
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 053-450-1517 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22020- 4237321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-450-1517 従業員数 0人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 火水木金土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22020- 4241821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-450-1517 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: 22020- 4245321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-587-8585 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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: 22022-  589021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-42-3210 従業員数 99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- 1686121 各種保険： 雇用・公災 月平均 

     TEL: 0538-32-7215 従業員数 32人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1691321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-36-0885 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: 22090- 1693921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-7704 従業員数 37人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1694121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-86-4596 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 保育士

求人番号: 22090- 1699521 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0538-23-8300 従業員数 31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 あり

求人番号: 22090- 1642321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0120-957-818 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: 22090- 1643621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-85-0070 従業員数 68人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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: 22090- 1657521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-49-2818 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: 22090- 1658421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-43-8393 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: 22090- 1659321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県袋井市栄町４－１８

日給 お客様先への電話応
対ができる方1,000円～1,500円

又は9時00分～16時00

静岡県袋井市上山梨２－１２－２
　山梨ショッピングプラザマム　内

14

総合事務 作業の日程管理、作業員・協力業者の手
配、

工事進捗状況の把握、パソコンによる工
程管理表の作成など。

パート労働者 フレックス 有限会社　ホット・ソリューション
雇用期間の定めなし

時給

915円～915円

静岡県周智郡森町森１１０２－１

13

総合衣料品の販売 山梨ショッピングプラザマム内にある総
合衣料品店
（十八屋）の売り場でのお仕事です。
・婦人客を中心に幅広い年代層の接客
・商品整理、管理、値付け、
・レジ打ち、
・伝票整理　等行っていだだきます。

パート労働者 株式会社　十八屋　袋井店
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時00分

時給 立ち仕事が可能な方

950円～1,000円
又は8時00分～22時00

静岡県磐田市見付５０１－１
　

12

（請）自動車用ゴム
部品の製造

自動車用ゴム部品の加工になります。

・具体的には成形された製品のバリ取
り、

　構成部品組付け・接着、検査の作業で
す。

パート労働者 株式会社　大西
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)14時00分～18時00

915円～915円 (3)9時00分～18時00分

静岡県袋井市浅岡４５－１

11

フードスタッフ（施
設）／セントケア看
護小規模三本松

★２０２２年３月新規開設★
★オープニングスタッフ募集★

看護小規模多機能型居宅介護施設での
キッチン業務全般
（主な仕事内容）
・お客様へ提供する食事の調理業務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） セントケア静岡　株式会社　セントケア富士見
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 (2)8時30分～12時30分

930円～1,000円 (3)8時30分～13時00分

静岡県袋井市旭町２丁目１０－５
障害福祉多機能事業所すこやか　ま
たは
放課後デイサービス旭町

10

医療事務／有休取得
９９％・職場見学歓
迎

・外来患者さんの受付、会計業務から診
療介助に至る幅広い内容
　受付、会計、診療補助、薬に関する業
務を日々ローテーションで　役割を変更
することで業務知識の幅が広がってい
き、やりがい　　があります。
・個人の成長に合わせ業務内容のステッ

パート労働者 変形（1年単位） 医療法人社団ＭＦＣ　溝口ファミリークリニック
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～18時45分

時給 福祉系資格又は障害
児施設勤務経験３年
以上

1,000円～1,500円
又は8時30分～18時30

静岡県袋井市国本１３１０－１

9

生活支援員・職業指
導員・放課後デイ支
援／旭町

１．就労支援福祉施設でのお仕事
　・障害のある方に作業内容（、袋入
れ、シール貼り、
　　農作業等）を教え、また完成品の出
来具合を確認する。
　・社用車で商品を納品する。
２．放課後デイサービスでのお仕事

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

時給

950円～1,000円
又は8時00分～17時00

静岡県袋井市浅岡３５０

8

一般事務 パソコンで専用ソフトへの入力業務が主
な仕事になります。

（主な仕事内容）

・ドライバー作業日報入力（運賃に反映
される）

パート労働者 大和運送　株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めなし

時給

920円～1,010円
又は8時30分～17時00

静岡県磐田市一言１６５５

7

お菓子の販売スタッ
フ／浅羽店

接客、包装業務、商品陳列

・お客様に笑顔で和スイーツ、洋スイー
ツを販売するお仕事です。
・お菓子の仕上げをし、店内に陳列す
る。
・包装やラッピングも覚えることが出来

パート労働者 株式会社　玉華堂
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～19時30

時給

930円～930円

静岡県袋井市山名町２－１

6

検査、部品組立、バ
リ取り、接着、脱脂
等

二輪、四輪用ゴム製品製造会社でのお仕
事です。

（主な仕事内容）

・ゴム製品の検査作業を担当していただ
きます。

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

時給

1,571円～1,571円

静岡県磐田市向笠竹之内１３５９－
７０
　磐田営業所

5

道路パトロール業務
（会計年度任用職
員）

車両に乗り県管理道路をパトロール（同
乗）し、次の業務を
担当します。

・道路施設破損個所等の応急対応
・異常個所報告用の写真撮影
・道路斜面、橋梁簡易点検

パート労働者 静岡県袋井土木事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時15分

時給

950円～950円

静岡県磐田市駒場６８６６－１０
【竜洋海洋公園レストハウス　しお
さい竜洋】

4

倉庫軽作業スタッフ
（磐田市　磐田営業
所）

自動車部品の仕分け作業がメインです。
多くの女性も活躍しています。
未経験者も大歓迎です。

パート労働者 浜名梱包輸送　株式会社
雇用期間の定めなし (1)17時00分～20時00

時給 (2)15時30分～20時30 接客経験

920円～920円 (3)14時00分～18時30

静岡県磐田市駒場６８６６－１０
【竜洋海洋公園レストハウス　しお
さい竜洋】

3

売店レジ販スタッフ
＠竜洋海洋公園レス
トハウスしおさい竜
洋

（請負業務）
弊社指定管理施設の竜洋海洋公園レスト
ハウス『しおさい竜洋』でのお仕事で
す。

地元の野菜や、日用品の売店で、品出
し、販売、レジ（ＰＯＳレジ）係

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)14時00分～19時00

時給

1,260円～1,260円

静岡県磐田市駒場６８６６－１０
【竜洋海洋公園レストハウス　しお
さい竜洋】

2

浴清掃スタッフ（竜
洋海洋公園レストハ
ウス　しおさい竜
洋）

（請負業務）
弊社指定管理施設の竜洋海洋公園レスト
ハウス『しおさい竜洋』内でのお仕事。

営業時間終了後に大浴場、浴室等の清掃
をしていただきます。
複数人で手分けをして、作業をします。

パート労働者 遠鉄アシスト　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)20時45分～22時15

時給

950円～950円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

レストラン調理ス
タッフ＠しおさい竜
洋

（請負業務）
指定管理施設の竜洋海洋公園レストハウ
ス『しおさい竜洋』の
カフェレストラン「ルポ」でのお仕事で
す。

グランドメニューに加え日替わりランチ

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)9時30分～18時30分

≪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） 
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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） 

     TEL: 0538-39-1111 従業員数 14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- 1662721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-43-5613 従業員数 26人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1663821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-35-1361 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 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: 22090- 1666421 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0538-35-1361 従業員数 20人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 1667321 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0538-35-1361 従業員数 20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- 1668621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-38-2200 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1670721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-85-2181 従業員数 235人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 臨床検査技師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1672221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-49-4911 従業員数 82人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1675321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3763-9317 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13060- 2441621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 076-249-8838 従業員数 24人

年　　齢: 64歳以下 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: 17010- 4489921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-456-3411 従業員数 2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: 22020- 4048021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-466-0188 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22020- 4064721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-413-3290 従業員数 95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- 4087921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-67-8560 従業員数 40人

年　　齢: 64歳以下 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

求人番号: 22090- 1601621 各種保険： 労災 月平均 

静岡県袋井市愛野東１－６－４
袋井愛ノ宮保育園

時給 保育経験者

1,000円～1,000円
又は7時00分～19時00

静岡県磐田市上岡田１０７９－１【聖隷ぴゅあセンター磐田】

28

保育士（パート・袋
井）

０歳～５歳までの保育業務をお願いしま
す。
＜主な仕事内容＞
・保育計画の立案
・日々の保育状況の記録
・保護者との連絡調整
・食事、睡眠、排泄、着替えのお世話

パート労働者 株式会社　愛ノ宮
雇用期間の定めなし

時給

915円～1,000円

静岡県袋井市堀越字白羽ヶ崎１２２
１
事業所名については、ハローワーク
にお問い合わせください。

27

事務員（聖隷ぴゅあ
センター磐田）

電話対応・来客対応・業者対応
物品発注・出納業務・請求業務などをお
願いします。

パート労働者 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 (2)13時00分～16時30

930円～930円 (3)9時00分～17時00分

静岡県袋井市高尾１４４８
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。

26

清掃スタッフ（袋井
市）

（請負業務）

日常的な清掃作業
掃除機掛け・トイレ清掃・床面の掃き拭
きなど

新築物件で新しい建物です。

パート労働者 株式会社ウイング・メンテナンス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～12時30分

時給

913円～913円

静岡県袋井市山科２５１３－１
（株）種清　静岡営業所内　
（株）インプレス　静岡事業所

25

日常清掃員（袋井
市）

（請負業務）
独身寮内での日常清掃業務を行って頂き
ます。
・トイレ清掃（男・女）
・床（掃き・拭き清掃）
※制服貸与あり


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

913円～913円

静岡県袋井市堀越５２０　オーティーティーロジスティクス（株）袋井営業所

24

構内作業 菓子の倉庫内作業（入出荷、検品作業
等）




※応募される方は、ハローワークから

パート労働者 株式会社　インプレス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～14時00分

時給

950円～950円

静岡県袋井市萱間９３３－１

23

物流倉庫での軽作業
★ピッキング／静岡
県袋井市

■倉庫内作業【未経験ＯＫ！】
＊ピッキング／ハンディを使って倉庫内
の商品を集めるお仕事です。
＊梱包／送り先ごとに箱に詰め緩衝材を
入れて封をします。
＊データ入力
＊メール等の文字入力あり

パート労働者 オーティーティーロジスティクス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時00分

時給

1,050円～1,050円

静岡県周智郡森町草ヶ谷３９１－１

22

介護職員（デイ） 通所リハビリテーションの介護のお仕事
になります。

（主な仕事の内容）
・送迎
・入浴、トイレ、食事等の介助
・レクリエーション

パート労働者 医療法人社団　清怜会　介護老人保健施設　袋井ケアセンター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 臨床検査業務への従
事経験1,122円～1,122円

静岡県磐田市寺谷３６６－１

21

臨床検査技師 （会計年度任用職員）
・生理検査業務を中心とした臨床検査業
務全般

パート労働者 公立森町病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～16時15分

時給 (2)15時30分～18時30

1,120円～1,120円
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市上大之郷１１２

20

保育士 ０歳児～３歳未満児の保育全般のお仕事
です。

（主な仕事内容）
・食事・排泄の世話
・保育教材の製作
・保育記録の記入（手書き又はパソコン

パート労働者 交替制あり 一般社団法人　地域支え合い・清流　四季の風保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～12時30分

時給

920円～920円
又は9時00分～17時00

静岡県周智郡森町一宮４８０５
株式会社デイトナ様物流倉庫内

19

製造加工員 ・端子切り
・ラベル（シール貼り）
・ライン補助（部品カット等）
・部品入れ
・部品組付け

パート労働者 株式会社　スズタキ
雇用期間の定めなし

時給

930円～950円

静岡県周智郡森町一宮４８０５
株式会社デイトナ様物流倉庫内

18

物流業務 倉庫において、二輪用部品の出庫作業に
なります。
（主な仕事内容）
・ピッキング
　ほとんどが手に持てる部品です。
・検品
・梱包

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

時給

913円～950円

静岡県袋井市川井１１１１

17

出庫作業（ピッキン
グ）

倉庫において、二輪用部品の出庫作業に
なります。

（主な仕事内容）
・ピッキング
　ほとんどが手に持てる部品です。
・検品

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

時給

1,000円～1,000円
又は12時40分～17時00

静岡県磐田市見付１８１９－９１

16

ピアノフレーム加工
及び梱包関連業務

大手ピアノメーカー関連のお仕事です。

・ピアノフレームの部品取付け作業・加
工、及び梱包関連の
　お仕事です（主な業務は、部品取付け
作業となります）


パート労働者 株式会社　アキハ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 訪問診療、訪問看護
業務1,600円～1,600円15

看護師 ＊内科系クリニックでの外来看護業務及
び有料老人ホームや一般
　居宅患者に対する訪問診療における看
護業務。

　　・点滴、注射、採血、心電図検査な
ど。

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　直心会　ハートセンター磐田
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17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 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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） 

     TEL: 0538-88-9220 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1602921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-59-0168 従業員数 20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- 1609421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-86-5951 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 社会福祉士

求人番号: 22090- 1615221 各種保険： 労災 月平均 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

     TEL: 0538-86-5951 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 臨床心理士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 理学療法士

求人番号: 22090- 1616521 各種保険： 労災 月平均 言語聴覚士

     TEL: 0538-36-1177 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 1635621 各種保険： 雇用・労災 月平均 1時間

     TEL: 03-5208-1601 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　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： その他 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 13010-16643421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3379-1246 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 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

求人番号: 13080-12602121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-451-6870 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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 あり

求人番号: 22020- 3941521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 053-456-3411 従業員数 1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: 22020- 3995621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-461-6411 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22020- 3999721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-82-0513 従業員数 39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 なし

求人番号: 22090- 1576221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-38-5000 従業員数 850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- 1580121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-33-4777 従業員数 12人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 土日祝他 玉掛技能者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 床上操作式クレーン運転技能者

求人番号: 22090- 1588621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-85-5031 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1589921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県周智郡森町向天方８２３番地の１

時給

950円～1,000円

静岡県磐田市万正寺１０２７－２

42

段ボールケース製造
補助

段ボールケース製品の製造補助をしてい
ただきます。

＜主な仕事内容＞
＊手作業や機械で梱包材の製造をお願い
します。


パート労働者 株式会社　トミーパッケージ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県磐田市大久保５１２－３

41

工場内作業 工場棟で工場補助作業をしていただきま
す。

（主な仕事の内容）

・鋼材の仕上げ（グラインダ掛け）


パート労働者 土井鋼材　株式会社　磐田事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時00分

時給

951円～1,197円

静岡県袋井市木原６２７－３

40

事務補助員（放射線
診断技術科）

＜主な仕事内容＞

・受付業務

・患者案内、医師の事務補助

・その他付随する業務

パート労働者 磐田市立総合病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～16時45分

時給 一般事務業務経験
物流業界経験者歓迎1,200円～1,200円

静岡県磐田市駒場７０７０－２
【竜洋工場】

39

事務職／本社 当社システムや奉行シリーズ、Ｅｘｃｅ
ｌを使用しての事務の
お仕事です。
現担当者の補助業務を主に行って頂きま
す。

（主な仕事の内容）

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 遠州トラック　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時00分

時給

913円～950円
又は8時30分～17時30

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。

38

スポット溶接作業者
（竜洋工場）

半自動溶接機にて板材にナットを溶接し
ていただくお仕事です。
所定の位置に板をセットしてもらうだけ
で、後は機械が溶接して
くれるので、年配の方でも安心して作業
ができます。

パート労働者 株式会社　山一
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 (2)7時00分～12時00分

920円～920円 (3)13時00分～16時00

静岡県周智郡森町森１７２６の１フ
ルール１０２
【ニチイケアセンター森町】

37

日常清掃員（磐田市
３）

（請負業務）
大手企業様での清掃のお仕事
・流し台やトイレの清掃
・食堂の床清掃
丁寧に指導いたしますので安心してご応
募ください。
※制服貸与あり

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)7時00分～16時00分

時給 事務経験のある方
（年数不問）913円～913円

又は9時00分～16時00

静岡県周智郡森町一宮３１５０
特別養護老人ホーム森町愛光園御内

36

介護事業所事務員
（ニチイケアセン
ター森町）

★急募★
介護事務
介護請求業務
職員の勤怠集計などの人事的な事務
備品・ユニフォーム・帳簿等の管理・発
注
電話対応・来客応対など

パート労働者 株式会社ニチイ学館　浜松支店　ヘルスケア事業
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 栄養士経験（病院、
シルバー施設、大量
調理経験者は別途優

1,050円～1,050円
又は5時00分～19時30

静岡県袋井市高尾町５－２２
プラチナ・デイサービス袋井（当社
施設）

35

栄養士　パート／周
智郡森町

栄養士資格のある方　病院での献立作
成、食材発注、調理業務、衛生管理など
幅広く担当いただきます。
少しの時間でも働きたい方、時間、日数
は個別ご相談に応じます。
栄養士としてもご自身のやりたいことが
できる職場です。

パート労働者 株式会社　グリ－ンヘルスケアサ－ビス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 介護経験者尚可

935円～950円

静岡県磐田市富士見町１－１１－１３

34

ドライバー【プラチ
ナ・デイサービス袋
井】

デイサービスでの送迎業務


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社レイクス２１
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)14時30分～17時00

1,000円～1,000円

静岡県袋井市川井９５３－６

33

運転手 通所リハビリテーション利用者の送迎及
び乗車降車時の
介助のお仕事を担当していただきます。


・車はワゴン車を使用（乗車１０人位）
します。

パート労働者 医療法人社団　新和会　和田整形外科　外科医院
雇用期間の定めなし (1)8時00分～10時00分

時給

1,100円～1,600円
又は10時00分～17時00

静岡県袋井市川井９５３－６

32

理学療法士もしくは
言語聴覚士

未就学児や小学生のお子さまへの療育を
行います。

・勉強についていけない、お友達とうま
く遊べないなど
　発達・成長に心配のあるお子様や、障
害を持ったお子様を

パート労働者 交替制あり こぱんはうすさくら袋井川井教室
雇用期間の定めなし (1)10時00分～17時00

時給

1,100円～1,400円
又は10時00分～17時00

静岡県磐田市高見丘１２００番地ららぽ－と磐田１Ｆ

31

児童指導員もしくは
保育士

未就学児や小学生のお子さまへの療育を
行います。

勉強についていけない、お友達とうまく
遊べないなど発達・成長に

心配のあるお子様や、障害を持ったお子

パート労働者 交替制あり こぱんはうすさくら袋井川井教室
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時00

時給

1,000円～1,000円
又は12時00分～20時30

静岡県袋井市大門１４－１２

30

販売アシスタント 接客を中心にレジや品出しなどの仕事を
していただきます。

　売場の商品整理やレジを担当していた
だきます。
　売場の担当者となって陳列方法やディ
スプレイを考えたりと、色々なことをお

パート労働者 無印良品　ららぽーと磐田店
雇用期間の定めなし

時給

950円～1,000円29

生活指導員・職業指
導員

・障がいのある方のサポート
・作業準備

令和３年２月にオープンした新しい会社
です。
家庭的な雰囲気で明るい職場です。
みんな１からのスタートなので、共にが

パート労働者 合同会社　ひだまり
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12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 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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） 

     TEL: 0538-34-6038 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1591821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-59-1203 従業員数 24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- 1593521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-21-0386 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 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- 1597921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 045-752-7000 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14120-  803021 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 13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- 1551221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-86-5217 従業員数 8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 あり

求人番号: 22090- 1553421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-33-6686 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 1554321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-85-4141 従業員数 75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- 1555621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-2111 従業員数 44人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1557121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-48-8216 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 1568821 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0538-34-6131 従業員数 473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- 1570621 各種保険： 労災 月平均 

静岡県磐田市小立野１０２　又は磐田市小立野１３５－１

時給 (2)15時30分～17時30

913円～913円 (3)11時30分～13時30

静岡県磐田市海老島５０６－１
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送迎運転手（豊田え
いせいグループ）

＊市内介護サービスご利用者の送迎車両
の運転のお仕事です。

・送迎に使用する車両は、普通自動車
（ハイエース等）です。

・主な送迎の範囲は磐田市内になりま

パート労働者 医療法人社団　恵成会　豊田えいせい病院グループ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～10時30分

時給

930円～1,100円

医療的ケアを必要とする園児、児童
がいる園や学校
※具体的な勤務場所は、面談時にご
説明します。
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アフターフォロース
タッフ

既存のお客様へのアフターフォロー、現
場見学会のイベントフォローです。
以前当社で塗装工事をさせていただいた
お客様に、お困りのことや新しくお手伝
いできることがないかのフォロー業務が
中心です。
慣れてきたら、現場見学会などのアシス

パート労働者 有限会社　サトウ建装
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給 (2)11時30分～15時30

1,268円～1,268円
又は8時15分～15時30

静岡県周智郡森町橘５７６－３
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看護師・支援員 【会計年度任用職員】

（主な仕事の内容）

・医療的ケアを必要とする子どもへの医
療行為


パート労働者 袋井市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～12時15分

時給

950円～1,000円

静岡県磐田市三ケ野台２２－５
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コース管理 ・ゴルフ場の芝や樹木の管理が主な仕事
です。
・ゴルフ場専用の機械で美しい芝が仕上
がります。

パート労働者 交替制あり 株式会社　ザ・フォレストカントリークラブ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～18時00分

時給 (2)16時00分～18時00

960円～1,050円

静岡県袋井市浅岡２３６－１
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受付事務・看護助手 内科　糖尿病内分泌内科のクリニックで
す。
受付事務・看護助手の兼任業務の募集で
す。

（主な仕事の内容）
・受付会計業務

パート労働者 いわせ医院
雇用期間の定めなし (1)15時00分～18時00

時給

950円～950円
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市国府台３－１　磐田市役所

48

検査 （仕事内容）
・図面を確認しながら、プラスチック成
形品、金属製品等の
　寸法測定を行います。

・パソコンを使用してデータ等の入力
（基本エクセル入力）

パート労働者 株式会社　フォーディーシステム
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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事務員／スポーツ振
興課・施設グループ

〔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）

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

株式会社　光洋フードサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～12時00分

月給 ・事務職経験者

951円～951円

静岡県磐田市大久庭５１２番地３
磐田市立総合病院内１階　ベーカ
リーカフェコア
磐田駅より遠鉄バス　磐田市立総合
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時給

920円～920円

病院内ベーカリース
タッフ【磐田市立総
合病院】

病院内ベーカリーカフェの焼きたてパン
の成形、トッピング、
焼きあげ業務
・制服貸与
・食事補助あり


パート労働者

時給 (2)9時00分～15時00分

913円～1,238円 (3)18時00分～0時00分
又は5時00分～0時00分

静岡県磐田市福田２１２６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウェルビ福田デイサービスセンター
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調理スタッフ ＜調理＞

・お客様からご注文いただいたメニュー
の調理を行います。

・仕込み、準備作業や後片付け、清掃作
業も行います。

パート労働者 株式会社　ジョイフル東海　ジョイフル磐田豊田店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～9時00分

静岡県磐田市下万能４１３

時給

930円～1,100円

静岡県磐田市草崎１０１０
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介護職員（デイサー
ビス）

＊主として利用者（高齢者　施設利用１
日最大４０人）への介護　　業務全般を
お願いします。

・トイレ誘導、風呂での入浴介助、食事
の介助など生活全般の介助
・行事、レクリエーションへのの参加誘

パート労働者 ウェルビ福田デイサービスセンター（（有）アドバンスインテリア）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)13時00分～17時00 パソコン操作（ワー
ド、エクセル）913円～950円43

事務 運送会社での事務の仕事をしていただき
ます。

（主な仕事の内容）
・電話対応、来客対応
・請求書作成
・事務処理

パート労働者 株式会社　エクシング　浜松営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分
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