
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-37-2243 従業員数 108人

年　　齢: 不問 休　　日： 火土日祝 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- 1260721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-423-1165 従業員数 98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 なし 准看護師

求人番号: 22020- 2953021 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： 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: 22090- 1123721 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0538-33-7784 従業員数 17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 なし 准看護師

求人番号: 22090-  918021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-33-7784 従業員数 17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 なし 准看護師

求人番号: 22090-  924921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-36-1112 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22090-  929221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-55-0121 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 歯科技工士 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-  934721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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-  880221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-37-2243 従業員数 108人

年　　齢: 不問 休　　日： 火土日祝 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- 1275921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-32-2108 従業員数 40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-  965921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-77-8620 従業員数 7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 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22090-  931921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-43-2111 従業員数 50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-  850621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-33-0613 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 なし 助産師

求人番号: 22090-  917121 各種保険： 雇用・労災・その他 月平均 栄養士

     TEL: 0538-33-7784 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22090-  925121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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 (2)8時30分～15時15分

949円～1,115円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

事務補助員（地域医
療課）／会計年度任
用職員

静岡県の行政機関でのお仕事で、地域医
療課の事務全般の
お仕事をしていただきます。
・各種資料整理

（主な仕事の内容）
・データ管理

パート労働者 静岡県西部健康福祉センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

時給

1,400円～1,550円

静岡県磐田市見付３５９９－４
　静岡県西部健康福祉センター

2

デイ看護職員（豊田
一空園）

特養入居者　健康チェック
内服薬介助
バイタルチェック等

パート労働者 社会福祉法人　八生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給

1,250円～1,600円
又は8時30分～17時30

静岡県磐田市東原２０７－１
【豊田一空園】

3

看護職員（正、准看
護師）

特別養護老人ホーム入居者及びショート
ステイ利用者の
看護日常生活上のお世話等

（主な仕事の内容）
・診療補助、通院の付添い
・日常の内服管理

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～17時30分

時給

1,050円～1,250円
又は8時30分～18時30

静岡県磐田市西貝塚２１１１－１

4

看護師（准看護師） 認可外保育園における看護業務全般をし
ていただきます。

（主な仕事の内容）
・定員１２名の園児と一時預りのお子様
の保育と養護
・保護者への対応

パート労働者 株式会社　ｉ－ｃｕｂｅ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,050円～1,250円
又は8時30分～20時00

静岡県磐田市立野２００３－４　１
Ｆ
　あいきゅーぶ保育園

5

看護師（准看護師） 認可外保育園における看護業務全般をし
ていただきます。

（主な仕事の内容）
・定員１２名の園児と一時預りのお子様
の保育と養護
・保護者への対応

パート労働者 株式会社　ｉ－ｃｕｂｅ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)14時30分～18時30

1,400円～1,800円

静岡県磐田市下岡田８４７－１
　パレルパルク内

6

正・准看護師
「看護」

・皮膚科の診療補助、看護業務

・美肌、シミ治療、脱毛などの美容皮膚
科治療




パート労働者 医療法人社団　優藤会　石川皮ふ科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

時給 歯科技工士経験

1,100円～1,500円
又は9時00分～18時00

静岡県磐田市宮之一色８７０－１

7

歯科技工士 ・保険から一般までの歯科技工士に係る
業務全般（補助）に

　従事していただきます。

（ホテツ部門、デンチャー部門あり）


パート労働者 株式会社　ＣＥＤＡＲ　ＤＥＮＴＡＬ
雇用期間の定めなし

月給 管理栄養士

1,062円～1,062円

静岡県磐田市福田中島１６９－１

8

管理栄養士／健康増
進課

（会計年度任用職員）
（主な仕事の内容）

・家庭訪問・窓口・電話にて、特定保健
指導、
　健康相談（栄養相談）を実施


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 児童福祉に関する業
務経験1,033円～1,238円

静岡県磐田市国府台５７－７　
磐田市総合健康福祉会館ｉプラザ３
階　健康増進課

9

児童福祉司等サポー
ト職員／会計年度任
用職員

静岡県の行政機関でのお仕事です。

（主な仕事の内容）
・困難児童ケース面接補助や家庭訪問等
サポート

・市町や協議会に対する指導、支援補助

パート労働者 静岡県西部健康福祉センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時45分

時給 (2)6時30分～15時15分

1,175円～1,377円 (3)11時30分～20時15

静岡県磐田市見付３５９９－４
　静岡県西部健康福祉センター

10

児童指導（知的障
害）／パート／自立
生活支援課

知的障害児等の生活支援。

（主な仕事の内容）
・食事支援
・入浴支援
・就寝支援　など


パート労働者 交替制あり 静岡県立磐田学園
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 (2)9時45分～18時45分

1,000円～1,100円 (3)8時00分～17時00分

静岡県磐田市西貝塚３５７７－１

11

保育士・幼稚園教諭 当園は、小規模保育園になります。
０．１．２歳児の子どもたちの保育全般
です。
子どもたちに寄り添った、あたたかい保
育を行います。
みんな一斉ではない、一人ひとりの興味
関心をすくい取り保育を展開していきま

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　愛光会　小規模保育事業所　ハローきっず
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時15分～16時15分

時給

1,750円～1,750円

静岡県袋井市下山梨１丁目１３番地の１８

12

療育教室の保育士ス
タッフ

（仕事の内容）　　　　
・１歳６か月児健診後の親子あそび教室
（わんぱく広場）での
　関わり方の助言、指導

・２歳６か月児相談後の親子あそび教室
（どんぐり教室）での

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)9時00分～12時00分

時給 保育士歴３年以上

1,000円～1,200円
又は16時00分～20時00

静岡県袋井市久能２５１５－１
　袋井市総合健康センター

13

保育士 訪問で保育士・ベビーシッター・イベン
ト保育・送迎の仕事が主です。
さらに簡単な家事代行・お料理代行・お
買い物代行など。

パート労働者 ベビー＆キッズシッター　ままもこ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給

1,250円～2,000円
又は16時30分～21時20

静岡県磐田市見付４７７２－１２

14

学習塾の指導 ・学習塾における小学生から高校生まで
の個別授業および
　集団授業での指導をしていただきま
す。

・最初は主に個別授業での指導をお願い
します。

パート労働者 株式会社　ｉ－ｃｕｂｅ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

静岡県磐田市立野２００３－４　２Ｆ

1/5



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: 0538-31-3800 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 月土日他 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-  868621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 41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-  877921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-2243 従業員数 108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: 22090- 1264421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-353-5151 従業員数 21人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22040-  792521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-4854 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 なし

求人番号: 22090-  937521 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-2200 従業員数 23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-  993721 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0537-22-7100 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 火日他 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-  652121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-37-2243 従業員数 108人

年　　齢: 不問 休　　日： 木土日祝 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- 1274621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-84-0100 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  847721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-37-0551 従業員数 40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: 22090-  871821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-423-1165 従業員数 83人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22020- 2968621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-39-5661 従業員数 27人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  941021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-39-5661 従業員数 27人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  942721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-42-5901 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木 理容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 美容師

求人番号: 22090- 1048321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

時給

1,145円～1,525円15

個別指導塾講師（未
経験）

・主に中学生の指導をお願いします。小
学生の指導も可能です。
・教科は主に数学を中心として国語・理
科・社会など指導できる
　教科をお願いしています。
・指導方法については教室長がフォロー
します。

パート労働者 交替制あり 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

月給 事務職経験者

951円～951円

静岡県磐田市福田４５７０－１

16

事務員／福祉課総務
グループ〔会計年度
任用職員〕

福祉課の一般事務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


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 保健師、看護師資格
があった方が望まし
い

978円～1,183円

静岡県磐田市国府台５７－７　磐田市総合健康福祉会館ｉプラザ

17

ひきこもり支援員
（福祉課）／会計年
度任用職員

静岡県の行政機関でのお仕事です。

（主な仕事の内容）
　・ひきこもりの本人、家族からの電
話、来所相談の対応
　（家庭、教育、社会問題等について
個々のアドバイスや

パート労働者 静岡県西部健康福祉センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時15分

時給 ・金融機関経験者

1,050円～1,170円

静岡県磐田市見付３５９９－４
　静岡県西部健康福祉センター

18

清水銀行営業店での
後方事務／磐田市～
浜松市

・伝票の起票や新規申込書等のオペレーション業務、各書類の　　　メール便等の処理、顧客及び営業店等からの電話取次業務等を　　行っていただきます。パート労働者 株式会社　清水銀行
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時00分

月給

951円～951円

当行営業店８店舗（磐田市～浜松
市）求人に関する特記事項参照
＊磐田市～浜松市の店舗のうち、ご
本人希望及び住所等を考慮の

19

一般事務 中遠広域粗大ごみ処理施設でのお仕事で
す。

（主な仕事の内容）

・搬入車両の計量業務


パート労働者 中遠広域事務組合
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給 (2)9時00分～15時00分

949円～1,115円

静岡県磐田市新貝５９番地１

20

一般事務補助／会計
年度任用職員

・資料整理、作成（パソコンを使用）
・統計的資料のパソコン入力、編集作業
・来客、電話応対、お茶出し
・室内清掃、整理整頓　等の雑事もお願
いします。


パート労働者 高卒以上 静岡県西部地域局
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

930円～930円

静岡県磐田市見付３５９９－４

21

調剤事務（袋井市・
よこの薬局）

＊処方箋の受付業務（袋井市／よこの薬
局）
　・レセプトコンピュータの入力
　・ＯＴＣ（一般用医薬品、健康食品
等）及び
　　物品販売、会計
　・その他付帯する事務業務全般

パート労働者 株式会社　健康第一調剤薬局
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

時給 児童福祉に関する業
務経験978円～1,183円

静岡県袋井市高尾１７４４－１
よこの薬局

22

里親委託推進員／会
計年度任用職員

静岡県の行政機関でのお仕事です。

（主な仕事の内容）
・里親支援に関すること
・里親ひろばの補助業務に関すること
・里親認定、登録の補助業務
・里親会に関する事務補助　等

パート労働者 静岡県西部健康福祉センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時45分

時給

930円～1,200円
又は6時00分～22時00

静岡県磐田市見付３５９９－４
　静岡県西部健康福祉センター

23

販売店員　飲食従事
者（高速道路パーキ
ングエリア）

新東名遠州森町パーキングエリア　下り
線でのお仕事です。

物販部門：お土産品の販売（レジ打ち）

飲食部門：調理及び、調理補助


パート労働者 交替制あり 遠州森町パーキングエリア　下り線
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)13時00分～18時00

920円～1,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県周智郡森町円田９５４－３

24

店舗スタッフ 菓子問屋での、店舗スタッフのお仕事で
す。

（主な仕事内容）
　・レジ　　　　
　・接客　　　　
　・電話応対　　

パート労働者 菓子問屋　近藤商事　（株式会社　近藤商事）
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

1,050円～1,200円

静岡県磐田市二之宮東１０－１

25

介護職員（梅香の
里）（就業時間相談
可）

食事・入浴・排泄等、入所者の日常生活
の介助を行います。
入所者の立場に立ち、ニーズを把握し
て、その方に合ったケアを提供していき
ます。
介護が初めての方でも研修が充実してお
り、職員も指導させて頂きますので、安

パート労働者 社会福祉法人　八生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

時給 (2)11時00分～20時00 ショートステイの介
護経験1,068円～1,105円 (3)16時00分～0時00分

又は0時00分～9時00分

静岡県磐田市下野部３６３－１
【梅香の里】

26

ショートステイ介護
スタッフ

ショートステイ（短期入所生活介護）の
介護スタッフとしての
お仕事です。

介護をされているご家族の負担軽減を主
な目的とし、要介護者が
お泊りをする中で食事・入浴・排泄を中

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ユニマット　リタイアメント・
コミュニティ
　磐田ケアセンターそよ風

雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 (2)0時00分～9時00分 介護施設における夜
勤業務経験1,275円～1,275円

静岡県磐田市国府台１０－１

27

夜勤専門　ショート
ステイ介護スタッフ

２ユニット２０名が利用されるショート
ステイ（短期入所生活介護）の介護ス
タッフとしてのお仕事です。

夜勤専門のお仕事となります。

夕食前に勤務開始。昼間の申し送りを受

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ユニマット　リタイアメント・
コミュニティ
　磐田ケアセンターそよ風

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時00分～0時00分

時給 シャンプー、シェー
ビング、カット、カ
ラー、パーマのでき

913円～1,000円

静岡県磐田市国府台１０－１

28

理・美容師／アーツ
店（袋井市上山梨）

理・美容室Ａｒｔｓ（アーツ）店の理・
美容師の募集です

理容・美容技術全般に関する業務
　シャンプー
　シェービング
　カット

パート労働者 株式会社　ジーエイジー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～19時00分

静岡県袋井市上山梨２－１１－６　２０２

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: 0538-42-5901 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木 理容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 美容師

求人番号: 22090- 1058921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0532-55-0300 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 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

求人番号: 23040- 1545121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-353-6868 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: 22040-  871721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-353-6868 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22040-  878921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-353-6868 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22040-  877621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-353-6868 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22040-  885621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-48-6113 従業員数 227人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 1165821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-353-6868 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22040-  879121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-30-1717 従業員数 21人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1313621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-48-6113 従業員数 227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- 1168421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-48-6113 従業員数 227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: 22090- 1169321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-30-1717 従業員数 21人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1314921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0537-36-3211 従業員数 9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: 22060-  874821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-42-1920 従業員数 7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-  939321 各種保険： 労災 月平均 

時給 シャンプー、シェー
ビング、カット、カ
ラー、パーマのでき

913円～1,000円
又は9時00分～19時00

29

理・美容師／ヴォー
グ

理・美容室ＶＯＧＵＥ（ヴォーグ）店の
理・美容師の募集です。

理容・美容技術全般
　・シャンプー
　・シェービング
　・カット

パート労働者 株式会社　ジーエイジー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 経験者優遇

1,000円～1,300円
又は9時00分～19時00

静岡県袋井市久能１２８１－３

30

美容師　【イオンタ
ウン磐田店】

美容業務全般
（カット・カラー・パーマなど）






パート労働者 株式会社　レッツ　（・美・容・室・１０００％ＧＲＯＵＰ）
雇用期間の定めなし

時給 (2)15時00分～19時30

913円～950円

静岡県磐田市西貝塚字横須賀道北３
６９０
イオンタウン磐田店内　１０００％
磐田店

31

豊仙苑／特別養護老
人ホームでの調理補
助

（請負業務）
　特別養護老人ホームでの調理補助、盛
付、配膳、洗浄等


※求人内容について不明な点がありまし
たら、電話連絡時等に

パート労働者 株式会社　ウェルビーフードシステム
雇用期間の定めなし (1)13時00分～19時30

時給

913円～950円
又は5時30分～19時30

静岡県磐田市敷地８３－８

32

特別養護老人ホーム
遠州の園／調理補助

【請負業務】
特別養護老人ホームでの調理補助、盛
付、配膳、洗浄等





パート労働者 株式会社　ウェルビーフードシステム
雇用期間の定めなし

時給 (2)13時00分～19時30

913円～950円

静岡県磐田市大久保５２２－１
　特別養護老人ホーム遠州の園

33

風の杜／介護老人保
健施設での調理補助

（請負業務）
○施設利用者様の食事調理補助
・仕込、盛付、洗浄、配膳、清掃





パート労働者 株式会社　ウェルビーフードシステム
雇用期間の定めなし (1)5時30分～12時00分

時給

913円～950円
又は5時00分～19時00

静岡県周智郡森町草ケ谷１０４－１

介護老人保健施設　風の杜　厨房

34

紅紫萩／ケアハウス
での調理補助

（請負業務）
・老人福祉施設での調理補助
・仕込み、盛付け、配膳、洗浄


※求人の内容についてご不明な点があり
ましたら、電話連絡時　　　もしくは面

パート労働者 株式会社　ウェルビーフードシステム
雇用期間の定めなし

時給 (2)18時00分～22時30

920円～920円

静岡県袋井市高尾１４６８
ケアハウス紅紫萩　厨房内

35

洗浄及び調理補助 宿泊施設（葛城北の丸）及びゴルフ場
（葛城ゴルフ倶楽部）でのお仕事です。

（おもな仕事）
・食器類の洗浄及び整理整頓。
・食材の下準備　など。


パート労働者 交替制あり 株式会社　ヤマハリゾート
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

913円～950円
又は5時30分～19時30

静岡県袋井市宇刈２５０５－２

36

さくらの苑／介護老
人保健施設での調理
補助

（請負業務）
・特別養護老人ホームでの調理補助
　仕込、調理、洗浄、配膳

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ウェルビーフードシステム
雇用期間の定めなし

時給

913円～1,238円
又は7時30分～1時00分

静岡県磐田市二之宮字仙水１１６２　さくらの苑内　厨房

37

調理スタッフ ファミリーレストランでの調理のお仕事
です。

（調理業務）
・お客様からご注文頂いたメニューの調
理を行います。
また、デザート類の盛り付けや仕込みも

パート労働者 株式会社　ジョイフル東海　ジョイフル袋井北店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円

静岡県袋井市上山梨４－１－１　イオン袋井敷地内

38

レストランサービス
（葛城北の丸）

葛城北の丸でのレストランサービス業務
を行っていただきます。

・主に朝食スタッフとして、料理の提
供、
　片付け等のお仕事です。


パート労働者 株式会社　ヤマハリゾート
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給 (2)11時00分～16時30

1,000円～1,000円

静岡県袋井市宇刈２５０５－２

39

レストランサービス ゴルフ場のレストランでの接客及びバイ
キングの料理提供、

茶店での接客のお仕事になります。


※経験のない方でも先輩社員が丁寧に教

パート労働者 株式会社　ヤマハリゾート
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 (2)21時00分～1時00分

913円～1,238円
又は7時30分～1時00分

静岡県袋井市宇刈２５０５－２

40

接客スタッフ ファミリーレストランでの接客のお仕事
です。

（接客業務）
・お客様からご注文を承り、料理の運
搬、会計操作が業務の中心と　なりま
す。　

パート労働者 株式会社　ジョイフル東海　ジョイフル袋井北店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～21時00

時給

950円～1,000円
又は9時00分～22時00

静岡県袋井市上山梨４－１－１　イオン袋井敷地内

41

販売・接客業務（ら
らぽーと磐田店内）
パート

＊ららぽーと磐田店内（タリーズコー
ヒー店）において、
　販売、接客業務を担当します。
　・お客様から注文を受けたドリンクを
作ったり、レジでの接客等　　を行う業
務です。


パート労働者 交替制あり 菊川製茶　株式会社
雇用期間の定めなし

時給

920円～920円

静岡県磐田市高見丘１２００
ららぽーと磐田店内（店舗名：タ
リーズコーヒー）

42

スポーツ施設管理 愛野公園でのお仕事になります。

（主な仕事の内容）

・窓口業務

・社内ＰＣサポート

パート労働者 公益社団法人　袋井市スポーツ協会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～15時30分

静岡県袋井市豊沢１７２７
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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: 0538-33-7784 従業員数 17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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090-  916921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-33-7784 従業員数 17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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090-  923621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-33-2670 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 月火水木金他 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- 1006621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-33-2670 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 原動機付自転車免許 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: 22090- 1002221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-31-2500 従業員数 18人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  859321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-23-1305 従業員数 19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: 22090- 1177321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-67-1670 従業員数 47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: 22090-  899521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-85-4150 従業員数 50人

年　　齢: 63歳以下 休　　日： 土日他 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: 22090-  910821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-34-3017 従業員数 23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- 1292921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-38-1271 従業員数 40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-  947321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-38-1271 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090-  950721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-2243 従業員数 108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: 22090- 1202021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-442-1001 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 なし

求人番号: 22020- 2313321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-37-0551 従業員数 40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-  873521 各種保険： 労災 月平均 

時給

1,050円～1,250円43

保育士 認可外保育園における保育業務全般をし
ていただきます。

（主な仕事の内容）

・定員１２名の園児と一時預りのお子様
の保育と養護

パート労働者 株式会社　ｉ－ｃｕｂｅ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～18時30

時給

1,050円～1,250円

静岡県磐田市立野２００３－４　１
Ｆ
　あいきゅーぶ保育園

44

保育士 認可外保育園における保育業務全般をし
ていただきます。

（主な仕事の内容）

・定員１２名の園児と一時預りのお子様
の保育と養護

パート労働者 株式会社　ｉ－ｃｕｂｅ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～20時00

日給

1,250円～1,250円

静岡県磐田市下岡田８４７－１
　パレルパルク内

45

交通誘導警備員／短
期・土日

≪交通誘導の仕事になります。≫

・工事現場に関わる車両・通行人の誘導

・勤務場所は、袋井市大谷です。

※　７０代の方も応募可能です。

パート労働者 有限会社　ティア警備
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

日給 (2)13時00分～17時00

1,063円～1,250円 (3)8時00分～17時00分

静岡県袋井市大谷

46

交通誘導警備員 交通誘導の仕事になります。
・工事現場や駐車場で車輌や歩行者を誘
導していただきます。
・休日・夜間警備はありません。


※若年者から年金受給者までの幅広い方

パート労働者 有限会社　ティア警備
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

1,000円～1,100円
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市内各所・袋井市内各所・掛川市内各所

47

自動車部品製造（溶
接）

自動車部品の溶接作業です。
（主な仕事内容）
・スポット溶接用ロボットや、定置ス
ポット機を使用しての
　作業となります。
・１ｋｇ程度の軽い重さの製品どうしを
溶接する作業です。

パート労働者 有限会社　東海テック
雇用期間の定めなし

時給

920円～950円
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市下岡田７２－８

48

検査及び軽作業 研磨加工、洗浄、梱包を主とする職場で
す。
・キズの検査
・測定
・洗浄を含む梱包作業　など

※ほとんどの作業がルール化されてお

パート労働者 株式会社　第一技研
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 印刷業界の経験

920円～920円
又は9時00分～18時10

静岡県袋井市中新田１４５－１　中
新田工場
静岡県袋井市東同笠１０１２　　本
社

49

現場作業員（製袋） 封筒の製造サポートをお願いします。

（主な仕事の内容）
・梱包や荷物の移動、ラベル貼りなどの
軽作業。
・製袋機（封筒）で製造する封筒の補
助。

パート労働者 交替制あり 株式会社　エムクリエイション　磐田工場
雇用期間の定めなし

時給 (2)8時30分～17時15分

920円～950円

静岡県磐田市南平松２－２０

50

ゴム部品の加工 当社天宮工場内での作業をお願いしま
す。

（主な仕事の内容）
・自動車ゴム部品の加工
・マーク塗布
・部品接着

パート労働者 株式会社　宮下製作所　天宮工場
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

920円～920円

静岡県周智郡森町天宮５０１

51

倉庫内作業員 軽微な組み付け作業を行って頂きます。
＜仕事内容＞
・自動車部品、シャフト、ダンパーなど
の組付け作業を
　主に行って頂きます。
・モクモクとタンタンと仕事に集中でき
る環境です。

パート労働者 株式会社　ナルキュウ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給 (2)8時30分～16時00分 水質検査、薬品管理
業務の経験1,340円～1,340円

静岡県磐田市見付１７５５番地１

52

水質管理／磐田市 静岡県企業局　各施設のいずれかでの仕
事です。
（会計年度任用職員）
＜主な仕事内容＞
・ビーカー等の洗浄
・ＰＨ、濁度、残留塩素計測
・機器分析（ＴＯＣ、水銀）

パート労働者 変形（1週間単位非定 高校（工業化学科）
以上又は同等の知識
を有する方

静岡県企業局西部事務所
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 (2)8時30分～17時00分 機械・設備等の簡易
な点検、保守作業の
経験

1,340円～1,340円 (3)8時30分～16時00分

静岡県磐田市寺谷２２５８

53

施設管理／磐田市・
北区・浜北区

（会計年度任用職員）
静岡県企業局の各施設のいずれかでの仕
事です。
＜主な仕事内容＞
・浄水場及び関連施設の巡視・点検・監
視・操作補助
・草刈機による浄水場内、場外の草刈、

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 静岡県企業局西部事務所
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

947円～1,122円

求人に関する特記事項欄要確認お願
いします。

54

運転手兼事務補助
（環境課）／会計年
度任用職員

（会計年度任用職員）
　静岡県の行政機関でのお仕事で、廃棄
物巡回パトロール等に
　よる運転手と事務の仕事です。
１　廃棄物巡回パトロール等
　・四輪駆動車等の運転
　・自動車の管理

パート労働者 静岡県西部健康福祉センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時45分～17時00分

時給 (2)17時00分～21時00

915円～915円

静岡県磐田市見付３５９９－４
　静岡県西部健康福祉センター

55

分別作業（ららぽー
と磐田）

（請負業務）
各テナントから出されるごみの分別など
ららぽーと磐田内にあるごみ集積場での
作業になります。

パート労働者 交替制あり 株式会社　三共
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 (2)13時00分～18時00

1,000円～1,200円 (3)19時00分～23時00
又は8時00分～22時30

静岡県磐田市高見丘１２００
（ららぽーと磐田）

56

営業スタッフ（配
送）

■配送業務
・ワゴン車（１６００ｃｃ）にて主にお
菓子・雑貨品の
　ルート営業業務を行っていただきます
・ルート先店舗：スーパー・パチンコ店
が多いです


パート労働者 交替制あり 菓子問屋　近藤商事　（株式会社　近藤商事）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時00分

静岡県磐田市二之宮東１０－１
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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: 0538-85-0355 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  911221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-32-6493 従業員数 25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: 22090- 1038521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 043-213-2006 従業員数 25人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 8人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 12010- 2977221 各種保険： 労災 月平均 1時間

時給

920円～950円
又は9時00分～17時00

57

清掃 （主な仕事の内容）
１．事務所：床掃き、床水拭き、棚埃取
り、トイレ掃除
２．製品室：床掃き、棚の埃取り
３．工場内：工場内機械・備品の清掃
（エア（空気圧）で
　　　　　　飛ばす、掃除機（業務用）

パート労働者 朝日製粉
雇用期間の定めなし

時給

980円～1,050円
又は13時00分～16時55

静岡県周智郡森町問詰１２２３－１２

58

工場内軽作業等 【主な仕事の内容】

１．処理手配（外注先に部品等の持ち込
み）、回収
２．部品の整頓、発注
３．庶務的業務（給食の発注や配膳、片
付け、清掃、

パート労働者 大石鐵工所　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

静岡県袋井市高尾３０００番地　ノブレスパルク内

時給

1,000円～1,000円
又は6時30分～9時30分

静岡県磐田市西貝塚５６４－１

59

商品陳列スタッフ ＜長期のお仕事＞

大手スーパーマーケットで商品を運んで
並べるだけの、未経験でも
すぐ覚えられるコツコツ作業です。

パート労働者 エイジスマーチャンダイジング　サービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～9時30分

5/5


