
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-85-1073 従業員数 1人

年　　齢: 59歳以下 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-  794421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-2111 従業員数 19人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 司書 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  718221 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-85-3065 従業員数 13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-  829121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-45-3077 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 薬剤師 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: 22090-  761421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-49-1331 従業員数 13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-  843621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-43-2111 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 管理栄養士 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-  768821 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 28時間

     TEL: 0538-35-5808 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 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-  782721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 070-8434-3348 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  821721 各種保険： その他 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-  737421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 092-588-8711 従業員数 25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: 40010- 5750621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-31-3800 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090-  788621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5860-9490 従業員数 68人

年　　齢: 不問 休　　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: 13040- 9253521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-32-9088 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090-  722921 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0538-33-6118 従業員数 10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: 22090-  813721 各種保険： 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

920円～920円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

一般事務 パソコン操作（エクセル、ワード等）
電話、来客応対
資料整理
労金、全労済受付業務

パート労働者 フジコ労働組合
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給

919円～925円
又は10時30分～19時15

静岡県周智郡森町睦実１１２３－２

2

一般事務（短期間・
短時間パートタイ
ム）／袋井図書館

図書の貸出、返却などの窓口業務や電話
対応、

図書の整理、その他一般事務

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ヶ月以上）(1)9時00分～17時45分

時給

950円～1,200円

静岡県袋井市高尾町１９－１　袋井図書館

3

販売・袋詰め ・お客様へのお茶の販売、お茶だし
・お茶の袋詰め、包装、シール貼り
・お茶の発送
・車の運転有り

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

時給 (2)9時00分～14時00分

2,100円～2,600円
又は8時30分～18時00

静岡県周智郡森町問詰６２６－５

4

薬剤師（袋井市） ヒロオカ薬局での薬剤師業務です。

（主な仕事内容）
・保険調剤薬局で医師などの処方箋に基
づき医薬品の調剤を行う、　薬剤師とし
ての業務全般。
・処方箋による調剤、投薬等です。

パート労働者 株式会社　アソシア
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

時給

1,500円～1,500円

静岡県袋井市広岡１４４９－２

5

看護師（正又は准） 診療所における外来の患者さんへの看護
師のお仕事です。

＜主な仕事の内容＞

・診療介助
・採血、検査

パート労働者 医療法人社団　山名会　山名診療所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

月給 栄養士に関する業務

1,055円～1,088円

静岡県袋井市春岡５８８－１

6

栄養士（通年パート
タイム会計年度任用
職員）

（主な仕事の内容）

・食物アレルギーを持つ児童生徒等の献
立作成、
　
　食材発注、調理指示、保護者面談等


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00分～15時00分

時給

950円～1,050円

静岡県袋井市深見２３７番地

7

就労継続支Ａ型事業
所就労支援員

就労継続支援事業所内における、

利用者さんへの業務指導、作業容量の把
握、補助

作業と致しましては事業所内で行う軽作
業を担当して

パート労働者 ＡＬＳＩＡ　合同会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～13時00分

時給

1,200円～1,200円
又は9時00分～16時15

静岡県磐田市見付１３３３－７

8

児童指導員・保育士
（児童発達支援事業
所）

・２０２２年５月に「こども発達サポー
トセンターここもど（児童発達支援事業
所）」新規開所につき、スタッフを募集
します。
・０～６歳までの就学前の児童に対し
て、１コマ４５分間の個別療育を行うス
タッフを募集します。一日に２～４コマ

パート労働者 高専・短大・大学・
大学院いずれかの卒
業が必須。

もこあもこ　合同会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 保育所での勤務経験

1,200円～1,200円
又は7時30分～11時30

静岡県袋井市神長９－２

9

保育士／パート（午
前中）

・早朝時間（７：００～）０歳児～５歳
児クラスの乳幼児の保育、
　および保護者の支援をしていただきま
す。
　登降園時の受け入れから、排泄、着替
えなどの生活の援助等を
　行っていただきます。

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)7時00分～11時00分

時給

950円～1,300円

静岡県磐田市三ケ野１１６９番地

10

生花スタンドの装
飾・販売・配達／磐
田市

〇生花デザイン装飾・販売・配達
〇店内業務（顧客対応）
〇作業場所の片付け・清掃
〇備品整理・管理
〇配達エリア：静岡県内とその近郊
　社用車使用（軽トラ、軽バン、トラッ
ク、キャラバン）

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

時給

1,145円～1,635円

静岡県磐田市池田７６－１
「株式会社　美咲　静岡支店」

11

個別学習指導 ・主に中学生の指導をお願いします。
・教科は主に英語の教材内容にそって学
習指導をお願いします。
・指導については教室長がフォローしま
す。
・教室長が付き添っての指導をしますの
で研修期間中に仕事内容を覚えることが

パート労働者 短大在学・卒業以上 ＩＴＴＯ個別指導学院　磐田南校
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～22時00

時給 調査業務経験
（未経験者でも丁寧
にお教えいたしま

1,200円～4,800円
又は8時00分～21時00

静岡県磐田市福田４５７０－１

12

調査員／現地直行直
帰（静岡県）

【静岡県で簡単なリサーチ業務】
主に
『居住確認調査業務』…調査対象の居住
先に訪問、連絡依頼文書を渡す。
その他
『不動産調査業務』『土壌汚染書類調査
業務』…調査対象の現場に行き、調査を

パート労働者 アルゴジャパンリサーチ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～1,200円

本社：東京都港区西新橋２－８－６
住友不動産日比谷ビル９階

13

事務 社会保険労務士業・行政書士業の事務を
していただきます。

パソコンを使用した書類作成・給与計算
などの事務仕事が中心です
関与先、関係官庁への外出もあります。
（社用車使用）

パート労働者 社会保険労務士法人　橋本労務管理事務所
　　　　　　　　　　橋本行政書士事務所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

985円～985円
又は9時00分～18時00

静岡県磐田市岩井１３７２－１

14

事務 不動産会社における事務のお仕事になり
ます。

（主な仕事）
・地図上で確認作業をし、浜松市役所に
て土地台帳を閲覧していた　だきます。
・会社及び浜松市役所での作業となりま

パート労働者 株式会社　不動産Ｌａｂｏ．
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

静岡県磐田市森下８９及び浜松市役所
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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 19人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 司書 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-  717821 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 28時間

     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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090-  739621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     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: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090-  846021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-466-1203 従業員数 15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: 22020- 2083121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 37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-  727221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0268-75-7683 従業員数 28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: 20040-  981121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-376-6886 従業員数 2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: 22040-  613421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 75人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日祝 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  824521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 059-266-0225 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 24030- 1264721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 059-266-0225 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 24030- 1270121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 059-266-0225 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 24030- 1272721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 059-266-0225 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 24030- 1294621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 059-266-0225 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 24030- 1278621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0537-23-0245 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 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-  604021 各種保険： 労災 月平均 

月給 パソコン操作（エク
セル及びワード）1,107円～1,125円

又は10時30分～17時30

15

一般事務（会計年度
任用職員通年パート
タイム）／袋井図書
館

図書の貸出、返却などの窓口業務や電話
対応、

図書の整理、その他一般事務

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ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

月給

1,107円～1,107円
又は8時30分～17時15

静岡県袋井市高尾町１９－１　袋井図書館

16

国民健康保険・後期
高齢者医療・国民年
金業務職員／保険課

（会計年度任用職員）
・国民健康保険・国民年金の加入・脱退
に関する手続き
・加入者の国民健康保険・国民年金に関
する諸手続き
・後期高齢者医療に関する諸手続　など


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

17

総務経理事務員 ★急募★

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

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

1,000円～1,000円
又は9時00分～17時00

静岡県磐田市宇兵衛新田３７

18

事務（さんくすピッ
ピ保育園）

［内閣府制度認定・企業主導型保育所］
・データ入力、書類作成、電話・来客応
対、備品管理、ブログ解析　等の事務作
業
・保護者、職員対応
・その他、雑務

パート労働者 株式会社　共立スタッフバンク
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

月給 事務職経験者

951円～951円

静岡県磐田市宮之一色３５５
【さんくすピッピ保育園】

19

事務員／市税課土地
グループ〔会計年度
任用職員〕

固定資産税の課税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
・窓口応対
・電話応対
・相続人調査

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

950円～1,000円

静岡県磐田市国府台３－１

20

プラスチック部品の
梱包・出荷業務【急
募】

＊自動車プラスチック部品の製品を梱
包、ダンボール箱に
　詰め出荷する業務
　
　ラベル貼り等

◎創業したばかりの新しい会社ですが、

パート労働者 株式会社　ワイズファクトリー
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給 〇事務職として、パ
ソコン入力の経験や
営業事務・経理事務

1,000円～1,000円
又は8時30分～15時00

静岡県袋井市鷲巣６３６
ワイズファクトリー袋井工場

21

事務 ○業務内容
・電話・来客対応
・パソコン入力
・請求書・領収書発行
・営業員フォロー　　　他

パート労働者 富士ツバメ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～12時30分

時給 (2)18時00分～23時00

1,100円～1,100円 (3)19時00分～23時00
又は16時00分～23時00

静岡県袋井市堀越２－１７－２ー１

22

積載管理スタッフ
（パート）

荷捌きターミナルにおいて、荷物が円滑
に全国に輸送されるよう、

大型幹線トラックの積載を確認し、正社
員と共に積荷の指示・

作業を行います。

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)16時00分～21時00

時給

962円～962円

静岡県袋井市土橋６０

23

レジ及び花売場担当
（コメリ森店）パー
ト

売場管理と接客対応、レジ業務を担当し
ていただきます。
・陳列商品の整理整頓や、在庫や入荷品
の補充・品出し
・欠品商品や広告商品の発注数登録、入
荷後の検収・陳列
・新商品や季節に応じた商品への陳列変

パート労働者 株式会社コメリ　関西ストアサポートセンター
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

913円～913円

静岡県周智郡森町睦実鳥喰２２６２
番地
コメリ　ハードアンドグリーン　森
店

24

レジ担当（コメリ森
店）アルバイト

レジでの会計業務を担当していただきま
す。
・スキャナーで商品バーコードを読み取
り、現金またはカードなど　での代金受
け取りです。

その他に、入荷した商品の陳列や、陳列

パート労働者 株式会社コメリ　関西ストアサポートセンター
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)12時45分～17時00

時給

913円～913円

静岡県周智郡森町睦実鳥喰２２６２
番地
コメリ　ハードアンドグリーン　森
店

25

品出し担当（コメリ
森店）アルバイト

レジでの会計業務を担当していただきま
す。
・スキャナーで商品バーコードを読み取
り、現金またはカードなど　での代金受
け取りです。

その他に、入荷した商品の陳列や、陳列

パート労働者 株式会社コメリ　関西ストアサポートセンター
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時45分～11時00分

時給

962円～962円

静岡県周智郡森町睦実鳥喰２２６２
番地
コメリ　ハードアンドグリーン　森
店

26

レジ及びペット用
品・作業用品売場担
当（コメリ森店）
パート

売場管理と接客対応、レジ業務を担当し
ていただきます
・陳列商品の整理整頓や、在庫や入荷品
の補充・品出し
・欠品商品や広告商品の発注数登録、入
荷後の検収・陳列
・新商品や季節に応じた商品への陳列変

パート労働者 株式会社コメリ　関西ストアサポートセンター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)12時45分～17時00

時給

913円～913円

静岡県周智郡森町睦実鳥喰２２６２
番地
コメリ　ハードアンドグリーン　森
店

27

レジ担当（コメリ袋
井高尾店）アルバイ
ト

レジでの会計業務を担当していただきま
す。
・スキャナーで商品バーコードを読み取
り、現金またはカードなど　での代金受
け取りです。

その他に、入荷した商品の陳列や、陳列

パート労働者 株式会社コメリ　関西ストアサポートセンター
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時45分～13時00分

時給

913円～913円
又は9時30分～21時00

静岡県袋井市高尾８４－１
コメリ　ハードアンドグリーン　袋
井高尾店

28

音楽教室運営（袋
井）

・ヤマハ音楽教室、ヤマハ英語教室の生
徒募集と運営管理
・コンサート、イベント等、音楽普及活
動と楽器の販売
　サポート
・チラシ作成や集計作業など
・その他付随する業務

パート労働者 株式会社　兵藤楽器店
雇用期間の定めなし

静岡県袋井市山名町４－１５
　袋井ミュージックセンター
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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: 0537-23-0245 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 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-  605721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-21-3933 従業員数 74人

年　　齢: 不問 休　　日： 水土日 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  766021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-21-3933 従業員数 74人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  770621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-438-4881 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  729421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-35-1177 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: 22090-  757121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-441-1600 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22020- 1869521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0537-73-6716 従業員数 3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: 22060-  582721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0120-55-8811 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23110- 1355721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5646-6777 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13130- 1986821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-458-0111 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 あり

求人番号: 22020- 2144621 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

     TEL: 0537-36-6121 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 原動機付自転車免許 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: 22060-  610921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-43-7433 従業員数 0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 あり

求人番号: 22090-  790721 各種保険： 雇用・労災 月平均 15時間

     TEL: 054-253-4105 従業員数 7人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010- 2533421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 053-463-3915 従業員数 43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 なし

求人番号: 22020- 2185421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

時給

913円～913円
又は9時30分～21時00

29

音楽教室運営（磐
田）

・ヤマハ音楽教室、ヤマハ英語教室の生
徒募集と運営管理
・コンサート、イベント等、音楽普及活
動と楽器の販売
　サポート
・チラシ作成や集計作業など
・その他付随する業務

パート労働者 株式会社　兵藤楽器店
雇用期間の定めなし

時給

1,080円～1,150円

静岡県磐田市中泉２５０８
　磐田ミュージックセンター

30

介護福祉士／パート
／４．５Ｈ

・施設入居者に対し、食事・入浴・排泄
等の介護、

　移動・移乗の介助、その他日常生活全
般の支援を行う仕事です。



パート労働者 社会福祉法人　斉慎会　特別養護老人ホーム　西貝の郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～13時00分

時給 (2)13時00分～17時30

1,030円～1,150円

静岡県磐田市西貝塚２１１１－１

31

介護職員（デイサー
ビス）／パート／
４．５Ｈ

・デイサービスの利用者に対し、食事・
入浴・排泄等の介護、

　移動、移乗の介助、レクリエーショ
ン、機能訓練及び記録の

　作成等を行う仕事です。

パート労働者 社会福祉法人　斉慎会　特別養護老人ホーム　西貝の郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時30分

時給 (2)13時30分～17時30

930円～960円
又は8時30分～17時30

静岡県磐田市西貝塚２１１１－１

32

介護職員（デイサー
ビス）
「介護」

＊民家改修型で家庭的な雰囲気の小規模
（利用者様定員１０　名）　地域密着型
デイサービスです。
　・利用者送迎（軽自動車）
　・食事の配膳
　・入浴、排泄、移動等の介助
　・レクリエーション　など。

パート労働者 デイサービス香寿（有限会社　ナチュラル・ライフ）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

時給

913円～1,000円

静岡県磐田市平間１１９９－１

33

クリーニング作業 クリーニング作業　　　

（主な仕事の内容）

　・アイロン台を使用した仕上げ作業

　・出来上がった物のたたみとハンガー

パート労働者 株式会社　スズキ洗業
雇用期間の定めなし (1)8時30分～15時00分

時給

920円～920円

静岡県磐田市上岡田１０１２－４

34

調理補助（障がい者
支援施設袋井学園）

（請負業務）
障がい者支援施設内厨房で入居者様の食
事の調理補助、盛付、野菜の切込み等の
調理者の補助業務が主な仕事内容です。

※業務内容については、スタッフが丁寧
に指導いたしますので、未経験の方でも

パート労働者 株式会社　シービーエム
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～17時00

時給

950円～1,050円

静岡県袋井市広岡４２９６
（障がい者支援施設袋井学園）

35

（請）調理員および
調理補助

＊デイサービスで３５人位までの食事の
提供を２人で担当します。
　・調理および補助、盛り付け、食器洗
浄

　※週２～３日位の勤務可能です。（日
数はご相談に応じます。）

パート労働者 交替制あり 株式会社　メディカルフレンド
雇用期間の定めなし (1)8時30分～14時00分

時給 (2)9時00分～14時30分 大量調理

920円～920円

静岡県袋井市浅名７３３－７
い～な浅羽デイサービスセンター内
厨房

36

調理補助（請）（静
岡県磐田市）

＊就業場所においての調理補助業務を
行っていただきます。

調理：切菜、仕込み、下処理、味付け、
片付け、洗浄



パート労働者 交替制あり 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30分～15時00分

時給 飲食店経験者歓迎

930円～930円
又は9時00分～21時00

静岡県磐田市西貝塚３０３７
社会福祉法人ふたば会　西貝保育園

37

【急募】調理・接客
（静岡県・袋井市）

＊うどん、そば、丼物、カレー、定食な
どの調理、接客と
　開店、閉店事務作業　





パート労働者 株式会社　マルハンダイニング
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

日給 (2)17時00分～8時00分 教員実務経験があれ
ば尚可1,000円～1,038円

静岡県袋井市山科３５２０－１
　パチンコマルハン敷地内　ごはん
どき袋井店

38

学生寮日常管理
（パート）（静岡県
農林大学校）

（請負業務）
公共施設（学生寮）にて、常駐管理を
行っていただきます。
・建物内の巡回、保安、施設管理
・学生対応
・緊急時対応等
※令和４年４月１日からの勤務となりま

パート労働者 交替制あり 中部ビル保善　株式会社
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

1,100円～1,200円
又は8時00分～20時00

静岡県磐田市富丘６７８－１
【静岡県農林大学校】

39

葬祭ホール駐車場
誘導警備員（天竜区
等）

＊浜松市天竜区内等の葬祭ホール駐車場
の交通誘導警備
　通夜及び葬儀当日、各々３時間程度の
業務です。
　顧客の要望により対応致します。
　直行直帰となります。


パート労働者 有限会社　ＹＳ警備
雇用期間の定めなし

時給 警備業の経験があれ
ば尚良950円～950円

磐田地区・浜松市天竜区・袋井地区
の葬祭場３～４ヶ所
直行直帰です

40

（請）常駐警備業務
／磐田市

（株）鈴与のグループ会社で、施設警
備・保安警備・巡回警備・交通誘導等幅
広く対応している会社での仕事です。

（主な仕事）
・施設内巡回、受付、立哨等安全確認を
して頂きます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 鈴与セキュリティサービス　株式会社　袋井営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)14時00分～21時00

時給 (2)7時30分～18時30分

1,000円～1,000円 (3)11時30分～15時30

静岡県磐田市下神増９３

41

（請）警備員／磐田
市大久保　　／急
募！

１．館内巡回
２．外周巡回
３．各種警報装置の監視と対応
４．時間外・休日の外来者への対応
５．鍵の受け渡しの管理
６．職員の出入り管理
７．配布物の一時保管　他

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　セリオ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時30分～18時30分

時給 (2)13時00分～17時00

915円～915円

静岡県磐田市大久保５１２番地の３
　磐田市立総合病院

42

製造（磐田工場） 磐田工場にて包帯等各種衛生材料を加
工・製造して頂きます。
清潔な環境下の製造を求められますので
工場内はとても清潔です。
工場の２Ｆにおいて、目視による検査、
箱詰めがメインの業務になります。

パート労働者 株式会社　ダイセン
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

静岡県磐田市森本１１４
【磐田工場】
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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: 0538-38-1118 従業員数 59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-  726821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-1311 従業員数 8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-  735221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-438-4881 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  730921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-38-6888 従業員数 85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: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090-  789921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-36-0885 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  776221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0422-37-5218 従業員数 15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: 13170- 2102121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-35-5554 従業員数 23人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  774721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-55-0071 従業員数 35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-  830821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-55-0071 従業員数 35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-  832521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-66-4884 従業員数 45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 あり

求人番号: 22090-  797921 各種保険： 労災 月平均 5時間

時給

970円～970円43

組立・検査・梱包
（軽作業）

プラスチック製品の組立・検査・梱包作
業のお仕事になります。

・片手サイズ以下の製品が大半です
・一人一人がそれぞれのブースで業務を
行います
・流れ作業ではないので前後の工程作業

パート労働者 日邦メカ卜ロニクス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分

時給 半田ゴテでのハンダ
付け作業950円～1,100円

静岡県磐田市大久保４７４－４

44

プリント基板への部
品実装

・部品の確認作業（リストと現物）～部
品実装作業（半田ゴテでの　部品半田付
作業、機械実装後のピンセットでの部品
搭載作業）
・弊社では試作基板がほとんどで、枚数
も少なく一人で完成まで対　応。
・自分のペースで仕事が出来て、充実感

パート労働者 マツイ電子　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

時給 (2)16時00分～17時30

1,000円～1,000円

静岡県磐田市岩井１９０７番地５０２

45

送迎スタッフ ＊民家改修型で家庭的な雰囲気の小規模
（利用者様定員１０名）　　地域密着型
デイサービスです。
　市内ご利用者様自宅～施設送迎（軽自
動車　２～３人対応）
　往復３０分～４０分程度です。


パート労働者 デイサービス香寿（有限会社　ナチュラル・ライフ）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～10時30分

時給

1,000円～1,000円

静岡県磐田市平間１１９９－１
遠鉄バス　なぎの木会館バス停　徒
歩３分

46

ルート配送業務 洗濯物の納品、集品業務
一般企業・病院への配送を行って頂きま
す。
固定客へのルート配送です。

　・ユニフォーム、タオルなど
　・乗って頂く車はハイエースです

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　レンティック中部　磐田事業所
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

920円～960円

静岡県磐田市大久保５７３－１

47

お菓子の出荷・梱包
業務

・出荷梱包

　お菓子を梱包包装して出荷する業務で
す。
　

　※日によって時間が多少前後します。

パート労働者 交替制あり 株式会社　玉華堂
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～13時00分

時給

913円～913円
又は8時00分～10時30

静岡県磐田市鳥之瀬２２２－１

48

朝清掃（しゃぶ葉
磐田富士見台店）

◎店舗全体の清掃作業全般を担当してい
ただきます（２時間程度）

＊難しい仕事内容ではありません。
　未経験の方でも安心してご応募くださ
い。
＊勤務日はご相談ください。

パート労働者 株式会社　すかいらーくレストランツ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～10時30分

時給

950円～950円
又は16時00分～19時15

静岡県磐田市富士見台８ー２３
「しゃぶ葉　磐田富士見台店」

49

クリーンスタッフ 歯科医院での片付け・消毒等のお仕事で
す。

（主な仕事の内容）
・器具の清掃・消毒
・翌日の診療準備
・タオルの洗濯　　　　等

パート労働者 医療法人社団　日吉会　牧野歯科医院
雇用期間の定めなし (1)15時00分～19時15

時給

1,000円～1,000円

静岡県磐田市見付２９０９－３５

50

包装・梱包 ＊雑貨等の簡易包装・梱包の軽作業のお
仕事です。
　（冷暖房完備のクリーンルームでの作
業です。）

・検品作業もありますので細かい作業も
行いますが、力仕事ではあ　りませんの

パート労働者 有限会社　アクトワン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時10分

時給 生産現場でのリー
ダー等の経験があれ
ば尚可

1,200円～1,200円

静岡県磐田市福田５４９１－３

51

包装・梱包（リー
ダー候補）

生産工程のリーダー候補

＊雑貨等の簡易包装・梱包の軽作業の職
場です。
　（冷暖房完備のクリーンルームでの作
業です。）


パート労働者 有限会社　アクトワン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時10分

静岡県磐田市須恵新田１番地９

時給

915円～1,200円
又は8時00分～17時30

静岡県磐田市福田５４９１－３

52

廃棄物の選別作業員 産業廃棄物処理施設内における作業の仕
事です。

・主に建設現場から発生する産業廃棄物
（プラスチック、木くず、　がれき）な
どの選別作業をしてもらいます。
　女性でもできる手による作業です。大

パート労働者 株式会社　環吉
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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