
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-43-7111 従業員数 15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： なし 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22090-  410021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-413-3290 従業員数 53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: 22020- 1182421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-413-3290 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22020-  648721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-413-3290 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 作業療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22020-  668521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-413-3290 従業員数 94人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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: 22020-  667221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-413-3290 従業員数 94人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 社会福祉士 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: 22020-  671121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-413-3290 従業員数 94人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 精神保健福祉士

求人番号: 22020-  664021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-23-2388 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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: 22090-  310321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-413-3290 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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: 22020-  661621 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： 日祝他 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保育士

求人番号: 22090-  325221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-413-3290 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 臨床心理士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 公認心理師

求人番号: 22020-  669421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 月祝他 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-  498521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 月祝他 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-  507121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 月祝他 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-  508021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

≪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)14時00分～18時30

1,300円～1,500円
又は9時00分～18時30

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

看護師（正・准）
「看護」

＊整形外科外来・通院患者に対する看護
業務に従事して頂きます。

（主な仕事内容）
・医師診察の補助
・外来患者様の案内
・リハビリテーション補助

パート労働者 医療法人社団　万世会　渡辺整形外科
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時30分

時給

1,250円～1,370円

静岡県袋井市堀越３－８－８

2

看護師（こうのとり
保育園）

認可保育園でのお仕事です。
園児定員は１２０名です。
園児の健康管理や職員への衛生教育、保
育業務をお願いします。
必要に応じ、園医および産業医との連携
も行っていただきます。


パート労働者 社会福祉法人聖隷福祉事業団　在宅・福祉サービス事業部
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)9時00分～17時30分 病棟もしくは外来で
の看護経験１年以上1,250円～1,480円

又は8時30分～17時30

静岡県磐田市国府台８４－３
【こうのとり保育園】

3

看護師（訪問看護ス
テーション富丘）

訪問看護のお仕事です。
・ご利用者宅にて健康状態の確認とアド
バイス
・医療的な管理、ケア
・日常生活のケア
・在宅介護の相談や精神的な支援


パート労働者 交替制あり 社会福祉法人聖隷福祉事業団　在宅・福祉サービス事業部
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)9時00分～17時30分

1,200円～1,300円 (3)9時30分～18時00分

静岡県磐田市富丘６７７－１
【聖隷訪問看護ステーション富丘】

4

作業療法士（聖隷放
課後クラブはなえみ
磐田）

放課後等デイサービスでの小学１年生か
ら高校３年生までを対象とした事業で
す。
学校終了後に、お迎えに行き施設で様々
な活動を通して社会性や学習支援をおこ
なっていきます。


パート労働者 交替制あり 社会福祉法人聖隷福祉事業団　在宅・福祉サービス事業部
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)9時00分～17時30分

1,200円～1,300円 (3)9時30分～18時00分

静岡県磐田市上岡田１０７９－１
【聖隷放課後クラブはなえみ磐田】

5

言語聴覚士（聖隷
ぴゅあセンター磐
田）

児童発達支援事業所と放課後等デイサー
ビスでの業務です。
・未就学児童および就学児童への個別の
リハビリ支援
・クラスで行う活動の療育補助業務

【聖隷ぴゅあセンター磐田】は、心身の

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人聖隷福祉事業団　在宅・福祉サービス事業部
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 社会福祉士

1,000円～1,150円

静岡県磐田市上岡田１０７９－１
【聖隷ぴゅあセンター磐田】

6

社会福祉士（聖隷
ぴゅあセンター磐
田）

地域包括支援センターでの相談業務・介
護予防支援をお願いします。

勤務地は、聖隷ぴゅあセンター磐田内に
ある「磐田市南部地域包括支援セン
ター」となります。

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人聖隷福祉事業団　在宅・福祉サービス事業部
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)9時00分～17時30分 児童指導員任用資
格・保育士・社会福
祉士・精神保健福祉

920円～1,450円 (3)9時00分～15時30分

静岡県磐田市上大之郷５１番地
【磐田市南部地域包括支援センター
（ぴゅあセンター磐田）】

7

児童指導員（聖隷
ぴゅあセンター磐
田）

児童発達支援事業所と放課後等デイサー
ビスでの業務です。
・未就学児童および就学児童への療育
【聖隷ぴゅあセンター磐田】は、心身の
発達に課題のあるこどもを
対象に、個々の発達や特性に応じた適切
な支援（療育）を行う施設

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人聖隷福祉事業団　在宅・福祉サービス事業部
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

1,100円～1,200円
又は8時00分～18時00

静岡県磐田市上岡田１０７９－１
【聖隷ぴゅあセンター磐田】

8

保育士 定員７０名の認可保育所です。

（主な仕事に内容）
・０～５歳児までのクラスの保育業務に
従事していただきます。。
　またはフリー保育士としての活動もあ
ります。

パート労働者 あさば保育園
雇用期間の定めなし

時給 障がい児支援経験が
あれば尚可1,000円～1,100円

静岡県袋井市松原１８０３－３

9

保育士（聖隷こども
発達支援事業所　か
るみあ富丘）

グループ療育にて、利用児の直接支援
（１日１０名定員）
主に、昼食以降の日中一時支援の業務を
担っていただきます。利用児の生活介助
や活動補助、午睡やあそびの見守りなど
を行っていただきます。
保育士の他、看護師や作業療法士が働

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人聖隷福祉事業団　在宅・福祉サービス事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時30分～16時00

月給

1,017円～1,401円
又は7時15分～18時30

静岡県磐田市富丘６７７－１
【聖隷こども発達支援事業所　かる
みあ富丘】

10

保育士・保育教諭
（担任）／幼稚園保
育園課　「保育」

磐田市内の公立幼稚園・保育園での「担
任」のお仕事です。

（主な仕事内容）
・保育園、幼保連携型認定こども園の担
任（０～２歳児クラスの
　複数担任またはフリー）

パート労働者 フレックス 磐田市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)9時00分～17時30分

1,200円～1,300円 (3)9時30分～18時00分
又は8時30分～18時00

静岡県磐田市
市内公立園

11

臨床心理士（聖隷放
課後クラブはなえみ
磐田）

児童発達支援センター・放課後等デイ
サービスでのお仕事です。
発達に課題のあるお子さまや障害のある
お子さま、そのご家族の支援をお願いし
ます。保育士や看護師とともに療育を行
います。お子さまやご家族の不安や気に
なっていること、困っていることに対し

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人聖隷福祉事業団　在宅・福祉サービス事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

月給

951円～951円

静岡県磐田市上岡田１０７９－１
【聖隷放課後クラブはなえみ磐田】

12

交流センター事務員
／南（地域づくり応
援課）

会計年度任用職員

（主な仕事の内容）
・交流センターの管理・運営を行いま
す。
・交流センターの庶務を行います。
・交流センターの主催講座等の企画・運

パート労働者 交替制あり 磐田市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

月給

951円～951円

静岡県磐田市下岡田１４２－１
　南交流センター

13

交流センター事務員
／長野（地域づくり
応援課）

【会計年度任用職員】

（主な仕事の内容）
・交流センターの管理・運営を行いま
す。
・交流センターの庶務を行います。
・交流センターの主催講座等の企画・運

パート労働者 交替制あり 磐田市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

月給

951円～951円

静岡県磐田市小島３７４
　長野交流センター

14

交流センター事務員
／見付（地域づくり
応援課）

【会計年度任用職員】

（主な仕事の内容）
・交流センターの管理・運営を行いま
す。
・交流センターの庶務を行います。
・交流センターの主催講座等の企画・運

パート労働者 交替制あり 磐田市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

静岡県磐田市見付２３８５－１０
　見付交流センター
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 月祝他 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-  515121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-39-5661 従業員数 27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-  486721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 06-6473-1459 従業員数 5人

年　　齢: 不問 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 なし

求人番号: 27020- 1831721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-67-1133 従業員数 49人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日他 運行管理者（貨物） 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-  411721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3562-7523 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 2529921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-84-2020 従業員数 31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-  457321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-84-2020 従業員数 31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-  502521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 090-6091-5613 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: 22090-  473321 各種保険： その他 月平均 

     TEL: 053-413-3290 従業員数 117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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 22020-  654121 各種保険： 雇用・労災 月平均 介護職員実務者研修修了者

     TEL: 053-430-5300 従業員数 16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: 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: 22090-  364721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-7914 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: 22090-  320921 各種保険： 労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-39-3370 従業員数 90人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 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: 22090-  412821 各種保険： 労災 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 053-423-1165 従業員数 90人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22020-  979921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-21-2012 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 木祝他 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-  514921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給

951円～951円15

交流センター事務員
／豊浜（地域づくり
応援課）

【会計年度任用職員】

（主な仕事の内容）
・交流センターの管理・運営を行いま
す。
・交流センターの庶務を行います。
・交流センターの主催講座等の企画・運

パート労働者 交替制あり 磐田市役所
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 電話受付、ルート営
業、ワード、エクセ
ル

913円～913円

静岡県磐田市豊浜２９２１－１
　豊浜交流センター

16

一般事務 ショートステイの生活相談員の補助的な
お仕事です。

（主な仕事の内容）
・お客様からの予約を受け付け予約管理
表に入力します。
・新規のお客様情報をシステムに入力し

パート労働者 株式会社　ユニマット　リタイアメント・
コミュニティ
　磐田ケアセンターそよ風

雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 フォークリフト運転
業務1,000円～1,250円

又は8時30分～15時00

静岡県磐田市国府台１０－１

17

倉庫スタッフ
（フォークリフト作
業）　（周智郡）

荷受け・入荷検品・仕分け作業、箱詰め
替
え作業、出荷準備、検品作業など、一般
的な
倉庫管理業務。商品知識が無くてもス
ムー
ズに業務ができるようにサポートします

パート労働者 オーウエル　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円

静岡県周智郡森町中川２０１８
オーウエル株式会社　浜松営業所

18

点呼管理者 定期配送便での出発点呼のお仕事になり
ます。

（主な仕事の内容）
・朝３時～８時までの点呼作業
（乗務員１５名前後の体調確認および当
日の連絡事項）

パート労働者 株式会社　南海サービス
雇用期間の定めなし (1)3時00分～8時00分

時給

1,000円～1,200円

静岡県磐田市堀之内１３６７－１

19

店舗スタッフ（磐田
店・パート）

＊ブランドバッグ・小物・ジュエリー・
時計等、幸せなプレゼント
　選びのお手伝いをする仕事です。
（ブランド品や当社オリジナルブランド
の販売・商品管理・ディス
　プレイ等）
＊未経験者歓迎。

パート労働者 株式会社　ハピネス・アンド・ディ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～21時00分

時給 (2)9時00分～16時00分

1,013円～1,013円 (3)11時00分～14時00

静岡県磐田市高見丘１２００番地
ららぽーと磐田１Ｆ
「ＧＩＮＺＡ　Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ
磐田店」（当社店舗）

20

販売員 接客、販売のお仕事になります。


＊初めての方でも丁寧に指導しますの
で、
　安心してご応募ください。


パート労働者 有限会社　太田茶店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

時給 (2)9時00分～16時00分

1,013円～1,013円
又は11時00分～14時00

静岡県周智郡森町一宮３８２２

21

販売員（土・日・祝
日のみ）

・お茶の販売と接客のお仕事です。

＊土・日・祝日のみの勤務です。

※初めての方でも丁寧に指導をしますの
で安心してご応募下さい。


パート労働者 交替制あり 有限会社　太田茶店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

時給

1,400円～1,400円
又は7時00分～14時00

静岡県周智郡森町一宮３８２２

22

切花の配送及び販売 切花の配送及び販売の仕事になります。

・生花を束ね、袋詰めにする。
・配送（磐田市～掛川市）
・その他上記に関する業務全般に携わっ
ていただきます。


パート労働者 小木園芸　小木秀正
雇用期間の定めなし

時給

920円～1,100円

静岡県磐田市東原３９－１

23

介護職（森町愛光園
又は天宮サテライ
ト）

入所施設の介護業務です。
　・入居者の身の回りのお世話
　・食事・入浴・排泄等の介助
　・レクリエーション補助　等

パート労働者 社会福祉法人聖隷福祉事業団　在宅・福祉サービス事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

時給 (2)9時30分～16時15分

920円～1,000円
又は7時45分～17時00

静岡県周智郡森町一宮３１５０
【森町愛光園】　又は
静岡県周智郡森町天宮１３５０【森
町愛光園天宮サテライト】

24

介護職員（デイサー
ビス）／袋井市

デイサービスでの介護業務になります。

（主な仕事の内容）
・食事、排泄、入浴、見守り介助を行い
ます。
・レクリエーションの準備、実施。
・定員は３５名です。

パート労働者 交替制あり 株式会社　Ｔ・Ｏ・Ｄ　デイサービス　ビーフィット
雇用期間の定めなし (1)8時15分～15時00分

時給

930円～930円

静岡県袋井市下山梨２００６－５

25

楽笑教室（認知症・
閉じこもり・フレイ
ル予防事業）業務員

袋井市社会福祉協議会で楽笑教室（認知
症・閉じこもり・フレイル予防事業）の
運営のお仕事をしていただきます。
（主な仕事内容）
・コミュニティセンター等において、高
齢者を対象としたレクリエ　ーション等
を実施していただきます。

パート労働者 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

時給 デイサービスでの介
護業務経験913円～1,000円

又は12時00分～16時00

静岡県袋井市久能２５１５番地の１　袋井市総合健康センター内

26

豊田ゆうあいの里デ
イサービス　介護職
員

豊田ゆうあいの里デイサービス　介護職
員の募集です。

〇送迎、入浴、ご利用中の必要な介助全
般
〇デイサービスのご利用者様、ご家族様
からの相談を通して、

パート労働者 社会福祉法人　遠州中央福祉会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～13時00分

時給

1,050円～1,200円

静岡県磐田市下万能７００

27

デイサービス介護職
員（豊田一空園）
（６ｈ勤務／日）

食事・入浴・排泄等、ご利用者の日常生
活の介助や自立支援、レクリエーション
プランの作成等が主な仕事内容です。
ご利用者の立場に立ち、ニーズを把握し
て、その方に合ったケアを提供していき
ます。
介護が初めての方でも研修が充実してお

パート労働者 社会福祉法人　八生会
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

950円～1,500円
又は8時30分～19時00

静岡県磐田市東原２０７－１
【介護老人福祉施設　豊田一空園】

28

動物看護師 ※主に犬、猫等の診療病院の補助業務

（主な仕事の内容）
　・動物の世話
　・受付、電話対応
　・パソコン入力（専用ソフトを使用し
てカルテ入力）

パート労働者 株式会社　ぷりずむ　ひかりどうぶつ病院
雇用期間の定めなし

静岡県磐田市今之浦４－４－８
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0570-018-218 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 美容師 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: 14150-  450421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0120-55-8811 従業員数 18人

年　　齢: 不問 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 なし

求人番号: 23110-  774221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0120-55-8811 従業員数 4人

年　　齢: 不問 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 なし

求人番号: 23110-  775521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-84-2020 従業員数 31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-  503421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-435-7134 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22022-  211921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 06-6360-0309 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 27020- 3275221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 06-6360-0309 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 27020- 3277421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0545-61-0365 従業員数 1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: 22100-  460121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-48-6832 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  496821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-36-7004 従業員数 779人

年　　齢: 18歳以上 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-  407421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-34-8111 従業員数 93人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  387921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-85-0629 従業員数 2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-  516021 各種保険： その他 月平均 

     TEL: 0538-30-6340 従業員数 12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: 22090-  356021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 75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 なし

求人番号: 22090-  396121 各種保険： 労災 月平均 

時給 カット経験

1,100円～1,600円
又は9時30分～18時00

29

スタイリスト【静岡
浅羽店】

・カット・カラー・パーマの施術
◆ブランクや年齢を気にされている方、
子育て中の方も
　大歓迎です。

週１日、３ｈ～の勤務可


パート労働者 交替制あり 株式会社ハクブン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 大量調理

920円～920円

静岡浅羽店
静岡県袋井市浅岡３５０　遠鉄スト
ア浅羽店テナント棟１階

30

調理（請）（静岡県
周智郡森町）

＊就業場所において調理業務を行ってい
ただきます。

（切菜、下処理、仕込み、味付け）サー
ビス、片付け

・休憩時間以外は、立ち仕事になりま

パート労働者 株式会社　魚国総本社　名古屋本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～13時00分

時給 大量調理

920円～940円

静岡県周智郡森町睦実１３１０－１
２８
　豊田合成（株）森町工場内食堂

31

調理師（請）（静岡
県）

＊就業場所においての調理業務を行って
いただきます。

　調理（切菜、仕込み、下処理、味つ
け）サービス、片づけ

・休憩時間以外は、立ち仕事になりま

パート労働者 株式会社　魚国総本社　名古屋本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)14時00分～18時00

時給 (2)10時00分～13時00

913円～913円 (3)11時00分～14時00
又は9時00分～16時00

静岡県周智郡森町森西脇２３０５－
１
　豊田合成（株）森町工場独身寮
（サンヒルズ森）内食堂

32

キッチンスタッフ
（厨房スタッフ）

調理補助、盛り付けのお仕事になりま
す。



＊初めての方でも丁寧に指導をしますの
で、

パート労働者 交替制あり 有限会社　太田茶店
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

913円～913円

静岡県周智郡森町一宮３８２２

33

（請）調理補助（磐
田市　東海精機内食
堂）

（請負業務）

調理補助の業務に携わっていただきま
す。
・簡単な調理業務（野菜のカット、うど
ん等のスープの温め）
・食堂・調理場の清掃業務

パート労働者 株式会社いわきゅう　遠州工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時30分

時給

1,000円～1,050円
又は11時00分～22時00

静岡県磐田市中泉２８３０
東海精機株式会社　内食堂

34

キッチン補助・ホー
ルスタッフ（さち福
や磐田）

洗い場での食器洗いやキッチンの調理補
助、
レジ等ホール業務のお仕事です。

パート労働者 株式会社　フジオフードシステム
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

1,000円～1,050円
又は11時00分～22時00

静岡県磐田市高見丘１２００　２Ｆ
２６２０区画
さち福や　ららぽーと磐田

35

洗い場・キッチン補
助・ホールスタッフ
／串家磐田

洗い場での食器洗いやキッチンの調理補
助、
レジ等ホール業務のお仕事です。

パート労働者 株式会社　フジオフードシステム
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

915円～1,100円
又は8時00分～21時00

静岡県磐田市高見丘１２００　らら
ぽーと磐田２Ｆ　２６００区画
串家物語　ららぽーと磐田

36

（請）配膳業務／浜
松市

富士葬祭　浜松市内の葬祭会館におい
て、配膳等に係る業務を担当していただ
きます。
・葬祭料理の配膳（片づけ、セッテイン
グのお仕事）に関する業務
・宴会時のお客様の誘導やテーブルサー
ビス

パート労働者 株式会社　たらちね　富士事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,200円～1,200円
又は8時00分～17時00

静岡県浜松市中区中沢町８５－５

37

農作業 水稲、柑橘、麦、大豆の栽培・管理・収
穫のお仕事になります。

（主な仕事の内容）
・水稲苗作り、水かけ
・田植え作業（機械）、防除作業
・田起こし（トラクター運転）

パート労働者 天野農園
雇用期間の定めなし

時給 (2)0時00分～8時00分

913円～913円

静岡県袋井市友永９２６

38

お餅の製造 各種行事、イベント用（投げ餅他）や、
正月用の
「のしもち」などを製造する仕事です。

（主な仕事の内容）
・前日にお餅用に使うお米の洗米作業が
あります

パート労働者 遠州中央農業協同組合
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～10時00分

時給

1,100円～1,100円
又は8時15分～17時15

静岡県磐田市見付３５９９－１

39

組立作業／パート プラスチック製品等の組立加工作業のお
仕事です。

（主な仕事の内容）
・細かい精密な部品の組立になります。
・製品の外観等を目視で検査します。
・梱包作業や日報記入等、組立作業に付

パート労働者 株式会社　ヤザキ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 自動車塗装等の経験

1,000円～1,500円
又は8時30分～17時30

静岡県磐田市下太１０

40

自動車塗装工 自動車塗装全般の仕事です。

＊高齢者歓迎です。
　定年退職した方等、是非経験を活かし
てみませんか？

パート労働者 有限会社　遠州ボデー
雇用期間の定めなし

時給 (2)13時30分～15時00

1,000円～1,000円

静岡県周智郡森町円田３５９番地

41

運転手 知的・身体的に不自由を感じている児童
の自宅・保育所と

施設間の送迎業務です。


・児童発達支援（０～６歳の未就園児対

パート労働者 特定非営利活動法人　ここつみ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～9時30分

時給 (2)8時30分～18時00分

1,100円～1,100円 (3)13時00分～18時00
又は5時00分～20時00

静岡県磐田市岡９１８－１

42

荷物仕分け作業員
（日勤）

集配トラックドライバーが出発した後の
ターミナル内の
整理整頓を行います。

・規定の位置に台車を並べます。
・先日付荷物を保管場所に移動させま
す。

パート労働者 福山通運　株式会社　袋井支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～13時30分

静岡県袋井市土橋６０
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0538-42-6791 従業員数 9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-  512321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-450-1517 従業員数 2人

年　　齢: 不問 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: 22020-  845221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 080-5945-8371 従業員数 21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: 22020-  786921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-49-4444 従業員数 7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-  349721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 75人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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: 22090-  464421 各種保険： 労災 月平均 

時給 (2)9時30分～12時00分

913円～1,100円 (3)9時00分～12時00分43

梱包作業（午前中） 製品（ビニールフィルム）の梱包作業
（午前中のお仕事です。）

（仕事の内容）
・カットした後のビニールフィルムを袋
詰めし、さらに箱詰めして　出荷できる
状態にします。

パート労働者 有限会社　高橋工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給

920円～920円

静岡県袋井市深見１４０９－１

44

清掃スタッフ（ラク
ラス見付ショートス
テイ）

（請負業務）
介護施設の清掃業務です。
ご利用者の居室、廊下、階段、浴室、玄
関、駐車場の清掃。
他ゴミ回収や消毒作業など。

パート労働者 遠鉄アシスト　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～16時30

時給

913円～913円

静岡県磐田市見付２３５―１０
【ラクラス見付レジデンス】

45

デイサービスの清掃
職員／磐田市森下

「ツクイ磐田」デイサービスでのお仕事
です。
清掃職員として主に以下の業務をお任せ
いたします。

・浴室、浴槽の清掃
・脱衣場の清掃、整理

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ツクイ　静岡圏
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時30分～17時30

時給

913円～913円
又は9時00分～17時00

静岡県磐田市森下２４－１
株式会社ツクイ　ツクイ磐田

46

袋詰作業員 ・袋詰めする原料の目視作業、機械にて
計量する作業、
　出来た商品の箱詰め作業と多数の作業
があります。

・作業内容は難しくはありません。
　原料や製品を運ぶ作業があります。

パート労働者 有限会社　袋井パック
雇用期間の定めなし

静岡県袋井市土橋６０

時給

1,100円～1,100円
又は16時00分～20時00

静岡県袋井市友永５４４－２

47

荷物仕分け作業員
（１５：００より）

・全国から輸送された荷物をお届けする
為、荷物の手仕分け作業を
　行います。
・荷物は段ボールケースに入った荷物を
中心です。
・ラベルに印刷された数字と、台車に置
かれた数字を

パート労働者 福山通運　株式会社　袋井支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時00分～20時00

4/4


