

1,000円～1,050円

静岡県磐田市飛平松２１４－１

69

ゴルフ場メンテナン
ス（袋井市）

（請負業務）
　ゴルフ場にて、コース管理全般のお仕
事です。
・主な作業　落ち葉、刈りかす集め、
コース内の清掃、車両での運搬作業もあ
ります。
・はじめは先輩社員と一緒に作業を行い

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　磯部産業
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分
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