
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： 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: 22090- 1541721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-586-7902 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水土日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22090- 1512621 各種保険： 雇用・労災・その他 月平均 3時間

     TEL: 053-413-3290 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 作業療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22020- 3565421 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： 木土日祝 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- 1540021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-74-0266 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22090- 1427021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

     TEL: 053-413-3290 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22020- 3553721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-38-2875 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火木金日他 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- 1380921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 22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- 1529421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 19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- 1466321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-32-9699 従業員数 6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: 22090- 1503321 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-4821 従業員数 778人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1501521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-32-2205 従業員数 31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- 1506121 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-4821 従業員数 778人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1367821 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： 金土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 1446821 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 保健師または看護師
としての業務経験1,250円～1,470円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

難病患者訪問相談員 ＊在宅難病患者の生活支援のための訪問
相談業務

（主な仕事の内容）
　・障害や生活上の課題等の相談
　・災害時対応（準備）指導
　・利用できる制度やサービスの紹介・

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～15時00分

時給

1,600円～2,000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

看護師業務 内科・リウマチ科クリニックにおける看
護師業務全般の
お仕事になります。

（主な仕事の内容）
・医師の指導のもとでの医療行為
　予診、検温、診察補助、点滴、注射、

パート労働者 ふたばクリニック
雇用期間の定めなし (1)14時45分～18時30

時給

1,250円～1,380円

静岡県磐田市新貝２１２２－２

3

作業療法士（聖隷ト
ライサポート和合）

リハビリテーション特化型の「共生型」
通所介護（デイサービス）施設です。リ
ハビリテーション専門職を厚く配置して
おり、医療的リハビリテーションの後方
施設として、介護・福祉の視点に立った
継続的なリハビリテーション・ケアを提
供します。

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

時給 福祉に関する相談業
務978円～1,183円

静岡県浜松市中区和合町５５５
【聖隷トライサポート和合】

4

母子父子自立支援員
（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）
　・母子家庭等の生活就労支援
　・母子福祉関係等の調査及び報告
　・貸付金の対応業務
　・パソコン入力、集計

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 保育関係者歓迎

940円～1,170円
又は7時45分～18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

5

児童支援員 放課後児童（１～６年）の保育

（主な仕事の内容）
・授業終了後、お勤めなどでお家の方が
留守になっている
　子供さんを家族と同じように勉強・遊
びなどの生活支援を

パート労働者 特定非営利活動法人　国際教育文化協会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～18時15

時給 (2)10時00分～17時00

1,000円～1,100円
又は9時00分～18時00

静岡県袋井市久能１２２７番地１０
　袋井北コミュニティハウス第３の
びのび南クラブ

6

保育士（聖隷放課後
クラブはなえみ森
町）

小学校から高校に通っていて、支援が必
要な児童を対象にした支援事業です。
学校終了後や長期休暇時に生活能力の向
上のために必要な訓練、社会との交流の
促進やその他必要な支援を行います。
学校や自宅への送迎業務も行います。

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人聖隷福祉事業団　在宅・福祉サービス事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～17時30

時給

920円～950円

静岡県周智郡森町天宮１３５０
【聖隷放課後クラブはなえみ森町】

7

採点スタッフ 教材の採点・指導補助をお願いします。

＜主な仕事内容＞
・教材の採点（幼児～高校生の内容）
・生徒の指導補助
・教室内の整備、清掃等


パート労働者 公文式　大藤教室
雇用期間の定めなし (1)14時30分～19時00

月給 ・事務職経験者

951円～951円

静岡県磐田市大久保６１７－１３（大久保７区）

8

事務員／地域づくり
応援課〔会計年度任
用職員〕

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

月給 ・事務職経験者
・過去１０年間で行
政機関での勤務経験

951円～951円

静岡県磐田市国府台３－１　磐田市役所

9

事務員／職員課給与
厚生グループ〔会計
年度任用職員〕

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（エクセ
ル、ワード）

・保険関係業務

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

日給

149,870円～149,870円

静岡県磐田市国府台３－１　磐田市役所

10

旧見付学校・旧赤松
家記念館の受付等事
務

旧見付学校・旧赤松家記念館の受付等事
務を
担当して頂きます。

＜主な仕事内容＞

・来館者受付

パート労働者 磐田市教育委員会　文化財課
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

月給 会計事務、学校事務

951円～951円

静岡県磐田市見付２４５２、見付３
８８４－１０
　旧見付学校・旧赤松家記念館

11

学校事務員 （主な仕事の内容）

・来客の受付、案内、電話対応
・文書の収受、発送（郵便、メール）
・学校予算の執行、管理
・物品の購入、支払い
・学校校納金、徴収、管理

パート労働者 磐田市教育委員会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～16時30分

日給 ３６協定等の労務関
係書類に関する知識
等労務管理にかかる

1,354円～1,560円

磐田市内小中学校
　※面接時に説明します。

12

時間外・休日労働協
定点検指導員

労働基準法関係の各種届出の受付・審査
業務を担当していただきます。

・時間外労働・休日労働の関する協定届
の受付・審査
・１年単位の変形労働時間制に関する協
定届の受付・審査

パート労働者 磐田労働基準監督署
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時30分

時給

951円～951円

静岡県磐田市見付３５９９－６

13

一般事務 給食センターにおいて一般事務のお仕事
です。　

（主な仕事内容）

・給食費の計算　　　　　　　　　　　
・食材費の計算

パート労働者 磐田市教育委員会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時00分

時給

949円～1,115円

静岡県磐田市中田２３８　豊田学校給食センター

14

保健業務事務補助員
（地域医療課）／会
計年度任用職員

保健業務における事務全般（主に新型コ
ロナウイルス感染症対応）を担当してい
ただきます。

（主な仕事の内容）
・感染症対策における感染管理情報の入
力、書類作成等の事務作業

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

静岡県磐田市見付３５９９－４
　静岡県西部健康福祉センター

1/4



No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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- 1443121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0584-89-8858 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 11人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 21020- 1766121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-33-1900 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1417921 各種保険： 雇用・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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 27010- 7437421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-39-4165 従業員数 76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- 1508721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-423-1165 従業員数 98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- 3378721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-413-3290 従業員数 52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: 22020- 3560021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-435-7134 従業員数 2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: 22022-  516821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0424-89-8914 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: 13200- 2284321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-37-4821 従業員数 778人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1369521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-466-1203 従業員数 17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- 3724521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-454-1199 従業員数 5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- 3541621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-450-1517 従業員数 3人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22020- 3046721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-35-7211 従業員数 81人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1421521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給 ・事務職経験者

951円～951円15

事務員／健康増進課
（会計年度任用職
員）

・磐田市健康増進課新型コロナウイルス
ワクチン対応室の
　庶務事務

・事務作業はパソコン（エクセル・ワー
ド）入力や
　荷物運搬作業など。

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 (2)9時30分～16時00分

920円～920円 (3)12時00分～18時00

静岡県磐田市加茂１０２６
新型コロナウイルスワクチン接種セ
ンター
（磐田市立豊田北部小学校　旧校

16

販売員（Ｓｅｒｉａ
マックスバリュ袋井
豊沢店）

店舗での接客・商品陳列・レジ業務など

未経験でも安心！
　お店で働いた経験がなかったり、ブラ
ンクのある人でも大丈夫！
　初めての方でも働きやすい仕組みが
整っています。

パート労働者 株式会社　セリア
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～14時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県袋井市豊沢字高山下１１４２
Ｓｅｒｉａ　マックスバリュ袋井豊
沢店

17

自動車販売サポート
スタッフ

ラビット磐田今之浦店での販売サポート
の業務を担当していただきます。

（主な仕事内容）
・陸運局への書類提出および車検事務手
続き
・店舗内の清掃

パート労働者 株式会社　三友　ラビット磐田今之浦店
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

920円～960円

静岡県磐田市今之浦４丁目２０－４

18

１００円ショップの
販売スタッフ（ミー
ツ袋井パティオ店）

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（品切商品、

パート労働者 ２０２２年３月卒業
見込みの高３生で、
４月以降まで継続勤

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)10時00分～17時00

時給

980円～1,080円
又は13時00分～18時00

静岡県袋井市上山梨４－１－２
　イオン袋井パティオ店内１Ｆ
１００円ショップ　ミーツ　袋井パ
ティオ店

19

介護職員 〇特別養護老人ホーム西之島の郷での介
護業務です。　

（主な仕事の内容）
・施設利用者の介護（ユニットケア）
・余暇活動、レクリエーション　
・機能訓練の補助　

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之島の郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～13時00分

時給

915円～915円

静岡県磐田市西之島２６番地１

20

介護補助職員（豊田
一空園）

高齢者施設内（入居者６０名）の洗濯業
務のお仕事です。
特に下記の時間帯働ける方を募集してい
ます。

　・１２：００～１６：３０

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　八生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)12時00分～16時30

時給 給食調理業務

920円～970円
又は9時00分～13時30

静岡県磐田市東原２０７－１
【豊田一空園】

21

調理師（こうのとり
保育園）

認可保育園での調理補助のお仕事です。
調理業務経験のある方歓迎します。
こどもたちが喜ぶ安全でおいしい給食を
一緒につくりませんか。
こどもたちの笑い声が聞こえる職場で
す。
未経験の方ご相談ください（定員１２０

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人聖隷福祉事業団　在宅・福祉サービス事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～13時30分

時給

913円～913円

静岡県磐田市国府台８４－３
【こうのとり保育園】

22

（請）調理補助（袋
井市　天龍製鋸）

（請負業務）

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

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

時給

920円～920円

静岡県袋井市浅羽３７１１天龍製鋸

23

調理補助／静岡県袋
井市横井

福祉施設での入所者給食提供業務
盛付、配膳、下膳、洗浄、片付け等、調
理補助

＜食数＞朝８５食・昼１０５食・夕８５
食

パート労働者 シダックスフードサービス　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30分

時給

917円～917円

静岡県袋井市横井２３３
障害者支援施設あきは寮　シダック
ス店

24

給食配膳員 市内小学校において学校給食調理業務の
お仕事です。　

（主な仕事内容）

・配膳室の清掃
　　　　　　　　　　

パート労働者 磐田市教育委員会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時00分

時給

1,000円～1,000円
又は7時00分～18時00

静岡県磐田市国府台３９－１　磐田第一中学校

25

保育士補助スタッフ
（さんくすピッピ保
育園）

企業主導型保育所にて、保育士・子育て
支援員のお仕事です
・異年齢、合同保育のお子様の保育カリ
キュラムの準備や実施の補助
・給食準備
・保護者の対応等の保育所における保育
業務全般の補助

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）

時給 (2)20時00分～8時00分 電話応対ができる方

913円～1,150円

静岡県磐田市宮之一色３５５
【さんくすピッピ保育園】

26

施設警備業務（ＮＴ
Ｎ袋井製作所）

（請負業務）

・社員の方、業者の方等の出入時の確認
を行います。
・来訪者の取り次ぎや電話の対応を行い
ます。
・施設の巡回や緊急時の対応を行いま

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 浜松帝国警備保障　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～20時00分

時給

1,260円～1,260円

静岡県袋井市見取１９５９
【ＮＴＮ袋井製作所】

27

夜間警備員【竜洋海
洋公園オートキャン
プ場】

（請負業務）
弊社指定管理施設の竜洋海洋公園オート
キャンプ場でのお仕事です。

施設内宿直室にて宿直をしていただきな
がら、夜間と早朝にオートキャンプ場の
見回りをしながら警備をします。

パート労働者 交替制あり 遠鉄アシスト　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)20時30分～8時30分

時給 (2)8時30分～14時30分 農作業経験のある方
が望ましい947円～1,122円

静岡県磐田市駒場６８６６－１０
【竜洋海洋公園オートキャンプ場】

28

農作物の栽培管理 ○研究用農作物（花・野菜）の栽培管理
作業で
　具体的には次の通りです。

・畑、温室における農作物の管理作業
（土耕。除草、水、
　温室管理）

パート労働者 静岡県農林技術研究所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～15時30分

静岡県磐田市富丘６７８－１
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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: 0538-35-7211 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1422421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-34-5525 従業員数 4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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 1549121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-42-8241 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 月日他 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- 1342221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 053-437-7555 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 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: 22020- 3665121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-66-2321 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: 22090- 1535221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0539-62-4489 従業員数 14人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 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- 1430421 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 06-6344-4631 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 玉掛技能者

求人番号: 27020- 8714421 各種保険： 雇用・労災 月平均 床上操作式クレーン運転技能者

     TEL: 0422-37-5218 従業員数 27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- 3731921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-464-4108 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- 3749221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-453-5105 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 火水金土日祝他 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- 3675821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-35-5658 従業員数 27人

年　　齢: 60歳以上 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- 1462821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-456-3411 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: 22020- 3147421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-1920 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 月水木土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1451121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-35-7211 従業員数 81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- 1420221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

時給 水田作業の経験のあ
る方が望ましい（水
稲の栽培）

947円～1,122円29

農作物の栽培管理
（水稲）／三ヶ野圃
場

・研究用農作物（水稲、麦）の栽培管理
作業
・田畑の管理作業（土耕、除草）
・水稲、麦の種子生産作業（育苗、田植
え、防除、異株の抜き取り　、脱穀、乾
燥調製、大型機械の分解清掃、種子の保
管）

パート労働者 静岡県農林技術研究所
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

1,000円～1,000円
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市三ケ野７７－１
　静岡県農林技術研究所　三ヶ野圃
場

30

アルミ製品鋳造工 アルミ製品の砂型製作
型に砂を入れ炭酸ガスで固める作業

物作りが好きな方、是非ご応募くださ
い。

パート労働者 有限会社　藤田軽合金
雇用期間の定めなし

時給

950円～1,050円
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市西貝塚１００１

31

製造（金属等の加
工）

・金属鉄線の加工
・プレス機を用いた金属製品の製造

・物流システムやその他機材の開発及び
製造
・時代のニーズに応える新商品開発及び
製造

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ユ－テック　有限会社
雇用期間の定めなし

時給 家事や育児などご家
庭で培ってきた経験
が活かせます。

1,020円～1,120円

静岡県袋井市川井１２５６－１

32

【高時給×夕方短時
間】知久屋の接客及
び閉店業務（磐田
ジュ

■お惣菜店舗「知久屋」での、夕方から
のレジ接客や翌日の準備、
　閉店業務などを主に担当して頂くお仕
事です。
■夕方の時間帯は、調理はほとんどあり
ませんが、マニュアルに沿
　った簡単な調理をして頂くこともあり

パート労働者 株式会社　知久
雇用期間の定めなし (1)17時00分～20時30

時給

950円～1,200円

静岡県磐田市中泉２６９
【知久屋　磐田ジュビロード店】

33

フェルトペン先の加
工

（主な仕事内容）
・マーカペン先の裁断（機械作業）
　半手動プレス機による製品の生産で、
材料の供給と、製品の袋詰　めを行う。
・納品作業の補助。

パート労働者 ミスズ産業　有限会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～19時00分

時給 (2)9時00分～12時00分

915円～915円 (3)13時00分～16時00

静岡県磐田市南平松１１－１１

34

電子機器の製造、検
査

電子機器の開発及び製造の会社でのお仕
事です。
（主な仕事）
・光電子増倍管の部品
・電子管の外装組立作業
・基板の部品実装
・実装した物を検査

パート労働者 有限会社　東正電気開発
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給 入出庫作業・荷造り
作業1,100円～1,200円

静岡県磐田市神増１１０－６

35

倉庫作業者（浜松営
業所）

鋼管（パイプ）及び鉄鋼製品の入出庫業
務。
軽作業（出荷前荷造り等）含む。
フォークリフト・天井クレーン操作あ
り。



パート労働者 吉光鋼管　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～15時00分

時給

913円～913円

静岡県磐田市南平松２－５
浜松営業所

36

朝清掃（バーミヤン
袋井店）

◎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)9時00分～11時00分

時給 (2)8時00分～15時00分

913円～913円

静岡県袋井市旭町１丁目５－１
「バーミヤン　袋井店」

37

ビルメンテナンス
（イオインダスト
リー）

（請負業務）
主に工場内の通路、階段、トイレの清掃
を行っていただきます。
作業はお一人で行っていただきます。


パート労働者 交替制あり 株式会社　共同
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給

915円～930円

静岡県湖西市新居町新居３３８０―
５００
【イオインダストリー】

38

清掃スタッフ（河合
楽器（株）竜洋工
場）

（請負業務）
工場内トイレの清掃、共用部清掃
廊下、階段、エントランスの床拭き掃除
洗面所清掃

パート労働者 中部互光　株式会社　浜松営業所
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

933円～933円
又は10時00分～17時00

静岡県磐田市飛平松２５２
【河合楽器（株）竜洋工場】

39

保育園清掃員 保育園における清掃業務のお仕事です。

（主な仕事の内容）
・０～５歳児のクラス及び園内の清掃

・タオルなどの洗濯


パート労働者 社会福祉法人　陽向会　ひまわり保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

920円～920円

静岡県磐田市上新屋４５７－１

40

日常清掃員（磐田
市）

（請負業務）
大手企業での清掃をお願いします。
・工場内のゴミ回収
・トイレ清掃
・通路や階段の床清掃
丁寧に指導致しますので、安心してご応
募ください。

パート労働者 株式会社　メンテックカンザイ　浜松支店
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

1,500円～1,500円
又は9時00分～13時00

静岡県磐田市新貝２５００
事業所名については、ハローワーク
窓口へお問い合わせ下さい。

41

スポーツ施設管理
（公園）

（主な仕事の内容）

袋井市内にある

　愛野公園、親水公園、堀越公園の

　トイレ清掃のお仕事になります。

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）

時給 児童指導員、教員等
の資格を有する。ま
たは知的障がい者の

978円～1,183円

静岡県袋井市豊沢１７２７
愛野公園

42

環境整備作業 当研究所敷地内の環境整備（清掃作業
等）を障がい者１名とともに行う。

具体的には次のとおり。

（主な仕事内容）
・遊歩道、ロータリー等、敷地内におけ

パート労働者 静岡県農林技術研究所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～15時30分

静岡県磐田市富丘６７８－１
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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: 0538-35-8822 従業員数 54人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22090- 1426121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-42-1133 従業員数 92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- 1513921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-67-8088 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090- 1486021 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0538-32-9699 従業員数 29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- 1502421 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-32-9699 従業員数 29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- 1507021 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

時給

913円～913円43

パッキング作業員 アブラナ科野菜の新品種開発、育苗研
究、販売の種苗メーカーでのお仕事で
す。

（主な仕事内容）

・青果物のパッキング作業及び出荷作業

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

時給

1,000円～1,000円
又は18時00分～20時00

静岡県磐田市上万能１６８－２

44

荷物の行先別仕分作
業

・荷物を、行先別に仕分けをする。

・１個２０ｋｇ以上の荷物もあり、体力
のいる仕事です。

※作業自体は簡単なので、未経験者でも
すぐに

パート労働者 西濃運輸　株式会社　袋井支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)16時00分～20時00

時給 (2)8時00分～12時00分

950円～1,200円

静岡県袋井市堀越３６１

45

仕分作業員 ・産業廃棄物の仕分作業、排出事業者様
からお預かりしたプラス　　チックや木
くず、金属や紙くずなどの産業廃棄物の
仕分け作業を　お願いします。
・手選別がメインとなりますが、大きい
物・重い物は重機を使用し　ます。
・意欲のある方、未経験でも歓迎いたし

パート労働者 株式会社　シーズ
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

149,870円～149,870円

静岡県周智郡森町問詰９５３番地の１

46

発掘調査出土資料・
記録類等の整理／文
化財課

遺跡の発掘調査の出土品や図面・写真を
整理する
仕事です。

＜主な仕事内容＞

・文化財の各種整理作業

パート労働者 磐田市教育委員会　文化財課
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

静岡県磐田市見付３６７８－１
磐田市埋蔵文化財センター

月給

951円～951円

静岡県磐田市見付３６７８－１
　磐田市教育部　文化財課

47

文化財関連業務の事
務

文化財関連の事務を担当して頂きます。

＜主な仕事内容＞

・文化財の各種整理作業
・経理
・作業員の出勤管理

パート労働者 磐田市教育委員会　文化財課
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分
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