
【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年2月1日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0558-77-1707 従業員数 0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: 22050-  264621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-0543 従業員数 11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: 22050-  503521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 045-928-4911 従業員数 80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: 22050-  385421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-975-8261 従業員数 416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: 22050-  510221 各種保険： 雇用・労災 月平均 1時間

     TEL: 053-452-0708 従業員数 1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 なし

求人番号: 22020- 1795721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 06-4792-3282 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: 27010- 5559921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-5988 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: 22050-  276721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0120-50-4631 従業員数 3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: 22050-  616821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-962-2902 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 1027321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-981-8136 従業員数 1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 なし

求人番号: 22050-  599921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-988-2655 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  375221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-4221-8900 従業員数 29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- 5743821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-22-2540 従業員数 22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: 22110-  300621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県三島市幸原町１丁目１－１
０
　　　　高級食パン専門店　嵜本
静岡　三島銀杏並木店

時給 (2)7時00分～13時00分 経験者優遇（採用・
昇給に関して）930円～1,030円 (3)7時00分～16時00分

静岡県三島市青木１４３－１

13

食パン製造【高級食
パン専門店　嵜本静
岡　三島銀杏並木
店】

◎高級食パン「嵜本」のこだわりの食
パンを製造
　オールスクラッチで製造していま
す。
　製造ノウハウや温度管理などパンを
勉強したい方、
　パンがお好きな方歓迎です。

パート労働者 交替制あり 有限会社　中田クリーニング
雇用期間の定めなし (1)5時30分～10時30分

時給

1,000円～1,000円
又は8時30分～23時00

静岡県三島市梅名５７８

12

接客・調理（丸亀製
麺　三島青木店）＊
急募＊

丸亀製麺　三島青木店
【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。

ライフスタイルに合わせて働けますの
で、面接時に希望シフトをご相談くだ

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）

時給 (2)8時00分～13時00分

913円～1,100円

静岡県三島市本町１２番地２０号

11

（請）日常清掃 老人保健施設内での日常清掃（部屋、
廊下、フロアー）
入居者様のお部屋の清掃
ベッド周辺の清掃
トイレ（男女）拭き、清掃
掃除機掛け、ゴミ出し等

パート労働者 交替制あり 有限会社　エスアンドケイ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～11時00分

時給 事務職経験

950円～1,000円
又は9時00分～17時00

静岡県三島市本町７－２６
　静岡中央銀行　三島支店内　ダ
イレクトセンター

10

一般事務 電話受付
資料作成
配送業務
データ入力（エクセル、ワード）
帳簿管理
■□■　急　募　■□■

パート労働者 三島市倫理法人会
雇用期間の定めなし

時給 (2)10時00分～18時00

960円～980円

静岡県三島市本町１２－２２
本町第一ビル３０３

9

事務職（三島支店内
「ダイレクトセン
ター」）

当行三島支店内の「ダイレクトセン
ター」において、個人ローンの受付業
務を担当していただきます。

※申込書のチェック
※データの入力
※申込者へ電話による確認・連絡

パート労働者 株式会社　静岡中央銀行　本部
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

静岡県三島市南二日町６３３－１

8

提案アポインター 当社が新たに市町村と連携した企画の
提案のアポイントをとっていただくお
仕事です。
具体的には、富士でんき、ＯＡ、ｗｉ
－ｆｉ、ウォーターサーバー、コード
決済・・・等、経費削減による、お客
様さらなる業務効率向上化や福利厚生

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

時給

915円～925円
又は9時30分～16時30

静岡県三島市広小路町１－４１
ミユキビル１Ｆ
１００円ＳＨＯＰ　ミーツ　三島
広小路店

7

配送業務 給食弁当の配達

　・給食のお弁当を配達して頂きま
す。
　・ルート配送（指導致します）
　・手作り調理が多く、お客様から喜
ばれています。

パート労働者 交替制あり 株式会社　マルヨ
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 (2)15時00分～20時15

920円～960円

静岡県三島市
【市内の小中学校】

6

１００円ショップの
販売スタッフ（ミー
ツ三島広小路店）

１００円ショップでの販売業務（品出
し・発注・接客・レジ）
（１）商品補充、品出し、商品陳列
（２）レジ関連業務
　　（１００均レジは操作簡単、レジ
入門者にも最適）
（３）在庫確認と発注作業（品切商

パート労働者 株式会社　ワッツ東日本販売
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～20時15

時給 ・運転自動車免許、
マイカー所有（業務
上必要なため）

1,100円～1,100円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市三好町３－２７

5

小中学校ＩＣＴ活用
サポート＜ＩＣＴ支
援員＞（三島市）

小中学校で、先生・授業のサポートを
お願いします。
〈授業支援〉
・授業前の機器の準備
・授業中の先生や生徒の操作サポート
・授業後の機器の片付け
〈教員支援〉

パート労働者 交替制あり 遠鉄システムサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 (2)10時00分～14時50 ・業務用大型コピー
機に関する経験があ
る方

970円～970円
又は8時00分～16時40

静岡県三島市松本６６

4

（設計部門の事務処
理業務）一般事務員

業務用大型コピー機に関する仕事
・コピー依頼書に基づくコピー
・データーをプリントアウト、自動折
り、自動穴あけ
・大型図面のスキャン・コピー資材・
用紙の発注
・自動化できない図面の手折り

パート労働者 株式会社　電業社機械製作所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～13時50分

株式会社　協明
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給

940円～940円

静岡県三島市平成台６番地

3

サプリメントの充填
業務

・商品パッケージへのサプリメント充
填作業
機械操作、検品、洗浄、包装、原料の
補充など
※安定した品質、生産体制を維持する
ために、決められた手順等があります
が、丁寧に指導します

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　ファンケル美健　三島工場
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

913円～913円

≪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） 

1.面接時にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
2.ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
3.仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳細については相談窓口でお尋ねください。
・ハローワーク三島　　　　　　〒411-0033　三島市文教町1-3-112三島労働総合庁舎　　 電話　055-980-1300
・ハローワーク伊東　　　　　　〒414-0046　伊東市大原1-5-15　　　　　　　　　　　　電話　0557-37-2605
・熱海市ふるさとハローワーク　〒413-0016　熱海市水口町13-15静岡県熱海総合庁舎2階　電話　0557-82-8655
・伊豆市地域職業相談室　　　　〒410-2407　伊豆市柏久保603-1　                     電話　0558-74-3075

静岡県三島市中２７０ー４

2

食品製造 ・デザート、ジャム、甘酒、味噌、金
山寺味噌の製造作業
・食品の箱詰め、梱包作業
・器具の洗浄及び清掃

パート労働者 株式会社　伊豆フェルメンテ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～12時00分

時給 (2)7時00分～11時00分

913円～950円 (3)8時00分～12時00分

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

農業 椎茸栽培
収穫から出荷まで

＊栽培業務は力を使う作業がメインに
なるため男性社員が多く活躍してお
り、出荷業務はパック詰め等細やかな
作業がメインになるため女性社員が多

パート労働者
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年2月1日発行

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: 0558-22-2540 従業員数 22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: 22110-  301921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-980-0801 従業員数 600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 あり

求人番号: 22050-  521321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-975-1087 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 水土日祝他 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: 22050-  675521 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 055-957-8100 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日祝 看護師 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: 22050-  434621 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-982-0418 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝他 歯科衛生士 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: 22050-  528221 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 055-956-7270 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 歯科技工士 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: 22050-  504421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-977-4157 従業員数 27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: 22050-  513321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 

     TEL: 055-939-8711 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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: 22050-  530321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-939-8711 従業員数 13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 看護師

求人番号: 22050-  531621 各種保険： 労災 月平均 准看護師

     TEL: 055-972-0332 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: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  478921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-977-6065 従業員数 27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 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22050-  436121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-972-0332 従業員数 32人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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

求人番号: 22050-  443921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-977-6065 従業員数 27人

年　　齢: 不問 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 調理師

求人番号: 22050-  402121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県三島市梅名４７番地１

時給 調理経験

1,000円～1,000円
又は7時30分～15時00

静岡県三島市加茂２４－７

加茂中央バス停から徒歩０分

26

調理員 保育園の給食調理の仕事です。
現在は１５０名定員の施設で管理栄養
士１名、調理師２名の計３名で給食業
務を行っています。
献立は三島市の公立と同じで、献立の
作成業務はありません。


パート労働者 社会福祉法人仁岳会　梅の実保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～11時30分

時給 調理経験

1,100円～1,160円
又は8時30分～16時00

静岡県三島市梅名４７番地１

25

栄養士 ・０から６歳までの園児の昼食・間食
の調理業務、配膳、片付け、清掃
・給食は市役所の献立に従って調理
（約１１０食）
・食材納品等の温度確認等の検品作
業、食材発注、計算

パート労働者 社会福祉法人栄和会
加茂保育園雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,300円～1,300円
又は9時45分～18時30

静岡県三島市加茂２４－７

24

保育士 職員の出産に伴う代替え保育士の求人
になります。
就労期間は～２０２３年３月までの予
定です。
ホームページには保育園の様子や、保
育の取組、職員紹介などが載っていま
すのでご応募いただく前に一度ご覧に

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人仁岳会　梅の実保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～15時45分

時給

1,100円～1,160円
又は7時30分～18時30

静岡県三島市梅名３２５－１　フラワー保育園

23

保育士 ・０歳～６歳までの園児の保育業務
・基本的には０～２歳児ですが、状況
により３歳児以上児の保育業務もあり
ます。

パート労働者 変形（1年単位） 社会福祉法人栄和会
加茂保育園雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 経験者尚可

1,200円～1,400円
又は15時00分～18時00

静岡県三島市大場３９６－１０　めぐみ保育園

22

保育士・看護師 〈保育業〉
小規模保育所での保育業務を担当して
頂きます。
・２歳以下（６～７人）の保育補助
・園児の世話（食事、おむつ替え等）
・レクレーションの引率
・園内の美化清掃

パート労働者 株式会社　達真会　フラワー保育園　
　　　　　　　　　めぐみ保育園雇用期間の定めなし (1)14時00分～18時00

時給 (2)8時00分～13時00分 調理経験

1,100円～1,300円 (3)9時00分～12時00分

静岡県三島市長伏１２１－７

21

調理師 　＜＜調理師又は栄養士の業務内容と
して＞＞

＊園児（１９人）＋先生（１０人）の
昼食の調理になります
　各クラス食事の盛り付けやおやつの
準備

パート労働者 交替制あり 株式会社　達真会　フラワー保育園　
　　　　　　　　　めぐみ保育園雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給

1,122円～1,122円
又は9時00分～16時45

静岡県三島市日の出町４－５３

20

保育士 ・乳幼児（６ヶ月～５歳児）保育全般
になります。
・９０名の乳幼児を２０名の保育士で
対応します。

パート労働者 変形（1年単位） 社会福祉法人　慧光会　中郷西保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時15分

時給 歯科関係経験者

913円～1,130円
又は9時00分～18時00

静岡県三島市大場５７５－１

19

事務 専用ソフトでの簡単なパソコン入力。
マウスでクリックができれば入力完
了！
スケジュール管理や受注管理もクリッ
ク１つで簡単！
歯科技工士補助、梱包、配送準備も一
連の流れができているので丁寧にこな

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

時給

1,300円～1,700円
又は8時40分～19時00

静岡県三島市徳倉三丁目１４－３３

18

歯科衛生士 歯科一般業務
１医師の診療アシスタント
２歯石除去・ＴＢＩ・予防・口腔内の
指導等

パート労働者 すぎやま歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)14時15分～19時00

時給

1,550円～1,750円
又は8時30分～18時45

静岡県三島市寿町７－３１

17

看護師（正看護師） 内科・循環器内科における看護師とし
ての業務全般、その他付随業
務
○医師の診療補助業務
○医師の指示による処置（採血・注
射・点滴・その他）
○健診業務

パート労働者 高橋内科ハートクリニック
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)13時30分～16時00 医療機関にて受付事
務経験者
電子カルテ操作でき

1,000円～1,100円

静岡県三島市文教町２－３１－１４５

16

受付、看護助手 医院受付事務および看護助手

・来院者の受付業務
・電話応対
・電子カルテ入力
・看護助手業務

パート労働者 瀬川小児科アレルギー科医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時30分～18時30

時給 (2)9時00分～13時00分 パソコンが使える方
（Ｅｘｃｅｌ，Ｗｏ
ｒｄ，ＰｏｗｅｒＰ

920円～920円

静岡県三島市幸原町１丁目１－１
０
　　　　高級食パン専門店　嵜本
静岡　三島銀杏並木店

15

日本大学国際関係学
部国際研究室　一般
事務

日本大学国際関係学部国際研究室の主
な業務は下記のとおりです。
・教務課国際研究室（大学研究室）の
業務補助
・パソコン操作（Ｅｘｃｅｌ，Ｗｏｒ
ｄ，ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ，メール
等）

パート労働者 日本大学国際関係学部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～15時30分

時給 (2)9時30分～14時30分

930円～930円 (3)8時30分～18時30分14

販売【高級食パン専
門店　嵜本静岡　三
島銀杏並木店】

◎高級食パン「嵜本」こだわりの食パ
ンの販売業務
　店頭での販売や食べ方の提案などの
接客業務を
　担当していただきます。
　お客様にパンの魅力を伝えお店を一
緒に盛り上げて

パート労働者 交替制あり 有限会社　中田クリーニング
雇用期間の定めなし (1)13時00分～18時00
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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: 055-941-8278 従業員数 10人

年　　齢: 不問 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: 22050-  556321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-941-7853 従業員数 36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: 22050-  481221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-4717 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  680721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-971-8211 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 あり

求人番号: 22050-  652321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-922-3002 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-  958021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-9055 従業員数 16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: 22050-  407521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-9055 従業員数 19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: 22050-  409321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-932-8869 従業員数 2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: 22030-  538921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-971-6006 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: 22050-  651421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-943-5149 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  752721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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: 22050-  659221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保健師

求人番号: 22050-  497721 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 保育士

     TEL: 055-975-3111 従業員数 33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: 22050-  420721 各種保険： 雇用・労災 月平均 9時間

静岡県三島市字賀茂ノ之洞４７０３－９４

月給 接客業経験のある方

1,013円～1,013円

静岡県三島市北田町４－４７

39

清掃センター作業員 パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
一般廃棄物処理作業
・粗大ごみ等受入、仕分け・解体作
業、運搬作業（重機を使用）
・その他（町内清掃でのごみの受入、
場内整理作業等）

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～16時30分

月給 基本的なパソコン操
作（ワード、エクセ
ル）

1,059円～1,059円

静岡県三島市谷田２７１－１
三島市発達支援センター

38

家庭児童相談室　相
談員（子育て支援
課）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）

子育て支援課における相談及び窓口対
応等の事務。
主な内容
１　家庭児童相談業務

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時00分

月給 ・発達障がい児支援
等の経験
・言語検査の経験

1,192円～1,192円

静岡県三島市加茂之洞４７０３－
３０７
三島置場

37

言語聴覚士（発達支
援課）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）

１　三島市発達支援センターの相談児
の保護者の指導・助言、言語検査の実
施
２　関係各課・医療との連携

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時15分

時給

1,000円～1,200円

静岡県三島市一番町１７－１

36

便利業の作業補助 ○便利業全般
・お仕事の内容は多岐に渡り、一言で
は伝えきれませんが、生活に
　関連したお仕事が多いです。代表的
な仕事の内容は
　引越作業補助
　草刈り、庭の手入れ、害虫駆除

パート労働者 アシストプランニング
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

950円～950円

（静岡県三島市南田町４－６５
　　みしま勝和クリニック）

35

（請）掃除等（東急
ホテル内テナント）

・東急ホテル内テナント清掃業務
・掃除機、モップを使用します
・一人作業
・備品管理

パート労働者 交替制あり 鈴与セキュリティサービス株式会社　　三島支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時30分～9時15分

時給

913円～1,000円

静岡県三島市大宮町１－８－３８

34

病院清掃 院内清掃業務を担当していただきま
す。
・床面ダスター
・掃除機やモップ掛け
・ドアやガラス面拭き上げ
・衛生陶器洗浄
・消耗品の補充やセット

パート労働者 株式会社　シンセイ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時00分

時給 (2)7時30分～11時30分

915円～915円

静岡県三島市大宮町１－８－３８

33

（請）三島市文化施
設館内日常清掃

三島市民生涯学習センターにおける下
記清掃業務をしていただきます。

１．各階フロア（研修室、事務室、図
書館、廊下等）
２．各階トイレ
３．ごみ収集　等

パート労働者 交替制あり 株式会社東海ビルメンテナス東静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～15時30分

時給 (2)16時00分～21時30 施設設備管理経験者

950円～950円 (3)8時30分～17時30分

静岡県三島市一番町１７－１　東急三島駅前ビル

32

（請）設備員 施設管理業務
空調・給排水　その他（法定点検等の
立会業務等）


パート労働者 交替制あり 株式会社東海ビルメンテナス東静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～14時00分

時給 (2)11時30分～14時30

1,000円～1,050円 (3)9時30分～15時00分

静岡県三島市谷田１４１－１

31

清掃スタッフ 以下の業務を担当していただきます。

１）浴室を中心とした脱衣所、トイ
レ、ロビー用品共有部の清掃
　（客室等のベットメイクは無し）
　　１）業務の就業時間帯は以下とな
ります。

パート労働者 静岡ビルサービス株式会社　東部支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～11時00分

時給

913円～913円

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

30

配送業務 農畜産物等の集荷、荷造り、配達 パート労働者 三島函南農業協同組合
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

時給 今迄において、障が
いを持つ人の相談な
どを経験しているこ

1,200円～1,200円
又は10時00分～18時00

静岡県三島市梅名９９－３

29

福祉相談員 障がいがある人の生活・就労・家族な
ど困っていることの相談を受けて、市
町や関係機関と連携をとり、解決を
図っていく仕事です。
訪問や会議などあり。

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人　けるん
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 保育経験

963円～1,250円
又は14時00分～19時00

静岡県三島市栄町２－２６

28

【児童指導員】障が
い児童支援員・幼児
保育士

障がいやハンディを抱える未就学幼児
のための療育施設です。
１人１人の成長に合わせ支援の計画を
立てています。
計画に沿って「運動・音楽・言葉・園
外」などのプログラム
を小集団で学習しています。

パート労働者 特定非営利活動法人　エシカファーム
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～17時30

時給

950円～950円
又は8時30分～15時00

27

清掃作業等支援 障がい者方を指定されてスーパーやマンションに連れて行き、清掃作業を支援する仕事です。パート労働者 特定非営利活動法人　にじのかけ橋
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年2月1日発行

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: 070-3203-8417 従業員数 9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: 22050-  769021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-949-0933 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: 22050-  325521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 090-7526-3315 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  692421 各種保険： 労災・その他 月平均 

     TEL: 0558-76-8181 従業員数 199人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金祝 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  671021 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-949-8568 従業員数 1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 あり

求人番号: 22050-  338121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48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: 22050-  739221 各種保険： 雇用・労災・厚生・財形 月平均 

     TEL: 055-944-6600 従業員数 2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: 22050-  492321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-75-5550 従業員数 4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: 22050-  559121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 03-4221-8900 従業員数 22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- 5739321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-949-1614 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22050-  388921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-0555 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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: 22050-  413821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-97-3355 従業員数 30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: 22050-  561221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-944-6136 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22050-  479121 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆の国市原木７４５－６

時給

930円～1,140円
又は8時30分～17時00

静岡県伊豆の国市古奈２７９－１
有限会社あいねっと　伊豆長岡事
業所

52

デイサービス介護職
員

有料老人ホーム併設のデイサービスの
介護職員募集です。
（仕事内容）
・利用者の身体介護（入浴・食事その
他）
・レクリエーション
・送迎

パート労働者 株式会社　大静
ひなたぼっこデイサービスセンター韮山雇用期間の定めなし

時給

970円～1,300円
又は7時00分～17時30

静岡県伊豆の国市長岡９４６

51

介護職員 定員２２名の住宅型有料老人ホームに併設する地域密着型通所介護の介護業務です。パート労働者 交替制あり 有限会社あいねっと
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

1,500円～1,800円
又は8時30分～17時30

静岡県伊豆の国市四日町４９０－１

50

言語聴覚士 入院・外来患者様へのリハビリ業務を
担当していただきます。

医療療養病床：５４床　脳血管疾患リ
ハビリテーション科
摂食・嚥下問題への対応、個別訓練等

パート労働者 長岡リハビリテーション病院　（医療法人社団　一就会）
雇用期間の定めなし

時給

1,200円～1,620円
又は16時00分～21時50

静岡県伊豆の国市田京１６７－１

49

学習塾講師 小学生・中学生・高校生に対して個別
の授業を行っていただきます。
国・数・英・理・社の講師です。
いずれか１教科のみでも応募可能です
受け持つ生徒は１授業３名（最大）で
す。


パート労働者 株式会社　ＦＡＣＴ＆ＣＯ．
雇用期間の定めなし (1)16時00分～21時50

時給

1,000円～1,000円
又は8時30分～23時00

静岡県伊豆の国市吉田字九十分１５３－１

48

接客・調理（丸亀製
麺　伊豆の国店）＊
急募＊

丸亀製麺　伊豆の国店
【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。

ライフスタイルに合わせて働けますの
で、面接時に希望シフトをご相談くだ

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）

時給 (2)12時15分～20時15

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市寺家１５１－１

47

ジュエリー販売 店舗に来店されたお客様へのジュエ
リー販売。
未経験からスタートする方が殆どで
す、現場にて
丁寧に教えて行きます。
商品の入出荷業務、レジ操作・入力、
事務作業、

パート労働者 変形（1ヶ月単位） カンダキラット株式会社　キラットアピタ大仁店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時45分～17時45分

時給 電話対応、英会話

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

46

営業事務 産業用電子機器を取り扱う商社です。
・顧客への電話営業、事務作業
・商品の検査、入出荷事務作業

パート労働者 サンテックス株式会社
雇用期間の定めなし (1)13時00分～16時00

時給

920円～920円

静岡県伊豆の国市大仁５７０

45

ショップスタッフ 観光施設の売店で、色々な地方から来たお客様におみやげ物を販売するお仕事です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他に品出しや発注、清掃作業も含まれます。パート労働者 交替制あり 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
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

950円～1,300円

静岡県伊豆の国市神島７６１－１

44

ソフトウェアの試験 テスト仕様書に従い、ＰＯＳの動作確
認を行って頂きます。
動作確認の結果をエクセル／ワードな
どのソフトを使って記録して頂きま
す。
作業に慣れるまでサポートいたしま
す。　　　　　　　　　　　　基本、

パート労働者 株式会社　ＲＯＦＴＦＡＲＳ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

時給

1,300円～1,300円

静岡県伊豆の国市中條４５３－１

43

製造（土日のみ） 【製造の業務内容として】
製造部門にて下記業務を担当して頂き
ます
・試薬計量
・試薬調製
・器具用具の洗浄
・製品検品等

パート労働者 株式会社　タウンズ
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)13時00分～15時00

920円～920円 (3)8時30分～12時00分
又は8時30分～12時00

静岡県伊豆の国市中３３７－１

42

ミニトマトの収穫、
それに伴う軽作業

▼仕事内容▼
ミニトマトの栽培・収穫作業です。
すべてビニールハウス内の作業になり
ます。
ミニトマトの成長を楽しみながら作業
ができます！
午前中のみの簡単な軽作業なので、家

パート労働者 交替制あり Ｈｅｙｈｅｉ　Ｆａｒｍ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 (2)9時00分～12時00分

913円～1,000円 (3)8時00分～15時00分
又は9時00分～15時00

静岡県伊豆の国市中８４５

41

ミニトマトの収穫、
管理

ミニトマトの収穫、管理のための作業
２０アールの菜園を３人で作業いたし
ます。

パート労働者 島田農園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給

913円～913円
又は8時00分～15時00

40

ミニトマトの栽培管
理

ミニトマトの栽培管理、パック詰め パート労働者 山崎農園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～15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

≪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: 055-944-6136 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 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: 22050-  509021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-944-6061 従業員数 800人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 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: 22050-  768121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-944-6061 従業員数 160人

年　　齢: 不問 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: 22050-  777021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-929-1500 従業員数 107人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 溶接技能者 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ガス溶接技能者

求人番号: 22030-  917821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-944-6061 従業員数 160人

年　　齢: 不問 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: 22050-  448221 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 055-947-1844 従業員数 80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: 22050-  608221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-949-7121 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  353921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 130人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保健師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 看護師

求人番号: 22050-  541121 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 精神保健福祉士

     TEL: 055-948-1411 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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 あり

求人番号: 22050-  542021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-948-1411 従業員数 130人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 保健師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 看護師

求人番号: 22050-  543721 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 介護支援専門員（ケアマネージャー）

     TEL: 055-948-1411 従業員数 130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: 22050-  545221 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 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 なし 栄養士

求人番号: 22050-  495121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 047-367-5445 従業員数 42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: 12080- 1235421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊豆市市山５５０番地
伊豆工場

時給 食品工場勤務経験

913円～913円

静岡県伊豆の国市長岡５２８

65

製造スタッフ ◇伊豆工場でのラスク製造業務です。
　・生地の仕込み
　・成形
　・オーブン（焼き上げ）
　・味付け
　・梱包


パート労働者 交替制あり 株式会社グランバー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給

1,003円～1,088円

静岡県伊豆の国市田京　２９９－６　大仁支所

64

栄養士 保育園の給食献立作成、食育などを行う。 パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時45分～16時00分

時給 女性についての相
談、支援などの職務
を行うのに必要な熱

1,003円～1,088円

静岡県伊豆の国市田京　２９９－
６
大仁支所

63

福祉相談員（保健福
祉・こども・子育て
相談センター）

女性についての相談・指導・助言・支援、関係機関との連絡調整を行う。パート労働者 伊豆の国市役所
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

1,003円～1,202円

静岡県伊豆の国市長岡１２１２

62

保健師、看護師（障
害支援区分認定調査
員）

障害支援区分判定のための調査書の作成などを行います。パート労働者 交替制あり 伊豆の国市役所
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

1,003円～1,088円
又は7時45分～17時30

静岡県伊豆の国市田京　２９９－６

61

幼稚園教諭 幼稚園教諭（担任教諭補助）
園児担当教諭の補助をしていただきま
す。

パート労働者 交替制あり 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,048円～1,202円

静岡県伊豆の国市田京２６３－２

60

認知症対策支援員 認知症総合事業の一環として、保健福祉・こども・子育て相談センターに設置された認知症初期集中支援チームのチーム員として、在宅で認知症が疑われる方、また認知症と診断されても支援が困難な方の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために、訪問活動を実施し、地域包括支援センター、介護保険事業所、認知症基幹病院との連携による、必要な指導や助言実施。パート労働者 伊豆の国市役所
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

913円～920円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９　　　　　　　　　　　　　　　　順天堂大学医学部附属静岡病院

59

（請）ビル・建物清
掃管理

日常清掃業務：自動洗浄機による機械清掃の他、店舗ダスト掛け、トイレ清掃、店舗ゴミ回収、駐車場のごみ回収等パート労働者 株式会社　東静ビル管理
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時00分

時給

960円～960円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学医学部附属静岡病院

58

（派）病院看護助手
パート　伊豆の国市
長岡

看護助手として現場のお手伝い。備品
管理など環境整備の他、人と接するこ
とも多いメリハリあるお仕事です！

主な仕事内容は、

・伝票などの授受を行うメッセン

有期雇用派遣パート 太陽技研株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時10分

時給 (2)8時00分～12時00分

1,024円～1,024円

静岡県伊豆の国市中島２４４
ＴＯＳＥＩ株式会社内

57

（派）病院での外来
受付・医療事務

外来受付窓口での患者様応対全般

・患者様の診察券受付
・ファイルの受取
・予約確認
・診察前準備
・電話応対（内線は主に各科との連

有期雇用派遣パート 株式会社　エキスパートパワーシズオカ　伊豆営業所
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 ティグ溶接、アルゴ
ン溶接、ガス溶接
（切断のみ）経験者

1,300円～1,300円
又は17時00分～1時30

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学医学部附属静岡病院

56

大型業務用洗濯機用
部品の溶接作業
（パート）

当社請負事業所（株式会社ＴＯＳＥＩ
内）において下記業務を担当
していただきます

・半自動溶接にて部品取り付け、組立
て（コインランドリー機の浴
槽部分の溶接（一部重量物取り扱いあ

パート労働者 株式会社　イカイアウトソーシング
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時00分

時給 (2)8時00分～12時00分

1,024円～1,024円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９

55

（派）病院での外来
受付・医療事務

外来受付窓口での患者様応対全般

・患者様の診察券受付
・ファイルの受取
・予約確認
・診察前準備
・電話応対（内線は主に各科との連

有期雇用派遣パート 変形（1ヶ月単位） 株式会社　エキスパートパワーシズオカ　伊豆営業所
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 (2)8時00分～12時00分

1,024円～1,024円

静岡県伊豆の国市原木７４５－６

54

（派）外来受付・事
務

総合病院での外来受付業務 有期雇用派遣パート 変形（1ヶ月単位） 株式会社　エキスパートパワーシズオカ　伊豆営業所
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 未経験者歓迎

1,600円～1,800円
又は9時00分～17時00

53

看護師 ひなたぼっこデイサービスセンター韮
山及びサテライト柏谷の看護師
・バイタルチェック
・健康観察
・処置（爪切り、塗り薬、貼り薬な
ど）
・服薬対応など

パート労働者 株式会社　大静
ひなたぼっこデイサービスセンター韮山雇用期間の定めなし (1)9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

≪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: 0558-85-1811 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 水土日祝 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: 22050-  485621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 080-5068-0674 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　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： その他 時間外 あり

求人番号: 22110-  268521 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0943-25-6811 従業員数 4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: 40140-  253921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-5830-1025 従業員数 39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: 22050-  733621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-941-5222 従業員数 84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: 22050-  576021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-5830-1025 従業員数 39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: 22050-  580621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5816-6181 従業員数 9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: 13010- 3241421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5155-5844 従業員数 10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: 13080- 3793421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 048-642-0982 従業員数 1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 なし

求人番号: 11030- 2906821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-1740 従業員数 45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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 保育士

求人番号: 22050-  628321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0558-72-1740 従業員数 45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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保育士

求人番号: 22050-  631721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-1740 従業員数 45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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保育士

求人番号: 22050-  636321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-8133 従業員数 45人

年　　齢: 不問 休　　日： 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  475421 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆市牧之郷　３９４－１１

時給 (2)9時00分～13時00分

1,450円～2,500円 (3)13時00分～17時00
又は9時00分～17時00

静岡県伊豆市柏久保１３０９

78

ケアマネージャー
（介護支援専門員）

＜ケアマネージャー（介護支援専門
員）＞
・ケアプラン作成

・利用者宅への訪問あり
　訪問範囲は伊豆の国市、伊豆市（土
肥を除く）

パート労働者 交替制あり 有限会社　ツァートハイム　伊豆中央介護センター優しい家
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

914円～914円

静岡県伊豆市柏久保１３０９

77

学童保育指導員 本園に併設している学童保育の指導員
をして頂きます。
利用者は１１名で、全て本園の卒園児
です。

パート労働者 社会福祉法人　信愛会　認定こども園　あゆのさと
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時00分～19時00

時給 (2)8時00分～16時00分

914円～914円
又は9時00分～17時00

静岡県伊豆市柏久保１３０９

76

保育補助 認定こども園の子育て支援センター又は一時預かり保育の保育補助を担当して頂きます。当園は定員１６５名で、子育て支援センターは１日平均１０組程度来園します。一時預かり保育の一日の平均利用者は５名程度です。パート労働者 社会福祉法人　信愛会　認定こども園　あゆのさと
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 (2)8時00分～16時00分

1,169円～1,676円
又は9時00分～17時00

静岡県伊豆市柏久保１３４０
「ペッピーキッズクラブ修善寺教
室」

75

保育教諭 認定こども園の保育教諭をして頂きま
す。
乳児（３歳未満）クラス担任または各
クラスの補佐（フリー）のいずれかを
担当して頂きます。
当園は定員１６５名で、１クラス約１
０～２０名程度です。

パート労働者 社会福祉法人　信愛会　認定こども園　あゆのさと
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 日常英会話程度の語
学力がある方1,600円～2,500円

又は14時00分～21時00

静岡県伊豆市土肥３４９‐２
当社運営　ゆるり西伊豆

74

子ども英会話講師
［伊豆市／修善寺教
室］

直営の教室にて、幼児から高校生まで
の子どもを対象に
英会話のレッスンをしていただきま
す。
・英会話レッスン、文法レッスンの提
供
・会員、保護者対応　　　　・各種イ

パート労働者 イッティージャパンイースト株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,100円～1,100円

静岡県伊豆市修善寺８７４－１
修善寺温泉湯回廊菊屋

73

【ゆるり西伊豆】ホ
テルの客室清掃

わんちゃんと一緒に泊まれるホテル”
ゆるり西伊豆”での
客室清掃のお仕事になります！

【お仕事内容】
わんちゃんと一緒に泊まれるホテルの
客室清掃をお願いします。

パート労働者 交替制あり 株式会社　リロバケーションズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時00

時給 (2)16時00分～21時00

920円～1,000円
又は6時00分～21時00

静岡県伊豆市土肥２８４－２

72

調理補助／菊屋／伊
豆市

調理業務及びその補助 パート労働者 株式会社　共立フーズサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

日給 (2)15時00分～20時00

1,250円～1,375円

静岡県伊豆市吉奈９８

71

旅館の接客／伊豆 接客係：朝食・夕食時の準備、接客、
配膳、片付け業務。

お客様のお出迎え、お見送り、お部屋
案内などは慣れてきた頃に
お手伝いしていただきます。


パート労働者 坂聖・玉樟園株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～10時00分

時給

1,000円～1,100円
又は8時00分～17時00

静岡県伊豆市土肥２８４－２

70

ベーカリーカフェ
ホールスタッフ（東
府や）

【ベーカリーカフェホールスタッフの
業務内容】

＊パンの陳列、販売
＊レジ業務、パンの袋詰め等
　　　　　　　　　　　　　以上ベー
カリーのみ

パート労働者 交替制あり Ｒ＆Ｍリゾート株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)15時00分～20時00

1,100円～1,300円

静岡県伊豆市修善寺８２５
「みつばち工房花の道　修善寺
店」

69

旅館洗い場スタッフ
／伊豆

・旅館厨房にて皿洗い、洗い場の清掃
等

・旅館内にレストランは無く、お料理
は客室内で提供しています。
完成したお料理はお盆に載せ、厨房で
小荷物専用の

パート労働者 坂聖・玉樟園株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～10時00分

時給 (2)12時00分～18時00

1,000円～1,200円
又は9時00分～18時00

静岡県伊豆市土肥八木沢１４３８－１　土肥センター

68

店内販売（パート）
【修善寺店】

・店舗にてはちみつ等の販売

・店頭にてソフトクリーム等の実演販
売
　などを行っていただきます。

・配送の手配、在庫管理　等

パート労働者 交替制あり 株式会社　九州蜂の子本舗
雇用期間の定めなし (1)9時00分～14時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆市市山３２５

67

早朝荷物仕分け作業
【土肥センター】

◎早朝、センターに到着した荷物を、
町名、番地で仕分けをし
　トラックへの積み込み作業を行いま
す。

パート労働者 ヤマト運輸株式会社　土肥センター
雇用期間の定めなし (1)6時00分～8時00分

時給

1,000円～1,000円66

プラチナ清涼飲料水
の充てん及び箱詰め
業務

清掃、ビーカーなどのガラス器具の洗浄、充てん、箱詰め、シュリンク、簡単なパソコン入力パート労働者 アイノベックス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00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

≪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: 0558-72-8133 従業員数 45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： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22050-  476321 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0558-72-8133 従業員数 45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 准看護師

求人番号: 22050-  477621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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 介護福祉士

求人番号: 22050-  336621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 34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: 13010- 5767721 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0558-87-1192 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 なし

求人番号: 22050-  586221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-5220-8550 従業員数 0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- 6612021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 61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: 22050-  792921 各種保険： 雇用・公災 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 91人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 司書 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: 22050-  712821 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 91人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 中学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22050-  713221 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 91人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 精神保健福祉士

求人番号: 22050-  714521 各種保険： 公災 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 91人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

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: 22050-  715421 各種保険： 公災 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 91人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 養護教諭免許（専
修・１種・２種）

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: 22050-  716321 各種保険： 公災 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 91人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 中学校教諭免許（専
修・１種・２種）

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: 22050-  717621 各種保険： 公災 月平均 

静岡県伊豆市八幡５００番地の１

時給 教員としての実務経
験2,810円～2,810円

又は8時00分～16時30

静岡県伊豆市八幡５００番地の１

91

非常勤講師 ＜非常勤講師業務＞
市内の中学校で、専門科目の授業をし
ていただきます。

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 養護教諭としての実
務経験1,292円～1,349円

又は8時00分～16時30

静岡県伊豆市八幡５００番地の１

90

臨時養護教諭 ＜養護教諭業務＞
市内の小学校で、養護教諭の業務をし
ていただきます。
正規養護教諭が不在の時に勤務してい
ただきます。

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 教員としての実務経
験1,292円～1,349円

又は8時00分～16時30

静岡県伊豆市八幡５００番地の１

89

臨時教諭 ＜教諭業務＞
市内の小学校で、単学級の解消のため
にクラス担任と同程度の指導をしてい
ただきます。
正規にクラス担任をすることはありま
せん。

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 教育及び福祉の分野
に関して専門的な知
識及び技術を有する

2,000円～3,000円
又は8時15分～17時00

静岡県伊豆市八幡５００番地の１

88

スクールソーシャル
ワーカー

＜スクールソーシャルワーカー＞
児童生徒の悩みについて、教員・保護
者と連携、支援　　等

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

925円～1,088円
又は8時30分～17時15

静岡県伊豆市八幡５００番地の１

87

支援員 ＜学校支援員業務＞
市内の小中学校、義務教育学校で児童
生徒の学習支援をしていただきます。
クラスの担任の補助として、席を回っ
て生徒の学習の状況の確認や支援をし
たり、生活支援（低学年の生徒に対し
て席に座らせる等）をしていただきま

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 学校図書館勤務の経
験を有する人925円～1,088円

又は8時30分～17時15

静岡県伊豆市小立野６６番地の１

86

司書 ＜学校図書館司書＞
市内小中学校、義務教育学校図書館の
蔵書管理および読書活用の推進

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

925円～925円
又は8時30分～17時15

静岡県伊豆市小立野１００
伊豆赤十字病院　内

85

事務補助 ＜事務補助＞
・書類作成補助、電話の取次ぎ、来客
対応、パソコンによるデータ入力、資
料配布事務　等

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)10時00分～14時00

1,050円～1,200円 (3)16時00分～20時00

静岡県伊豆市青羽根１８８

84

［契約］調理補助／
病院／伊豆市小立野

・仕込み
・盛付け
・配膳
・洗浄　等

※２０２２年４月リニューアルオープ
ン

パート労働者 株式会社ＬＥＯＣ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～14時00分

時給

913円～913円
又は14時30分～21時30

静岡県伊豆市土肥２７９１－４
「大江戸温泉物語　土肥マリンホ
テル」（当社直営）

83

日帰り温浴施設の受
付と開店、閉店作業

日帰り温浴施設での簡単なレジ操作にて利用者の受付業務と開店の準備と閉店作業を行っていただきます。パート労働者 交替制あり 株式会社サンアメニティ
伊豆市湯の国会館事業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 経験者優遇

1,000円～1,000円
又は6時00分～22時00

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

82

レストランスタッフ
／土肥マリンホテル
／静岡県伊豆市

【仕事内容】
ホテル内レストラン会場のホールス
タッフ求人

・料理提供
・お席のご案内
・お客様対応

パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 (2)8時30分～17時30分

950円～1,150円
又は7時30分～17時30

静岡県伊豆市牧之郷　３９４－１１

81

デイサービス介護
パートナー

デイサービスの介護スタッフの募集で
す。
・デイ利用者様の介護（入浴・移動介
助）
・他レクリエーションや送迎もお願い
します。
　（普通車を用いて伊豆市内の送迎）

パート労働者 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～16時30分

時給 (2)9時00分～16時00分

1,550円～2,500円 (3)11時00分～17時00

静岡県伊豆市牧之郷　３９４－１１

80

看護師（正・准） ＜看護師業務＞
訪問入浴のバイタルチェック
※訪問先は伊豆の国市、伊豆市（土肥
を除く）　
デイサービスのバイタルチェック
介護　等


パート労働者 交替制あり 有限会社　ツァートハイム　伊豆中央介護センター優しい家
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給 (2)8時00分～13時00分

1,300円～1,500円 (3)13時00分～18時00
又は8時00分～18時00

79

ホームヘルパー 介護保険法・障害福祉法に基づく、
ホームヘルパー他、関連する業務。
住宅で過ごされている方の生活をサ
ポートする仕事です。
生活援助、身体介護をします。
訪問範囲、伊豆の国市、伊豆市（土肥
除く）です。１日１～７件程度訪問し

パート労働者 交替制あり 有限会社　ツァートハイム　伊豆中央介護センター優しい家
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年2月1日発行

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: 0558-72-1111 従業員数 61人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保健師

求人番号: 22050-  718921 各種保険： 公災 月平均 社会福祉士

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 61人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 歯科衛生士 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: 22050-  719121 各種保険： 公災 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 61人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 歯科衛生士 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: 22050-  720821 各種保険： 公災 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 13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: 22050-  721221 各種保険： 雇用・公災 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 13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: 22050-  722521 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22050-  723421 各種保険： 公災 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保育士

求人番号: 22050-  724321 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 13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 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22050-  725621 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 61人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 保健師 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: 22050-  727121 各種保険： 雇用・公災 月平均 

     TEL: 055-987-5541 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金 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: 22050-  431521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-946-6700 従業員数 60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: 22050-  615721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-941-7008 従業員数 0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: 22030-  947621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-941-7008 従業員数 10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: 22030-  843121 各種保険： 労災 月平均 

静岡県田方郡函南町柏谷１０５９
－１
みらいへ函南柏谷

時給 障がい施設勤務経験

930円～930円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町柏谷１０５４
－５
むすびの函南柏谷

104

支援員・世話人（み
らいへ函南柏谷）

障がい者グループホームにおける支援
業務をお願いします。

・掃除、洗濯、食事等日常生活におけ
る支援

世話人を務めるのに特定の資格は必要

パート労働者 交替制あり 株式会社　静翔運輸
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 就労支援継続Ｂ型で
の勤務950円～950円

又は9時00分～17時00

静岡県田方郡函南町間宮６８６－３

103

支援員（むすび函南
柏谷）

就労継続支援Ｂ型　むすび函南柏谷で
の就労訓練の為の作業支援、利用者
様・ご家族様の相談対応、送迎などを
行っていただきます。

また「むすび」の就労支援員として農
作業やカフェ（２０２２年３月オープ

パート労働者 交替制あり 株式会社　静翔運輸
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 ホームページ変更等
管理出来る方大歓
迎。

950円～1,000円

静岡県田方郡函南町塚本８８７－
１
伊豆ゲートウェイ函南

102

一般事務 簡単な事務処理。


パート労働者 株式会社　風
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給

950円～950円
又は7時30分～18時30

静岡県伊豆市小立野６６番地の１

101

道の駅「伊豆ゲート
ウェイ函南」スタッ
フ

道の駅「伊豆ゲートウェイ函南」で、
お土産物屋さんの開店準備や
受付事務を担ってくださる方を募集し
ます。事務経験がなくてもＰＣ操作が
できる方であれば大丈夫です。

【主な仕事内容】

パート労働者 加和太建設　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,120円～1,201円
又は8時30分～17時15

静岡県伊豆市原保１９９－５
子育て支援センター

100

保健師 ＜保健師＞
介護認定調査、地域支援業務、書類作
成　　等


パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 保育士及び幼稚園教
諭925円～1,088円

又は7時00分～18時30

伊豆市内のこども園
土肥・修善寺東・熊坂

99

支援員 ＜支援員＞
園児保育業務　他

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,002円～1,088円
又は7時00分～18時30

伊豆市内の各こども園
土肥・修善寺・熊坂

98

保育教諭 ＜保育教諭＞
・園児保育業務　他
　伊豆市内のこども園（就業場所参
照）に勤務していただきます。

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,100円～1,100円
又は7時00分～18時30

伊豆市内こども園
児童発達支援センター

97

在宅保育士 ＜在宅保育士＞
園児保育業務　他
伊豆市内の各こども園（就業場所参
照）に勤務していただきます。

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,002円～1,088円
又は7時00分～18時00

伊豆市内こども園
児童発達支援センター

96

児童指導員 ＜児童指導員＞
通所児童の教育・保育　他

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,120円～1,201円
又は8時15分～17時00

静岡県伊豆市小立野６６番地の１

95

相談支援専門員 ＜相談支援専門員＞
相談支援専門員業務　他

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 パソコンの操作がで
きる人（ワード・エ
クセル）

1,500円～1,500円
又は8時30分～17時15

静岡県伊豆市小立野６６番地の１

94

在宅歯科衛生士 ＜在宅歯科衛生士＞
乳幼児健診の補助　等

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 パソコンの操作がで
きる人（ワード・エ
クセル）

1,500円～1,500円
又は8時30分～17時15

静岡県伊豆市小立野６６番地の１

93

在宅歯科衛生士 ＜在宅歯科衛生士＞
乳幼児健診の事務・健診補助　等

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 パソコンの操作がで
きる人（ワード・エ
クセル）

1,600円～1,600円
又は8時30分～19時00

92

介護認定調査員 ＜介護認定調査員＞
介護を必要とする高齢者に対して介護
度の一次判定をしていただきます。

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年2月1日発行

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: 055-975-4414 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 三級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 二級自動車整備士

求人番号: 22050-  370921 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 03-5989-0481 従業員数 45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 あり

求人番号: 13080- 5425521 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 03-5453-8108 従業員数 63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: 13070- 4128121 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 055-978-7776 従業員数 148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: 22050-  696121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13130- 1960221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-957-0887 従業員数 9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: 22050-  401921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3260-6571 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: 13080- 3988421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-975-3980 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 美容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 管理美容師

求人番号: 22050-  784121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-978-2265 従業員数 84人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金 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: 22050-  627421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-978-2320 従業員数 417人

年　　齢: 不問 休　　日： 金他 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: 22050-  613121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-970-1055 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 看護師 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: 22050-  742121 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-978-4100 従業員数 53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

求人番号: 22050-  781321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-978-4100 従業員数 53人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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: 22050-  484321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県田方郡函南町平井７１７－２

時給 障害者看護の経験が
あれば尚良いです。1,400円～1,400円

静岡県田方郡函南町平井７１７－２

117

看護師 重度障害者（主に身体）を対象とした施設において、健康管理、受診対応や日常的な医療ケアを行います。パート労働者 社会福祉法人　共済福祉会
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 介護経験があれば、
業務の習得がしやす
いと思いますが、未

1,050円～1,070円

静岡県田方郡函南町仁田８７－８

116

介護職員 重度身体障害者（主たる障害：身体障
害）が生活する入所施設です。
食事、入浴や排泄等の介助を行いま
す。介護、障害者施設に不安のある方
も安心して業務ができるようになるま
で、相談窓口となる職員をつけます。
記録は、パソコンやタブレット端末を

パート労働者 社会福祉法人　共済福祉会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)8時00分～12時30分 病院勤務経験者尚可
ですが、これまでに
泌尿器科の経験がな

1,450円～1,650円
又は14時00分～18時00

静岡県田方郡函南町平井７５０

115

看護師 診療補助　診療記録補助　検査補助　
医師の指示による処置（採血、点滴、
注射など）　
医療機器洗浄　
患者さんへの案内対応　電話対応　清
掃等

パート労働者 かんなみ仁田クリニック
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時50分

時給

1,400円～1,550円

静岡県田方郡函南町塚本　９６１

114

臨床心理士 心理検査（知能検査、人格検査、認知機能検査等）の実施とレポートの作成パート労働者 ＮＴＴ東日本伊豆病院＜東日本電信電話株式会社＞
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給 (2)14時30分～16時30 乳牛の給餌、除糞作
業等947円～1,122円

静岡県田方郡函南町仁田４７―１

113

生産物管理嘱託員
（動物飼育）

担当教員の補助として（動物飼育）
・乳牛の給餌、除糞作業等をしていた
だきます。
・土曜日、日曜日、祝日の勤務になり
ます。

パート労働者 静岡県立田方農業高等学校
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～8時00分

時給 美容業一般の経験

950円～1,500円

静岡県田方郡　函南町畑毛２４４
－４
伊豆畑毛温泉「誠山」
「函南駅」下車バス停「畑毛温泉

112

理美容師 美容業全般

　カット・パーマ・カラー
　洗髪
　他　　美容一般業務になります

　オープン前に店内清掃もあります

パート労働者 有限会社サイトシステム
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 (2)14時00分～23時00

1,000円～1,000円
又は7時00分～23時00

静岡県田方郡函南町塚本８８７－
１
伊豆ゲートウェィ函南２Ｆ

111

旅館業務全般（パー
ト）／伊豆畑毛温泉
（スタッフ）

旅館業務全般

・サービススタッフ
・調理スタッフ
・清掃スタッフ

パート労働者 有限会社　誠山舎
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給

913円～1,200円
又は9時00分～18時00

静岡県田方郡函南町塚本１３－１　　　　　　　　　　　　　　　　パチンコマルハン敷地内　ごはんどき函南店

110

レストラン（簡易調
理人）

・レストランの簡易調理及び補助。
・食器の配膳および下膳。
・自動食洗器を利用した食器洗い。
・キザミ、盛り付けなど
・洋食が中心のパスタ、ハンバーグ、
カレー等。


パート労働者 株式会社　シェルト
雇用期間の定めなし

時給 飲食店経験者歓迎

930円～930円
又は12時00分～21時00

静岡県田方郡函南町上沢１５５

109

【急募】調理・接客
（静岡県・田方郡函
南町）

・オープンキッチン内での調理、接客
サービス
・うどん、そば、ラーメン、カレー、
丼物、定食などの調理
・店舗運営補助

☆土、日、祝日、早番、遅番、どちら

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）

時給 エクセル、ワードの
操作（簡単な入力程
度です）

950円～950円
又は10時00分～16時00

静岡県田方郡函南町桑原三本松１３０８‐１２５

108

事務員 ・パソコン（エクセル・ワード）を利
用して発送に係わる送り状の　ラベル
の作成、住所等の入力作業
・印刷物の封かん、梱包などの軽作業
・社内電話での応対をする場合もあり
ます

パート労働者 株式会社　エイエイピー（三島事業所）
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～1,000円
又は9時00分～17時00

静岡県田方郡函南町柏谷２５９
湯～トピアかんなみ（指定管理施
設）

107

研究所内の清掃ス
タッフ／田方郡函南
町

研究所施設内における清掃業務をご担
当いただきます。
具体的には

１、管内の清掃

２、ユニフォームの洗濯業務

パート労働者 株式会社ボゾリサーチセンター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)10時30分～15時30

930円～1,000円 (3)15時30分～21時00
又は17時00分～21時00

静岡県田方郡函南町間宮５７７－１

106

日帰り温泉施設の
キッチンスタッフ／
函南町

田方郡函南町にある温泉パーク「湯～
トピアかんなみ」内の
レストラン厨房スタッフを募集しま
す。

・在庫管理（なくなりそうな品物の確
認）

パート労働者 交替制あり Ｆｕｎ　Ｓｐａｃｅ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時45分～15時15分

時給

1,200円～1,300円
又は9時00分～18時00

105

自動車整備・車検 １．車検自動車の納車・引き取り
２．自動車整備全般作業

主に直営ガソリンスタンド８店舗より
誘致された乗用車等の整備及び修理。
点検修理依頼のあった車の点検を行
い、不良個所に応じた必要部品の注文

パート労働者 伊　伝　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18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

≪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: 055-955-7776 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 なし

求人番号: 22030-  450021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-979-6141 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 大型自動車免許 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: 22050-  307721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-988-1641 従業員数 19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: 22050-  705221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-932-8869 従業員数 4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: 22030-  539121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-979-8102 従業員数 380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: 22050-  525021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-3663 従業員数 26人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 保育士 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: 22050-  502221 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-53-2166 従業員数 34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: 22052-  115721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-2166 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: 22052-  116821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-37-1928 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 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: 22052-  199821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 047-367-5445 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 12080- 1231721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-35-1107 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 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: 22052-  162121 各種保険： その他 月平均 

     TEL: 0557-36-5503 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: 22052-  156021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-6851 従業員数 20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: 22052-  197021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市広野３‐４‐４
【ドコモショップ伊東店】

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市湯川５７１－１９
伊東マリンタウン
　『海友』

130

スマートフォン教室
の講師（ドコモ
ショップ伊東店）

ドコモショップの一区画にて、毎日一
授業に最大６名ほどの参加規模で開い
ている教室の講師。

外部会議室等を借りるなどして、中人
数から大人数受講できる教室も開催し
ています。

パート労働者 株式会社　サン・エレック
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時00分

時給 (2)9時00分～19時00分

920円～920円 (3)8時30分～20時00分
又は8時30分～18時00

静岡県伊東市湯川３丁目１番１５号

129

販売、レジ対応　◆
急募◆

●伊東マリンタウン内の土産物店『海
友』における、お土産品・お菓子等の
販売、接客の業務です。
商品の陳列、整理整頓、宅配便の手
配、レジ打ちなどを行います。
お土産物は箱売りの物が多いため、包
装の作業はほとんどありません。

パート労働者 交替制あり 株式会社　やいま
『　海友　』雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

1,200円～1,200円

静岡県伊東市川奈１２５９－１２

128

商品の配達 所定の納品先（伊東市内のホテルや旅
館等）へ車両を利用して配達する仕事
です。

１日に最大で７ヶ所の納品先を回りま
す。


パート労働者 有限会社　ふれっしゅ
雇用期間の定めなし (1)13時00分～16時00

時給 食品工場勤務経験

1,000円～1,000円
又は6時00分～15時00

静岡県伊東市猪戸１－５－４７

127

製造スタッフ ◇伊東工房での生食パン製造業務で
す。
　・生地の仕込み
　・成形
　・オーブン（焼き上げ）
　・梱包


パート労働者 交替制あり 株式会社グランバー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～14時00分

時給 (2)10時00分～15時00

1,000円～1,100円

静岡県伊東市八幡野１１８３

126

販売スタッフ　◆急
募◆

☆ひもの専門店「平田屋」の販売ス
タッフ募集です☆
　（本店：伊東湯の花通り）

○商品の陳列
○お客様への商品案内
○レジ打ち、商品の包装

パート労働者 交替制あり 平田屋ひもの店
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)10時15分～18時30

950円～950円

静岡県伊東市竹の内１丁目５－１
４
【東急ハーヴェストクラブ伊東】

125

駅付属施設共用部清
掃【伊豆高原やまも
プラザ】◆急募◆

駅付属施設（伊豆高原やまもプラザ）
の共用部清掃の仕事です。

待合室・通路・駐車場・トイレなどの
清掃を行います。

掃き掃除、モップがけ、拭き掃除、ご

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆急ハウジング
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時45分

時給

1,000円～1,000円

静岡県田方郡函南町間宮４２－１

124

ホテル共用部清掃
【伊東】

ホテル内大浴場・露天風呂清掃、及び
他共用部分の清掃
○浴槽内、脱衣所、トイレ等共用部の
清掃
○掃除機をかける
○アメニティ用品等の備品の補充
○使用済みのリネンやゴミの回収　等

パート労働者 株式会社　伊豆急ハウジング
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

1,078円～1,151円
又は7時45分～18時15

静岡県田方郡函南町平井７１７－１３

123

保育士 保育業務 パート労働者 交替制あり 三島函南広域行政組合
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

919円～919円
又は12時00分～20時00

静岡県田方郡函南町平井１６９０
－３
　伊豆平和病院

122

選挙事務（会計年度
任用職員）／総務課

函南町長選挙における、期日前投票所
の設営、片付け、受付、投票用紙の交
付等を行っていただくお仕事です。


パート労働者 交替制あり 函南町役場
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～16時00分

時給

913円～1,000円

静岡県田方郡函南町平井７１７―
１３

121

院内清掃（函南町） 当社請負先の「伊豆平和病院」内全体
（下記）を対象とした清掃作業となり
ます。

・院内清掃
（床面ダスター・掃除機・モップ掛
け、ドアガラス面拭き上げ・衛生陶器

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

時給

913円～913円

静岡県田方郡函南町塚本４２９

120

（請）日常清掃業務 函南町庁舎館内の廊下や階段トイレ等
の日常清掃業務
掃除機、モップ等を使用しての作業で
す。

パート労働者 交替制あり 株式会社　エム・アイ・総合美装
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～10時30分

時給

1,000円～1,000円

静岡県田方郡函南町間宮７３４－３　ル・グランハート函南

119

一般廃棄物収集・運
搬業務

主に函南町、伊豆の国市等の地域で一
般廃棄物の収集・運搬（パッカー車を
運転）を行っていただきます。

＊１週間の就業日数３日～４日程度で
応相談
＊高齢者・男女問わず応募歓迎します

パート労働者 有限会社　仲川商事
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～15時00分

時給 (2)16時00分～17時30

920円～920円118

介護補助（通所送迎
のみ）ル・グラン
ハート函南

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最後まで続けてもらいたい。そん

パート労働者 交替制あり 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～9時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年2月1日発行

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: 055-927-2200 従業員数 7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： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-  467121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 8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: 13040- 5299721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 8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: 13040- 5304721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-6635-1833 従業員数 10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: 13010- 3432221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 1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- 9513221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-32-0300 従業員数 81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: 22052-  163021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-36-8880 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  152321 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-36-8880 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  153621 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 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- 5011921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58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: 13090- 2479121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48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: 13090- 2481221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58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: 13090- 2485621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58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: 13090- 2489721 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

143

【短期募集】配膳・
下膳／伊東園ホテル
松川館

バイキング会場でのお料理やデザート
の差し替え、ソフトドリンクやアル
コールなどの補充をお願い致します。
また、お客様がご利用になった食器の
下膳や洗い上がった食器類の補充、バ
イキング会場の清掃などが主な業務と
なります。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)18時00分～23時00

1,150円～1,250円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

142

【短期募集】洗い場
／伊東園ホテル松川
館

食器洗浄機を利用しての洗い業務全般
を行います。
食事会場で使用した食器等の仕分け、
食器類の仮洗い、専用の食器洗浄機へ
流すといった作業が主になります。
洗浄後、食器を拭き、乾燥させ、衛生
管理・維持もして頂きます。バイキン

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～11時00分

時給 (2)18時00分～23時00

1,150円～1,250円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

141

【短期募集】洗い場
／伊東園ホテル別館

食器洗浄機を利用しての洗い業務全般
を行います。
食事会場で使用した食器等の仕分け、
食器類の仮洗い、専用の食器洗浄機へ
流すといった作業が主になります。
洗浄後、食器を拭き、乾燥させ、衛生
管理・維持もして頂きます。バイキン

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～11時00分

時給 (2)18時00分～23時00

1,150円～1,250円

静岡県伊東市岡１４４８－３８
伊東ヴィラ　山の上

140

【短期募集】洗い場
／伊東園ホテル

食器洗浄機を利用しての洗い業務全般
を行います。
食事会場で使用した食器等の仕分け、
食器類の仮洗い、専用の食器洗浄機へ
流すといった作業が主になります。
洗浄後、食器を拭き、乾燥させ、衛生
管理・維持もして頂きます。バイキン

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～11時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市松原７４５－５

139

リゾートマンション
管理員／伊東市

受付、共用部の日常清掃、館内の巡回
点検、業者立会い、簡単な設備制御な
ど　


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

日給

1,241円～1,241円
又は6時00分～20時00

静岡県伊東市松原７４５－５

138

旅館作業員　内務
◆急募◆

全２７室の料理旅館において
お客様が気持ちよく滞在できる準備を
していただきます。

■滞在中のお部屋にお邪魔してお布団
を敷かせて頂く
■料理の配膳準備・片付けなど

パート労働者 交替制あり 株式会社　三喜・ホテルよしの
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

日給 (2)6時30分～10時00分 サービス業の経験あ
れば尚可1,241円～1,310円 (3)15時00分～20時00

静岡県伊東市岡２０３

137

宿泊サービス業（接
客・配膳）◆急募◆

全２７室の料理旅館において接客・配
膳をしていただきます。

（仕事内容）
■お客様のお出迎えやお見送り
■お部屋のご案内
■料理の配膳や片付けなど…。

パート労働者 交替制あり 株式会社　三喜・ホテルよしの
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～20時00分

時給

1,550円～1,600円

静岡県伊東市岡１３８５－６
伊東マンション本館

136

客室係 ご宿泊のお客様に夕食（会席料理）と
朝食を提供する仕事です。
（メインは部屋出し）

旅館での食事の提供、お迎え、お見送
り等の業務を通して、お客様にくつろ
ぎを感じて頂けるよう、おもてなしを

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　大和館　　
【青山やまと】雇用期間の定めなし (1)7時00分～20時30分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市宇佐美字上生戸４７
５番地２
伊豆ビューグランドハイツ（自社
施設）

135

リゾートマンション
管理員／伊東マン
ション本館

受付、共用部の日常清掃、館内の巡回
点検、業者立会い、簡単な設備制御な
ど　


パート労働者 株式会社　エンゼル
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

950円～1,100円

静岡県伊東市富戸三野原１３０１

134

【急募】清掃員
（パート）／伊東市

＊マンション内の共用部の清掃（廊
下・階段・エントランス
　ホール・ロビーなど）

＊個別の住戸内の清掃（企業が保養所
として使用している住戸
　５戸、その他住戸）

パート労働者 東邸管理　株式会社
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

1,000円～1,000円

静岡県伊東市八幡野１７３６－５

133

フロントスタッフ
（伊東川奈）

「リブマックスリゾート伊東川奈」の
フロントの簡単な対応と接客のお仕事
です。
・チェックイン、チェックアウト業務
・電話やメールなどの予約受付業務
・施設のご案内や問い合わせ対応
未経験の方でも先輩スタッフが丁寧に

パート労働者 株式会社　リブ・マックス
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

1,000円～1,000円

静岡県沼津市岡宮１１５７－５
うさぎ薬局　岡宮店
又は静岡県伊東市湯川３丁目１１
－１　湯川店　

132

フロントスタッフ
（城ヶ崎海岸）

「リブマックスリゾート城ヶ崎海岸」
のフロントの簡単な対応と接客のお仕
事です。
・チェックイン、チェックアウト業務
・電話やメールなどの予約受付業務
・施設のご案内や問い合わせ対応
未経験の方でも先輩スタッフが丁寧に

パート労働者 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)13時00分～22時00

時給 業務経験

1,800円～2,500円
又は9時00分～18時00

131

薬剤師（調剤薬局） 当社、調剤薬局（沼津市又は伊東市）
において、下記の業務を担当していた
だきます。

・調剤薬局における薬剤師業務
・処方箋による調剤業務
・服薬指導

パート労働者 株式会社鶴亀ファーマシー
雇用期間の定めなし
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年2月1日発行

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: 0557-53-3838 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: 22052-  130021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-32-0300 従業員数 81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: 22052-  119421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 9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-  418921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 9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: 22090-  436021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 9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: 22090-  439221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 082-577-0035 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: 34010- 3867721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5816-6181 従業員数 18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: 13010- 7822621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 6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: 13040- 5746621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-1000 従業員数 0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 あり

求人番号: 22052-  105021 各種保険： 雇用・労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-52-6143 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 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: 22052-  103921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-270-3601 従業員数 36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: 22010- 2575321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-38-0100 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  124821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-37-3945 従業員数 34人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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: 22052-   94221 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市芝町１３－２７

時給

960円～960円
又は8時30分～17時00

静岡県伊東市玖須美元和田７２０－１４３

156

工場内軽作業　◆急
募◆

○バスタオル・タオル・布団カバー・
シーツ等のたたみ作業
○乾燥まで終了した洗濯物をプレス機
にかける前の、簡単な
　作業（布団カバーなどを表面に整え
るなどの雑務）


パート労働者 交替制あり 有限会社　北島クリーニング
雇用期間の定めなし

日給 (2)9時00分～17時00分

920円～950円 (3)11時00分～19時00
又は8時30分～19時00

静岡県伊東市玖須美元和田７２９
－１
　伊東市学校給食センター

155

飲食店での業務全般 ○ラーメン店の調理、ホールスタッ
フ、レジ対応、等

○ハンバーガーショップの調理、ホー
ルスタッフ、レジ対応、等

※店舗は相談により決定します。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 伊東商業開発　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

時給

940円～940円

静岡県伊東市八幡野１３０６－３４

154

（請）学校給食調理
員／伊東市

○伊東市内の小中学校の給食を作るお
仕事です。
（約２９００食程度）

＊給食センター内での調理補助、食
器・食缶の洗浄消毒をお任せします。


パート労働者 株式会社　東洋食品　東海事業部　静岡支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～15時30分

時給

1,000円～1,000円
又は10時00分～16時00

静岡県伊東市八幡野１１８３番地
伊豆高原駅内やまもプラザ　２０
７　【そば手鞠】

153

ジャズ喫茶における
接客サービス

お客様にジャズのＣＤを視聴していた
だきながら、本格的なコーヒーや紅
茶、その他の飲食を提供するお店で
す。
店主のサポートをお願いいたします。
○お客様のオーダー取り（ドリンク・
フード／視聴するＣＤ）

パート労働者 ジャズ倶楽部１９４６
雇用期間の定めなし (1)10時00分～16時00

時給 ※飲食店での経験あ
れば優遇1,000円～1,200円

又は9時00分～21時30

静岡県伊東市八幡野１７３６－５
リブマックスリゾート城ヶ崎海岸

152

ホール接客・洗い場
【そば手鞠】

☆令和４年２月新規オープン☆
伊豆高原駅内飲食店におけるホール業
務および洗い場の仕事です。
（蕎麦・うどん・丼物や定食・一品料
理などを提供）

○お客様のご案内・オーダー取り

パート労働者 株式会社　信海
雇用期間の定めなし

時給 (2)16時00分～22時00

1,000円～1,000円

静岡県伊東市岡１３４８－３
ウエルネスの森　伊東

151

レストランスタッフ
リゾート城ヶ崎海岸
（朝食・夕食）

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト城ヶ崎海岸」内にあるレストランで
の、朝食・夕食をご提供頂くスタッフ
募集。
＜仕事内容＞
・お客様対応
・食器洗いや片づけ

パート労働者 株式会社　リブマックス　フーズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～12時00分

時給 (2)17時00分～20時00 調理業務

1,500円～1,500円

静岡県伊東市大原静岡県伊東市大
原２丁目１番１号
伊東市役所高層棟　８階　食堂

150

調理補助／【ウエル
ネスの森　伊東】伊
東市

レストラン営業時にバイキングライン
に立ち
オムレツを焼く、天ぷらを揚げる、
肉・魚・野菜を焼く等
お客様の目の前で調理・提供。

盛り付け

パート労働者 株式会社　共立フーズサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～9時30分

時給 お仕事としての調理
経験930円～930円

静岡県伊東市富戸１２４１－２
　源泉と離れのお宿　月

149

調理／伊東市／伊東
市役所

伊東市役所食堂での調理業務。

約６０～８０食を３～４人体制で調
理。
食堂メニューの簡単な調理・切込み・
盛付・洗浄・片付など。

パート労働者 交替制あり 株式会社　ホーユー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時00

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市富戸１２４１－２
　源泉と離れのお宿　月

148

清掃・ハウスキー
パー／パート／月
（伊東市）

清掃・ハウスキーパーとして勤務して
頂きます。

＜主な仕事内容＞
・客室清掃、客室内の露天風呂の清掃
・大浴場の清掃、備品の補充
・ベッドメイク、備品の補充

パート労働者 交替制あり 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

1,000円～1,300円
又は7時00分～22時00

静岡県伊東市富戸１２４１－２
　源泉と離れのお宿　月

147

接客／月／伊東市 旅館の接客業務全般を行って頂きま
す。

＜主な仕事内容＞
・フロント対応（チェックイン、
チェックアウト）
・電話応対

パート労働者 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし

時給 (2)17時00分～22時00 経験者優遇

1,000円～1,200円
又は7時00分～22時00

静岡県伊東市岡２０３

146

調理補助／パート／
月（伊東市）

お客様の夕食、朝食における簡単な調
理補助業務です。

＜主な仕事内容＞
・食材の仕込み
・料理の盛り付け　など


パート労働者 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時00分

時給

1,100円～1,200円

静岡県伊東市池８９３－７６

145

案内係 旅館に到着されたお客様をお部屋に案
内するお仕事です。

チェックイン後のお客様の荷物をお預
かりしお部屋にご案内、お茶をお出し
します。
お部屋や館内の説明をします。

パート労働者 株式会社　大和館　　
【青山やまと】雇用期間の定めなし (1)13時30分～17時00

時給 (2)16時00分～20時30

990円～990円144

保養所でのレストラ
ン接客・配膳兼調理
補助【伊豆高原】

○レストランでの接客・配膳兼調理補
助のお仕事です。

・夕朝食の配膳業務等
・飲み物、特別料理等の注文受付提供
業務
・片付け、簡易清掃業務等

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆急コミュニティー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～10時30分
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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: 055-975-3980 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 美容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 管理美容師

求人番号: 22050-  787821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 54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: 22052-  205221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 94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: 22052-  206521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-47-6001 従業員数 4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 あり

求人番号: 22052-  191521 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-45-6937 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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: 22052-  102621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0545-67-1083 従業員数 31人

年　　齢: 不問 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

求人番号: 22100-  713821 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-52-3387 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日祝他 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: 22052-  216321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-45-8103 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  159221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-48-1443 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 なし

求人番号: 22052-  196121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 65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: 22052-  180721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　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: 22052-  169321 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 42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： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22052-  173821 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052-  174221 各種保険： 労災 月平均 2時間 ホームヘルパー２級

静岡県伊東市川奈１２５７－２０
【住宅型有料老人ホーム　ナース
の森】

時給

1,100円～1,300円
又は7時00分～19時00

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

169

介護職員【住宅型有
料老人ホーム　ナー
スの森】

○施設内の生活介助、身体介助　等

●令和４年４月にオープンする「住宅
型有料老人ホーム　ナースの森」での
業務です。
※事前の研修がありますので、勤務開
始は令和４年３月～を予定していま

パート労働者 交替制あり 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし

時給

1,500円～2,000円
又は8時30分～17時30

静岡県伊東市川奈１２５７－２０
【住宅型有料老人ホーム　ナース
の森】

168

看護小規模多機能型
施設の看護業務（正
看護師・准看護師）

●２０２０年３月新規オープンしまし
た「看護小規模多機能施設型居宅介護
施設　ナースの森」での看護業務全般
を行います。
ほか、訪問での業務もあります。（社
有車または自家用車を使用。自家用車
の場合は自家用車手当を支給）

パート労働者 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

1,500円～2,100円
又は8時30分～17時30

静岡県伊東市渚町５－３８【看護
小規模多機能型居宅介護施設】
または
伊東市川奈１２５７－２０【住宅

167

住宅型有料老人ホー
ム（正看護師・准看
護師）

●令和４年４月にオープンする「住宅
型有料老人ホーム　ナースの
森」での業務です。

お医者様からの指示書に従い業務を行
います。
病気の看護、褥瘡などの処置、健康管

パート労働者 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

950円～1,100円
又は8時30分～17時30

静岡県伊東市宇佐美１９３６‐２

166

事務員【看護小規模
多機能型施設ほか】

★伊東市渚町に令和２年にオープンし
た看護小規模多機能型施設での増員事
務員募集です。令和４年４月川奈に
オープンする住宅型有料老人ホームで
の勤務も相談可能です。
現在本社３名、看護小規模多機能４名
の事務員が働いています。

パート労働者 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし

時給

950円～1,100円

静岡県伊東市吉田５７３‐３

165

事務員【本社】 〇介護事務全般
仕事内容は一般事務、介護保険請求事
務、来客受付等になります。
その他、銀行回り・郵便物の提出・買
い物などの外出用務をお願いする場合
があります。（社有車：普通ＡＴ車）


パート労働者 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)11時00分～16時00

950円～1,050円

静岡県伊東市広野１丁目３番２６号　広野ＭＣビル２階

164

清掃スタッフ　◆急
募◆

クリニックの清掃の仕事です。

診療室・待合室・トイレ・入院病室等
の清掃を行います。
（掃除機がけ、モップがけ、拭き掃除
など）


パート労働者 交替制あり 医療法人社団　聖和会　上山レディースクリニック
雇用期間の定めなし (1)7時00分～11時00分

時給 (2)14時30分～18時30 採血や注射等の経験
を要する1,500円～1,500円

静岡県伊東市岡１２９３－３

163

看護師 耳鼻咽喉科に関わる診療の補助全般。
★診察時の医師の補助
★採血、注射、点滴
★検査（聴力検査やレントゲン等。未
経験でも指導致します）
★ネブライザー等の介助
★医療器具の洗浄、滅菌

パート労働者 交替制あり 松尾耳鼻咽喉科
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給 デイサービスでの看
護業務のご経験
サービス形態問わず

1,500円～1,700円
又は8時00分～17時00

静岡県伊東市玖須美元和田７１６－８７　南小学校内

162

看護職パート（百葉
介護センターわか
ば）

デイサービスのご利用者様に対する
看護業務全般をお願い致します。

・体調管理、バイタルチェック
・緊急時、急変時の対応
・一部介助業務（食事、入浴など）


パート労働者 医療法人財団　百葉の会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)13時00分～17時00

1,000円～1,000円
又は8時00分～18時35

静岡県伊東市宇佐美１６２７－１
（宇佐美小学校内）

161

放課後児童支援員 放課後や土曜日、長期休み（春・夏・
冬休み）等に学童支援員として児童を
支援します。
○子供の保育や指導　
○おやつの準備　（買い物などの外出
用務あり）
○保護者との対応

パート労働者 交替制あり 学童保育　どろんこクラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時00分～18時35

時給 (2)8時00分～18時00分

930円～1,000円

静岡県伊東市富戸１３１７－１３
　伊豆シャボテン動物公園

160

学童保育支援員 放課後児童クラブでのお仕事です。

宇佐美小学校内に設置されている学童
保育所です。

就労等で、家庭での保育に欠ける児童
をお預かりしています。

パート労働者 交替制あり 学童保育　わんぱくクラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～18時00

時給 (2)8時35分～16時20分

940円～940円

静岡県伊東市富戸１０９０
　伊豆ぐらんぱる公園

159

販売えさの準備【伊
豆シャボテン動物公
園】

飼育している動物にお客様が与える販
売用のえさを準備する仕事です。
〇動物の餌切などのセット
（動物によって切り方など異なりま
す。）
〇セットした餌容器に入れて、園内の
指定箇所へ運ぶ

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆シャボテン公園
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時35分～17時20分

時給 (2)8時35分～16時00分

920円～920円 (3)13時05分～21時30

静岡県伊東市玖須美元和田７１６－７９６

158

サービス業務（フロ
ント・受付）【伊豆
ぐらんぱる公園】

伊豆ぐらんぱる公園でのサービス業務
です。
（お客様の接客対応）
〇入園券等の販売、インフォメーショ
ン
〇チケットの検札
〇アトラクション受付等

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆シャボテン公園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時35分～17時00分

時給 美容業一般の経験

950円～1,500円157

理美容師 美容業全般

　カット・パーマ・カラー
　洗髪
　他　　美容一般業務になります

　オープン前に店内清掃もあります

パート労働者 有限会社サイトシステム
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年2月1日発行

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: 0557-37-2276 従業員数 8人

年　　齢: 不問 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: 22052-  125221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-35-3022 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22052-  179921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 0時間

     TEL: 0557-45-5566 従業員数 85人

年　　齢: 不問 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 あり 准看護師

求人番号: 22052-  170121 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-45-5566 従業員数 104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: 22052-  172721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-44-2222 従業員数 15人

年　　齢: 不問 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 なし 准看護師

求人番号: 22052-  144321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-54-9988 従業員数 150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 あり

求人番号: 22052-  104121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 76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 あり

求人番号: 13010- 5036621 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 76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 あり

求人番号: 13010- 5038121 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-78-1137 従業員数 8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: 22052-  177321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-263-2812 従業員数 3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: 22010- 2132321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-9060 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  135421 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-38-9060 従業員数 17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: 22052-  136321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-33-1301 従業員数 205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: 22052-  137621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

又は9時30分～15時00

静岡県伊東市八幡野の宿泊施設（伊豆高原学園）

182

客室清掃【伊東市・
伊豆熱川地区】

ホテルや保養所などの客室清掃の仕事
です。

掃除機かけ、ゴミ集め、ベッドメーキ
ング、備品の補充、
洗面・トイレ・お風呂など水回りの拭
き上げ清掃、等

パート労働者 交替制あり 有限会社　夢ａｎクリーンネイト
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時00

時給

950円～950円

静岡県伊東市八幡野（伊豆高原学園）

181

大浴場清掃【伊豆高
原】

保養所の大浴場清掃業務です。
○シャンプー等の補充
○風呂桶やイスの洗浄
○お風呂のお湯を抜いてのデッキブラ
シ清掃
○濾過機等の機械操作　など

パート労働者 交替制あり 太平ビルサービス株式会社　伊東営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時30

静岡県伊東市・伊豆熱川等のホテルや保養所

時給 (2)10時00分～15時00 ※経験のある方は優
遇します920円～1,000円 (3)11時00分～15時00

時給

950円～950円

静岡県伊東市銀座元町２－１３
静岡銀行　伊東支店

180

客室・共用部清掃
【伊豆高原】

保養所の客室清掃業務と、共用部分の
清掃業務です。
○掃除機をかける
○ベッドメイク
○バスルーム、洗面、トイレ等の水周
りの拭き上げ清掃
○リネン類など備品の補充、等

パート労働者 太平ビルサービス株式会社　伊東営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時30

時給

1,100円～1,100円

静岡県伊東市内（各ホテル・旅館・保養所・民宿）

179

（請）清掃スタッフ
／伊東市

店舗内の清掃業務
・トイレ
・ＡＴＭコーナ
・事務所内　等

パート労働者 株式会社　ピーオーテクノサービス　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～10時25分

時給 (2)9時30分～14時00分

1,100円～1,200円
又は9時30分～14時00

静岡県伊東市桜木町２－１－１
「大江戸温泉物語　伊東ホテル
ニュー岡部」（当社施設）

178

ホテル・保養所の客
室清掃、共用部清掃

伊東市内のホテル・保養所の客室清
掃、及び共用部清掃のお仕事です。

●客室清掃
　掃除機かけ、ゴミ集め、客室内水回
りの拭き上げ清掃、
　アメニティー補充　等

パート労働者 株式会社　夢工房
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時00

時給

1,200円～1,500円

静岡県伊東市桜木町２－１－１
「大江戸温泉物語　伊東ホテル
ニュー岡部」（当社施設）

177

清掃スタッフ／午前
勤務／ホテルニュー
岡部／伊東市

【仕事内容】

・パブリックスペースの清掃
・大浴場、露天風呂の簡易清掃
・検温など

お客さまが最も心を落ち着ける空間づ

パート労働者 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)5時00分～8時30分

時給 (2)15時00分～22時00

950円～1,100円
又は6時00分～22時00

静岡県伊東市八幡野１０２７

176

レストランスタッフ
／ホテルニュー岡部
／伊東市

【仕事内容】

・料理の提供
・お客様対応
・お席のご案内
・下膳
・オープンやクローズ作業など

パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～11時00分

時給 医療事務の経験あれ
ば尚可1,100円～1,200円

静岡県伊東市岡１３０７－５

175

医療事務【診療所】
（公休１０日／月）

○外来診療・入院・在宅医療まで幅広
く対応している診療所における医療事
務業務です。

○施設入居者・職員の健康診断に関す
る業務もあります。　


パート労働者 一般財団法人　日本老人福祉財団　伊豆高原〈ゆうゆうの里〉
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 看護師又は准看護師
の実務経験1,400円～1,700円

静岡県伊東市吉田８２１－１９
【特別養護老人ホーム　伊豆の瞳
／伊豆の瞳（プラス）】

174

看護師 デイサービスにおける看護業務
〇バイタルチェツク及び体調管理
〇食事、入浴、排泄等の支援
〇利用者に対する機能訓練
〇報告書の作成、評価

パート労働者 株式会社　ライフケア伊豆
『ライフケア　大山の里』雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

920円～950円
又は8時30分～15時30

静岡県伊東市吉田８２１－１９
【特別養護老人ホーム　伊豆の瞳
／伊豆の瞳（プラス）】

173

清掃・シーツ交換 ●特別養護老人ホーム館内の清掃作業
として、床面のモップ清掃や雑巾を
使って手すりの消毒などを行います。
清掃箇所は、正面玄関・ロッカー・職
員トイレ・廊下・階段・デイスペー
ス・入居者スペースの居室・リビン
グ・トイレなどです。

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

時給 福祉施設での経験が
あれば尚可1,600円～2,000円

又は8時30分～17時30

静岡県伊東市岡１７１－２

172

看護職員（非常勤） 特別養護老人ホーム伊豆の瞳・ショー
トステイ・デイサービスにおける入居
者様、及び利用者様の健康管理等の看
護業務全般を行います。

Ｒ２年１０月伊豆の瞳プラス開設（個
室的多床室６０床２階建て）

パート労働者 社会福祉法人　珀寿会
特別養護老人ホーム　伊豆の瞳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 介護施設での経験あ
れば尚可1,450円～1,650円

又は8時30分～17時30

静岡県伊東市中央町８－１０

171

看護師業務 入居者様のお世話や健康管理を行いま
す。
・バイタル計測
・配薬、服薬の指導、薬の管理
・健康相談
・受診の付き添い等


パート労働者 交替制あり 株式会社伊豆の里　介護付有料老人ホーム　　　　　　　　　　　サンリッチ伊東
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給

950円～1,100円
又は8時00分～19時00

170

ルート集配及び事務 得意先顧客（歯科医院）に対するルー
ト集配業務
指示書等の回収及び一般事務　
加工、製作した義歯などの納品
集金をお願いする場合あり

※社有車（ＡＴ軽自動車）

パート労働者 株式会社　アートデンタルラボラトリー
雇用期間の定めなし
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