
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-43-7110 従業員数 7人

年　　齢: 不問 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 あり 准看護師

求人番号: 22090-  584821 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0538-42-3228 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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: 22090-  571621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 4人

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

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保育士

求人番号: 22090-  599121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-85-0284 従業員数 31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: 22090-  559821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-23-8600 従業員数 5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-  680521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 090-5000-4216 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 月水木土日祝他 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: 22090-  661721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-428-7010 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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22021-  217221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 492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-  598921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-66-5231 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: 22090-  619021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-450-1517 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: 22020- 1445021 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0538-31-8800 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: 22090-  553321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-86-3282 従業員数 12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: 22090-  637821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-37-4821 従業員数 778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-  610721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-35-8721 従業員数 1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-  616621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

≪パートタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

時給

1,450円～1,600円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

看護師 耳鼻咽喉科医院でのお仕事です
（主な仕事内容）
・患者様の看護
・医師の指示により看護業務　等


※子育て世代の働き方を応援します。

パート労働者 医療法人社団ちひろ会
宮嶋耳鼻咽喉科雇用期間の定めなし (1)15時00分～18時00

時給

1,400円～1,500円
又は8時30分～17時30

静岡県袋井市堀越２丁目８番地の５

2

看護師（准看護師） 令和４年４月１日に開園する新設の認可
保育所で
いっしょに働きませんか。

・磐田市竜洋（豊岡）地区に新しく開園
する定員２０４名の
　保育園にて０歳～５歳児までの乳幼児

パート労働者 社会福祉法人　明和会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

980円～980円

静岡県磐田市豊岡６６０５－６１
・めいわ竜洋保育園

3

子育て相談員／こど
も未来課

【会計年度任用職員】
子育て相談室でのお仕事です。

（主な仕事の内容）
妊娠中から出産まもないお母さんが安心
して子育てできるよう、ご家庭を訪問
し、育児についてのアドバイスや育児支

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)13時30分～17時00

時給 (2)14時00分～18時00

950円～1,200円

静岡県磐田市上新屋３０４

4

乳幼児の保育 乳児または幼児の保育をしていただきま
す。

またイベント（行事等）の制作等もあり
ます。

＊０歳～６歳、児童数１２０名の保育園

パート労働者 専門学校卒以上 社会福祉法人　一藤福祉会　摩耶保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時10分～12時10分

時給 (2)14時00分～17時30

920円～1,200円

静岡県周智郡森町森１５７５－１

5

保育士 ・小学校１年生から高校３年生までの支
援の必要な児童が対象のお仕事です。
・体験学習のため、他の施設へ出かける
こともあります。
・レクリエーションの企画
・送迎（社用車使用で、軽四又は８人乗
り１ＢＯＸ）

パート労働者 株式会社　ＭＡＨＡＬＯ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

時給

920円～920円
又は15時00分～21時00

静岡県袋井市西同笠３８７－１－２
　子どもハウスＵＬＵ西同笠

6

学習塾採点スタッフ ・学習のプリントの採点をします。
　　（３歳程幼児～中学校程度）
・簡単な指導（数学、国語、英語）もし
て頂きます。
・採点を正確にしていだける方
・子供が好きな方で長く続けていただけ
る方

パート労働者 公文式　城之崎教室
雇用期間の定めなし

時給 事務経験あれば尚良
し915円～1,070円

又は8時00分～17時00

静岡県磐田市城之崎１－８－７

7

事務（中東遠営業
所）

中東遠営業所での事務の仕事です。

・電話対応
・来客対応
・伝票処理（仕入請求書等の入力）
・請求書作成
・文書作成等（パソコンを使っての入力

パート労働者 愛管　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

月給

951円～951円

静岡県磐田市大久保４７５－７
【中東遠営業所】
ヤマハ大久保グランド入口バス停か
ら徒歩１０分

8

事務員／こども未来
課

【会計年度任用職員】
下記のお仕事を担当していただきます。

（主な仕事の内容）
・窓口対応
・電話対応
・書類確認

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30分～17時00分

時給 経理業務の経験

970円～1,070円
又は8時30分～17時30

静岡県磐田市国府台３－１

9

事務職員 白寿園第二居宅介護支援事業所での事務
業務をお願いします。

（主な仕事の内容）
・介護報酬請求業務
・各種申請補助　等
・面会、窓口対応

パート労働者 社会福祉法人　白寿会　（特別養護老人ホーム　白寿園）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

930円～930円

静岡県磐田市新島３７６
　白寿園第二居宅介護支援事業所

10

公共施設スタッフ
（竜洋昆虫自然観察
公園）※週３日

（請負業務）
弊社指定管理施設となる竜洋昆虫自然観
察公園でのお仕事です。
昆虫飼育、施設管理、接客が主な業務で
す。

・昆虫館の受付

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)8時30分～17時30分

時給 (2)9時00分～16時00分 事務経験

915円～915円

静岡県磐田市大中瀬３２０－１
【竜洋昆虫自然観察公園】

11

一般事務 一般事務を担当して頂きます。

＜主な仕事内容＞
　・電話対応、接客業務
　・納品書、請求書等作成業務
　　（売上、仕入管理ソフト使用）
　・簡単な見積書作成

パート労働者 株式会社　高塚機械製作所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)12時00分～17時00

時給 (2)10時00分～17時00

1,000円～1,000円

静岡県袋井市川井８６５－５
（株）高塚機械製作所　竹原産業袋
井事業所

12

事務職 （主な仕事内容）
・パソコン（ワード・エクセル）を使用
しての申請書等の書類作成　が主な仕事
になります。
　※経理等の仕事はありませんので、専
門的な知識は
　　必要ありません。

パート労働者 東海経営情報協同組合
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

月給 一般事務

951円～951円

静岡県磐田市蛭池９９－７

13

一般事務職員／教育
総務課

（主な仕事の内容）

・児童クラブ運営に関する事務

・文書等の収受、発送及び保管に関する
事務


パート労働者 磐田市教育委員会
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

950円～1,050円
又は9時00分～17時00

静岡県磐田市国府台３－１　磐田市役所西庁舎３Ｆ

14

一般事務 一般事務職
・官公庁向けの資料作成
　（パソコン、エクセル・ワード使用）
・官公庁への書類提出
・測量業務の補助
　などの業務です。

パート労働者 土屋事務所
雇用期間の定めなし

静岡県磐田市見付４８５９－１
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0538-43-2111 従業員数 17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 あり

求人番号: 22090-  716721 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 32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-  526221 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-  528421 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 492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: 22090-  529321 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090-  542221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-43-2111 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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 介護支援専門員（ケアマネージャー）

求人番号: 22090-  686021 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-55-0711 従業員数 163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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090-  681421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6397-1620 従業員数 36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: 27060- 1964321 各種保険： 労災 月平均 

     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: 11人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 21020- 1028221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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: 15人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 21020- 1029521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 06-6397-1620 従業員数 36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: 27060- 1968021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-36-6600 従業員数 9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 なし

求人番号: 22090-  524721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-282-8311 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: 22010- 1986321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 053-464-0644 従業員数 26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: 22020- 1492321 各種保険： 労災 月平均 

月給 ・　簡単なパソコン
操作
・　コールセンター

1,055円～1,072円15

一般事務（水道関
係）

（主な仕事の内容）

・　水道関係の届出等の受付、窓口や電
話応対
・　パソコンへの簡単なデータ入力作業
・　書類整理など付随する庶務事務

パート労働者 袋井市役所
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

951円～951円

静岡県袋井市新屋一丁目１番地の１

16

交流センター事務員
／竜洋（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

静岡県磐田市岡７８３－１
　竜洋交流センター

17

交流センター事務員
／豊岡東（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 ・事務職経験者

951円～951円

静岡県磐田市敷地１１８７－３
　豊岡東交流センター

18

事務員／市民課〔会
計年度任用職員〕

磐田市役所市民課でのマイナンバーカー
ドの申請・
交付等に関するお仕事です。

（主な仕事の内容）
・パソコンを使った入力作業
・窓口業務、電話応対

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30分～17時00分

月給

951円～951円

静岡県磐田市国府台３－１

19

交流センター事務員
／福田中央（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 福祉、医療の業務経
験1,055円～1,088円

静岡県磐田市福田１５８７－１
　福田中央交流センター

20

介護認定調査員／保
険課会計年度任用職
員

（会計年度任用職員）

保険課介護保険係の介護認定調査員で
す。

　・介護認定にかかる訪問調査業務
　・介護認定事務にかかる補助業務

パート労働者 袋井市役所
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

950円～950円

静岡県袋井市新屋一丁目１番地の１

21

一般事務 営業課の事務作業のお手伝いをして頂き
ます。

（主な仕事の内容）

営業補助業務
・見積依頼書作成、伝票入力処理

パート労働者 変形（1年単位） 古山精機　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給 (2)11時00分～18時00

930円～1,050円 (3)14時00分～18時00
又は8時45分～18時00

静岡県磐田市宇兵衛新田３７

22

レジ担当（ノブレス
パルク袋井店）

レジ業務を中心にお客様の接客・応対を
していただきます。
状況により売場での商品補充・陳列、
商品整理などをお願いする場合がありま
す。

未経験の方でも一から指導しますので大

パート労働者 交替制あり コーナン商事株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時45分～13時00分

時給 (2)9時30分～16時00分

920円～920円 (3)12時00分～18時00

静岡県袋井市高尾３０００番地
ホームセンターコーナン　ノブレス
パルク袋井店

23

販売員（Ｓｅｒｉａ
マックスバリュ袋井
豊沢店）

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
整っています。

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～14時00分

時給

1,020円～1,020円
又は9時30分～18時00

静岡県袋井市豊沢字高山下１１４２
Ｓｅｒｉａ　マックスバリュ袋井豊
沢店

24

販売員（Ｓｅｒｉａ
マックスバリュ袋井
豊沢店）　短期

１００円ショップの新店にて商品の運
搬・振分け・陳列を
手伝っていただきます。
トラックから降ろした荷物を売り場に運
び、陳列場所へ振り分けます。
その後、売り場に商品を並べるお仕事で
す。

パート労働者 株式会社　セリア
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 (2)13時00分～17時00

930円～1,050円 (3)13時00分～20時00
又は8時00分～20時00

静岡県袋井市豊沢字高山下１１４２
Ｓｅｒｉａ　マックスバリュ袋井豊
沢店

25

売場担当（ノブレス
パルク袋井店）

売場での接客・応対業務のほか、
商品発注、補充・陳列などの売場管理を
していただきます。
状況によりレジ業務をお願いする場合が
あります。

未経験の方でも一から指導しますので大

パート労働者 交替制あり コーナン商事株式会社
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 (2)15時00分～18時30

950円～1,050円
又は8時30分～18時30

静岡県袋井市高尾３０００番地
ホームセンターコーナン　ノブレス
パルク袋井店

26

看護助手 整形外科医院における診療補助の仕事を
していただきます。

・診察室やレントゲン室での患者さんの
呼び込み
・医師の指示による診察補助
・医療器具の消毒や片付け、管理

パート労働者 夏目整形外科
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

時給

920円～960円

静岡県磐田市加茂９１３－２

27

（請）調理補助／袋
井市久能

入所者様への食事提供における盛付、食器及び使用した器具の洗浄・消毒、調理室の洗浄などパート労働者 変形（1ヶ月単位） 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)14時00分～18時00

時給

913円～1,013円
又は10時00分～22時00

静岡県袋井市久能２９９５－２
社会福祉法人明和会　養護老人ホー
ム可睡寮

28

店舗接客・調理補助
（豊田町店）

【店舗接客】
客席案内、お冷出し、注文伺い、料理提
供会計、片付け、清掃など
【調理補助】
食器洗い（洗浄機使用）、盛り付け、麺
茹で、餃子焼き、揚げ物、仕込み、清掃
など。

パート労働者 交替制あり 株式会社　五味八珍
雇用期間の定めなし

静岡県磐田市森下２９－１
【豊田町店】

2/5



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: 053-464-0644 従業員数 31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: 22020- 1493621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-464-0644 従業員数 26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: 22020- 1409321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-270-3601 従業員数 11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: 22010- 1640021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3802-8166 従業員数 17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: 13110- 1335121 各種保険： 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-  604221 各種保険： 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： なし 時間外 なし

求人番号: 22090-  603821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-32-3385 従業員数 14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-  562621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0533-84-6861 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 あり

求人番号: 23140-  291821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-943-7770 従業員数 3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: 22030-  498621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-463-8000 従業員数 3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: 22020- 1453121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-58-2276 従業員数 9人

年　　齢: 64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-  697521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0532-45-4130 従業員数 40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： その他 時間外 あり

求人番号: 23040- 1161821 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0538-36-7004 従業員数 12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: 22090-  660021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-23-9625 従業員数 21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: 22090-  632621 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

時給

913円～1,013円
又は10時00分～22時00

29

店舗接客・調理補助
（福田店）

【店舗接客】
客席案内、お冷出し、注文伺い、料理提
供会計、片付け、清掃など
【調理補助】
食器洗い（洗浄機使用）、盛り付け、麺
茹で、餃子焼き、揚げ物、仕込み、清掃
など。

パート労働者 交替制あり 株式会社　五味八珍
雇用期間の定めなし

時給

913円～1,013円
又は10時00分～22時00

静岡県磐田市福田１３４８－１
【福田店】

30

店舗接客・調理補助
（磐田店）

【店舗接客】
客席案内、お冷出し、注文伺い、料理提
供会計、片付け、清掃など
【調理補助】
食器洗い（洗浄機使用）、盛り付け、麺
茹で、餃子焼き、揚げ物、仕込み、清掃
など。

パート労働者 交替制あり 株式会社　五味八珍
雇用期間の定めなし

時給

920円～1,000円

静岡県磐田市今之浦４丁目２２－３
【磐田店】

31

（請）調理補助／磐
田市【　急募！　】

福祉施設での調理補助（盛付・配膳・食器洗浄・片付け）等パート労働者 株式会社　東洋食品フードサービス　東海事業部
雇用期間の定めなし (1)16時00分～20時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県磐田市加茂３９５
社会福祉法人　八生会　ケアハウス
ゆやの里

32

キッチンスタッフ／
ダイナム静岡袋井店

パチンコ店内に併設されている飲食店内
のお仕事
・麺類や丼物の簡単な調理
・接客
・一日の売上確認
・食材の在庫確認など


パート労働者 株式会社　日本ヒュウマップ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時15分～16時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県袋井市堀越字左ノ前５３１番
地１
ダイナム静岡袋井店　めん六や

33

夕食レストランス
タッフ

ホテルルートイン磐田インターでの調理
及びホール接客、
レストラン業務全般

《ホールのお仕事》
お客様からのオーダーを受け、タブレッ
トを使用し注文します。アルコール作

パート労働者 交替制あり 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)17時00分～23時00

時給

950円～950円
又は17時00分～22時00

静岡県磐田市見付１８４５－１

34

遅番フロント ホテルルートイン磐田インターにて遅番
のフロント業務です。

・チェックイン
・予約確認
・電話応対
・館内・周辺のご案内

パート労働者 交替制あり 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)13時00分～22時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県磐田市見付１８４５－１

35

朝食の配膳 宿泊利用者および施設利用者に対する朝
食配膳業務等の
お仕事に従事していただきます。

パート労働者 合同会社　アクタス富士　　清風会　ふじ苑
雇用期間の定めなし (1)5時00分～8時00分

時給

960円～1,200円

静岡県磐田市西貝塚６０６－１

36

セレモニーアシスタ
ント（磐田）

・通夜、葬儀の準備、片付け及び進行手
伝い
・集金、商品配達
・電話応対、来客応対

パート労働者 株式会社　東海典礼
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

時給

1,000円～1,000円
又は7時30分～19時30

静岡県磐田市岡８９６
株式会社東海典礼　ふじホール竜洋

37

施設警備業務 工場施設内の警備業務を行います。
・出入管理業務
・巡回業務
・開閉門業務
・緊急対処等

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 共栄セキュリティーサービス株式会社　東海支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)19時30分～7時30分

時給 (2)8時35分～17時05分 施設内警備員

913円～1,000円

静岡県袋井市春岡７２３－１
日研フード株式会社

38

宿直警備業務（磐田
市役所）

（請負業務）
磐田市役所の時間外受付
・時間外の来庁者の対応
・外線電話の応対
・建物内の巡回、施錠、開錠
・時間外の戸籍関係の書類の預かり
・その他市役所の業務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 東海ビル管理　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時05分～8時35分

時給 植物の知識

913円～913円
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市国府台３－１
【磐田市役所】

39

鉢物栽培 （主な仕事の内容）

・植物の水やり
・剪定
・植込
・出荷作業等　のお仕事になります。

パート労働者 交替制あり 有限会社　遠州カクタス
雇用期間の定めなし

時給 (2)9時00分～15時00分

920円～920円

静岡県磐田市豊浜４４８２－３

40

苗生産 ・種まき
・接ぎ木作業（細かい作業になります）
・土詰め（ポット）
・出荷のための梱包作業
・鉢上げ（植え替え）
＊ビニールハウス内での作業になりま
す。

パート労働者 トヨタネ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～12時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県磐田市神増字大西５１７－１

トヨタネ（株）磐田ナーセリー

41

野菜加工および運搬 （主な仕事の内容）
・紫蘇葉の漬け込み、堀出し作業

・製品タルの清掃や貯蔵槽の清掃管理

・フォークリフトによるパレット運搬作
業（タル）

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ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)9時00分～16時00分

913円～950円
又は8時30分～17時00

静岡県磐田市上神増２５８６
塩蔵加工場

42

自動車部品の加工・
組立／本社

自動車部品の加工・組立のお仕事です。

（主な仕事の内容）
・オイルエレメントの組立
・自動車部品の検査

　軽量・軽作業

パート労働者 テックキンパラ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

静岡県袋井市富里２５０番地
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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: 053-525-8333 従業員数 20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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22020- 1573621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-23-6163 従業員数 9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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090-  627021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-23-9449 従業員数 6人

年　　齢: 不問 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-  648521 各種保険： 労災 月平均 

     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- 6195921 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 053-435-7134 従業員数 24人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 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: 22022-  278321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-36-8792 従業員数 3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-  534221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-36-8792 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: 22090-  536421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-85-1121 従業員数 87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-  547921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-484-3081 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 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- 1786721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-463-8000 従業員数 2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: 22020- 1589321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-55-3610 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  646821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-523-6431 従業員数 1人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 火木土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22020- 1443921 各種保険： 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-  602721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-39-3370 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  527521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

時給

1,050円～1,250円
又は8時08分～17時00

43

伝票入力・選別・検
査・梱包（磐田市）

（請負業務）
・前日に作業した製品の日報を集計し、
伝票を作成して頂きます。
同時にＰＣ入力もして頂き、請負先への
報告をしていただきます。
慣れた方だと、午前中で出来る作業で
す。時間があるときは、

パート労働者 三友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～17時00分

時給 トラックに乗務した
経験1,000円～1,250円

又は8時00分～17時00

静岡県磐田市上新屋７４８
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。

44

構内輸送作業 工場内で商品を輸送する仕事です。
・２ｔトラックに乗務していただきま
す。
・積荷はダンボールの半製品です。
・商品の移動、積込みはローラーとハン
ドルリフトを使用します。


パート労働者 稲垣運輸　有限会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 造園業の経験者尚良
し950円～1,300円

静岡県袋井市浅名１４３２

45

造園土木作業員 ＊公共事業・一般家庭・工場（ヤマハ発
動機、鈴与セキュリティ）　等の植木の
手入れ（剪定）、草刈り、芝刈り等。

　・抜取除草（草取り）および片付け
　・建設重機運転出来る方歓迎　　　
　　　　　　　　　　

パート労働者 有限会社　高松造園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

950円～950円
又は9時00分～17時00

静岡県袋井市浅羽２６７０－８

46

商品管理（単品）／
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

913円～913円

静岡県袋井市山科２３１０－１
　当社　袋井センター

47

お弁当の配送（磐田
市気子島）

お弁当のルート配送のお仕事です。

お弁当の積込作業
お弁当のルート配送業務
お弁当の空容器回収業務
お弁当の空容器を洗浄場所へ降ろす業務


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～15時00分

時給 (2)9時15分～14時30分

913円～950円 (3)14時30分～18時15

静岡県磐田市気子島１３０６－１　磐田工場

48

フラワーショップス
タッフ

・花福本店より取引先スーパーへの花の
納品、売場管理、配達業務
（浜松市、磐田市、菊川市の９店舗）…
軽のバンを使用します。

・花福リブロス笠井店の勤務もありま
す。（応相談）

パート労働者 株式会社　花福
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時00分

時給 (2)9時00分～14時00分

913円～950円
又は8時30分～14時00

静岡県磐田市池田１１８３－１
遠鉄バス　熊野公園入口バス停　徒
歩３分

49

生花配達と売場管理 ・取引先スーパーに花屋の売場の製作を
していただきます。
・軽荷物車にて、取引先店舗へ生花商品
の配送をしていただきます。
・鮮度管理、ＰＯＰ書き等もあります。
　※レジ打ち業務はありません。


パート労働者 株式会社　花福
雇用期間の定めなし (1)8時30分～13時30分

時給

915円～915円

静岡県磐田市池田１１８３－１
遠鉄バス　熊野公園入口バス停　徒
歩３分

50

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 (2)8時30分～12時30分

913円～920円

静岡県周智郡森町草ケ谷１０４－１

51

清掃員スタッフ（袋
井市）

（請負業務）
工場内のトイレ清掃、洗面所清掃他の清
掃を行っていただきます。
※経験者はもちろん、未経験の方でも、
スタッフが親切丁寧に指導いたしますの
で、安心してご応募ください。

パート労働者 交替制あり キィウイ株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

時給

913円～950円

静岡県袋井市新池５２４－１
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。

52

清掃スタッフ（高砂
フードプロダクツ）

（請負業務）

工場内ロッカー・トイレ・建物周辺の清
掃

　作業場毎に１名で行っていただきま
す。

パート労働者 東海ビル管理　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

時給

950円～1,000円
又は9時00分～17時00

静岡県袋井市湊４２０７番地の２
【高砂フードプロダクツ株式会社】

53

クリーンスタッフ 　磐田市内にある施設の清掃業務です。
　・ダスターモップ掛け
　・トイレ清掃　　などをしていただき
ます。


　＊就業場所は１ヵ所でも可能です。

パート労働者 有限会社　フィールド
雇用期間の定めなし

時給

950円～1,000円

静岡県磐田市福田１２８２－３

54

清掃作業員（株式会
社オキソ）

（請負業務）
工場の事務所棟の清掃業務
トイレ清掃・モップかけ・掃除機かけ
等

パート労働者 東海建物管理　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

時給

950円～950円

静岡県磐田市下岡田１１０－１
【株式会社オキソ】

55

早番フロント ホテルルートイン磐田インターにて早番
のフロント業務です。

朝の時間帯は、ご宿泊のお客様のチェッ
クアウト手続きをお願いします。また、
朝食のご案内をしたり、ホテル周辺の情
報をご提供することもあります。他にも

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)8時00分～13時30分

時給

913円～963円
又は13時00分～17時00

静岡県磐田市見付１８４５－１

56

クリーンスタッフ ・施設内の清掃
　共用部分のトイレ、廊下、階段、エン
トランス等の清掃
・業務利用者様の衣類洗濯
　洗濯業務は、業務用洗濯・乾燥機使用
します。
　出来上がったものは、たたんで、ユ

パート労働者 交替制あり 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

静岡県磐田市下万能７００
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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: 0538-36-4622 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 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-  630421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-42-1133 従業員数 92人

年　　齢: 18歳以上 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-  590021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-74-7324 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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-  636721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-42-3225 従業員数 91人

年　　齢: 60歳以上 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 なし

求人番号: 22090-  586521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 06-6397-1620 従業員数 36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: 27060- 1966921 各種保険： 労災 月平均 

時給

950円～1,100円57

洗車・車内清掃など
の軽作業

・洗車等をしてお客様への納車準備をし
て頂きます。

・店内外の清掃、雑用。

・車の好きな方歓迎します。　　　　　

パート労働者 株式会社　ＡｕｔｏＳｈｏｐＩｗａｔａ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時00分

時給

913円～913円

静岡県磐田市大立野３３０－１

58

夜間荷物の行先別仕
分作業

・夜間到着した荷物を、行先別（掛川
市、袋井市、磐田市）
　に仕分けをする。

・１個１０ｋｇ以上の荷物もあり、体力
のいる仕事です。


パート労働者 西濃運輸　株式会社　袋井支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)22時00分～3時00分

時給

918円～1,000円

静岡県袋井市堀越３６１

59

ライン作業補助 
（仕事の内容）
・食品関係の会社で製造ラインを行って
もらいます。

＊未経験者歓迎

パート労働者 千和株式会社　すみれの丘
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給 (2)14時10分～17時15

913円～913円
又は8時15分～17時15

静岡県袋井市栄町１３－２２

60

構内作業 製品収納用ダンボール箱の組立作業をし
ていただきます。

（主な仕事内容）
◆立ち作業（冷暖房完備）
◆通院期間中の外出などが可能です
◆午前勤務、午後勤務の交代制が優先し

パート労働者 交替制あり 株式会社　望月プレス工業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～11時35分

静岡県袋井市高尾３０００番地
ホームセンターコーナン　ノブレス
パルク袋井店

時給 (2)13時00分～17時00

930円～1,080円
又は8時00分～17時00

静岡県袋井市広岡１３５９

61

品出し担当（ノブレ
スパルク袋井店）

売場での商品補充・陳列・接客が中心の
お仕事です。
状況により、店舗の荷受場・倉庫にて
入荷商品の荷受・検品業務をしていただ
くこともあります。

未経験の方でも一から指導しますので大

パート労働者 交替制あり コーナン商事株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～13時00分
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