
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     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- 1762421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-540-1804 従業員数 4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: 22020- 4404621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-66-4946 従業員数 23人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 1701721 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 20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- 1711221 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 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- 1754421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 32時間

     TEL: 0538-33-3443 従業員数 24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: 22090- 1757921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-33-3443 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: 22090- 1758121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-84-6379 従業員数 8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- 1740121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-33-3200 従業員数 4人

年　　齢: 69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- 1741021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-5215 従業員数 40人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 1712521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-36-6488 従業員数 12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- 1710821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-261-2900 従業員数 49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: 22010- 5423921 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0538-21-4555 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 1734721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-6050 従業員数 34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: 22090- 1714321 各種保険： 労災 月平均 

≪パートタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

時給 フィリピノ語と日本
語の両方が話せる。1,830円～1,830円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

フィリピノ語通訳
（外国人児童生徒相
談員）

（主な仕事の内容）

＜通訳＞
・学校で面談時に通訳を行う。
・家庭訪問時に通訳を行う。
・その他、必要に応じて通訳を行う。


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00分

その他

2,000円～3,000円
又は15時00分～20時40

磐田市内小中学校
　※面接時に説明します。

2

英会話講師（子ども
英会話ダイヤモンド
クラブ磐田校）

幼稚園児から中学生までのお子様に英語
を教える仕事です。
（主な担当業務）
・１人～７人のグループレッスン
・来客（ｏｒ父兄）対応
・事務作業


パート労働者 ダイヤモンドクラブ株式会社
雇用期間の定めなし (1)15時00分～21時00

時給

1,050円～1,200円

静岡県磐田市中泉２５０８
【子ども英会話ダイヤモンドクラブ
磐田校】

3

総務スタッフ（パー
ト）

総務部門での総合的な業務

＜人事労務業務＞
■入退社管理
■勤怠管理／給与計算
■社会保険手続き
■人材教育・育成業務

パート労働者 株式会社　ニコカ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

951円～951円
又は8時00分～16時30

静岡県磐田市竜洋中島１０１－１

4

事務員／幼稚園保育
園課

【会計年度任用職員】
公立園の事務を担当していただきます。

（主な仕事の内容）
・園内事務
・会計処理
・来客、電話対応　等

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

1,097円～1,114円

静岡県磐田市　公立幼稚園・保育園・こども園

5

学校事務員 （主な仕事内容）
・文書、庶務、渉外、旅費、物品などに
関すること。
・調査統計、就学援助、福利厚生などに
関すること。
・来客者へお茶出し　など


パート労働者 袋井市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～15時00分

時給

930円～930円
又は8時15分～21時45

袋井市内の小中学校１６校のいずれかの学校

6

受付・施設管理 総合体育館をはじめ、弓道場、卓球場、
アーチェリー場、城山球場、東大久保
テニス場外その他市内体育施設の受付及
び
施設管理業務

（主な仕事内容）

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人　磐田市スポーツ協会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

930円～930円
又は17時15分～21時45

静岡県磐田市見付４０７５－１
　総合体育館内

7

受付・施設管理／城
山球場

磐田市営城山球場でのお仕事で、主に野
球の試合及び練習時の
受付業務と施設管理に関するお仕事で
す。

＜主な仕事内容＞
・受付業務（窓口・電話など）

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人　磐田市スポーツ協会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

913円～1,000円

静岡県磐田市見付１９０
磐田市営城山球場

8

一般事務 一般事務としての業務です。
＜主な仕事内容＞
・電話対応、来客応対
・パソコンにデータ入力（エクセル・
ワード）
・日報等のデータ管理
・文書作成（見積書、請求書等）

パート労働者 株式会社　ウエスト１
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時00分

時給 パソコン入力作業、
給料計算事務1,030円～1,260円

静岡県磐田市長須賀８９番地

9

一般事務 （主な仕事の内容）

・請求書作成
・給与計算
・パソコン入力業務
・電話・メール対応
・ファイリング作業　等

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

時給

1,050円～1,150円

静岡県磐田市上岡田９４８－４

10

プラスチック製品の
組立

プラスチック製品の組立作業のお仕事に
なります。

・組立部品は多少重いものがあります。

・単品部品は小軽量物です。


パート労働者 泉州工業　株式会社　静岡工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

913円～913円

静岡県袋井市川井１２５３－１

11

自動車登録業務 販売した自動車のナンバー登録業務
・社用車にて陸運事務所へ出向きます。
ＰＣを使用した業務
・登録に伴う書類の作成。
帳票類の記入
書類の整理
電話対応業務

パート労働者 株式会社　ホンダリュウヨウ　ホンダカーズ磐田南
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 パソコン入力、操作
（簡単なワード、エ
クセル）

1,000円～1,000円

静岡県磐田市上岡田６８６－１

12

営業事務／袋井市 主に自動車整備に関する事務
・データ入力
・書類作成
・車検点検の勧誘（お取引のあるお客様
のみ）
・電話、来客対応
・庶務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 静岡日野自動車　株式会社
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 (2)10時30分～19時30

920円～1,000円

静岡県袋井市国本１２９４
　袋井営業所

13

介護職員（有料老人
ホーム）／袋井市

有料老人ホームでの介護のお仕事をして
いただきます。
・日常生活の介護（食事、排泄、更衣な
ど）
・居室の清掃
・衣類の洗濯
・その他付随する業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　アセンブルリビング
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 (2)13時00分～22時00

1,000円～1,300円 (3)22時00分～8時00分

静岡県袋井市下山梨２００６－５

14

介護職員 「ふくろいあんしん館」に入居中介護の
仕事になります。

・高齢者の介護（トイレ介助など）

・日常生活のお手伝い（居室の清掃な
ど）等のお仕事です。

パート労働者 交替制あり ｍｉｎａｍｉｌａｂ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

静岡県袋井市青木町６番地の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: 053-423-1165 従業員数 78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- 4493521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-33-5101 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 1748621 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 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: 13080-13706721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3379-1246 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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: 13080-13742521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-36-9090 従業員数 11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- 1759021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3379-1246 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-13702621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-38-1000 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 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: 22090- 1755321 各種保険： 雇用・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: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 1771321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22020- 4588721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 053-431-0880 従業員数 6人

年　　齢: 64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- 4432021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-30-1800 従業員数 259人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 1735821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-48-8861 従業員数 25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- 1742721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 052-825-4111 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 大型自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23030- 4223321 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 0538-36-0885 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1782921 各種保険： 労災 月平均 

時給

915円～915円
又は7時00分～16時00

15

介護補助職員（ゆや
の里）

フロアやお風呂場などの清掃、食事の配
膳・下膳、ご利用者の見守りなどです。



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）

時給 (2)8時30分～18時15分

1,000円～1,200円
又は8時30分～18時45

静岡県磐田市加茂３９５【ゆやの里】

16

歯科助手／パートタ
イム

歯科診療所における
・書類作成、資料作成
・診療助手（準備、補助、片付け）
・器具の消毒、滅菌、準備
・清掃
・事務業務（予約・会計）などのお仕事
です。

パート労働者 変形（1年単位） 医療法人社団　順風会　宇於崎歯科医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～18時45分

時給 (2)15時30分～19時30

920円～950円

静岡県磐田市見付３７８４－１

17

調理補助／周智郡森
町

◎シルバー施設での食事提供業務
　仕込み、調理、盛付、配膳、洗浄など
の業務です。
　
＊慣れない仕事も多いかもしれません
が、解らないことはスタッフ
が丁寧に指導します。

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ヶ月以上）(1)6時30分～9時30分

時給 (2)6時00分～12時00分

950円～1,050円 (3)13時00分～19時00
又は15時00分～19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

18

調理補助／袋井市 ◎シルバー施設での食事提供業務
　仕込み、調理、盛付、配膳、洗浄など
の業務です。
　
＊慣れない仕事も多いかもしれません
が、解らないことはスタッフ
が丁寧に指導します。

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ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給 経験あれば尚可
料理が好きな方930円～1,000円

静岡県袋井市浅名１５７７－１
特別養護老人ホーム紫雲の園　御内

19

調理 在宅老人の通所施設デイサービスりんご
（定員２０人）及びりんごの杜（定員９
人）における利用者の調理と洗い物およ
び付随業務に従事していただきます。

（主な仕事）
・昼食とおやつの調理等

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

時給 (2)5時00分～13時45分

1,100円～1,100円

静岡県磐田市気子島４５１－２

20

調理補助／磐田市 ◎シルバー施設での食事提供業務
　仕込み、調理、盛付、配膳、洗浄など
の業務です。
　
＊慣れない仕事も多いかもしれません
が、解らないことはスタッフ
が丁寧に指導します。

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ヶ月以上）(1)5時00分～9時30分

時給 (2)9時00分～14時00分 経験者、優遇します

930円～950円

静岡県磐田市大原２０４２－４
すずかけヘルスケアホスピタル御内

21

ホールスタッフ（ラ
ンチカフェ）

カフェレストランでの調理補助業務及び
ホールスタッフとしてのお仕事をお願い
します。
＊厨房業務（お弁当、総菜を作ります）
　　食材の洗い及びカット作業
　　調理補助
　　料理の盛り付け

パート労働者 交替制あり 株式会社　加登屋　　いいとこまんぢゅう
雇用期間の定めなし (1)8時30分～13時00分

時給 (2)8時00分～17時00分 サービス業経験者優
遇1,100円～1,100円 (3)9時00分～18時00分

静岡県磐田市大久保８９６－４８

22

フロント業務 「葛城ゴルフ倶楽部」でのフロント業務
のお仕事です。

（主な仕事内容）
・お客様の受付や会計業務
・クラブハウス内ショップでの販売業務
・その他付随した業務

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)7時15分～16時15分

時給 電話応対のできる方

913円～1,150円

静岡県袋井市宇刈２５０５－２

23

施設警備業務（ＮＳ
Ｋワーナー）

（請負業務）
１．社員の方、業者の方等の出入時の確
認を行います。
２．来訪者の取り次ぎや電話の対応を行
います。
３．施設の巡回や緊急時の対応を行いま
す。

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)9時00分～8時59分

時給 (2)14時00分～18時00

920円～920円

静岡県袋井市愛野２３４５
【ＮＳＫワーナー】

24

惣菜の製造販売（ピ
アゴ森店内大豆畑）

スーパー内にある惣菜売場にて、惣菜の
製造販売をしていただきます。
１．惣菜の製造（揚物・練り製品等）
２．パック包装、陳列
３．接客
４．その他、１～３に付随する業務など
となります。

パート労働者 交替制あり 株式会社　ボン・シック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～14時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県周智郡森町睦実２３２７－１
【ピアゴ森店内「大豆畑」】

25

半自動設備操作等 （主な仕事の内容）

・半自動設備操作

・ローラー自動組み付け工程

・オーリング通し

パート労働者 株式会社　ＮＴＮ袋井製作所
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 (2)10時00分～17時00

1,000円～1,000円
又は8時00分～15時00

静岡県袋井市見取１９５９

26

精密部品の検査 ・石油探索機器などの精密機械部品の検
査業務。
・少量製品をひとつひとつ測定検査する
作業です。
・寸法測定、外観、三次元測定器の操
作、検査成績書の作成管理。


パート労働者 株式会社　共立電機製作所　袋井工場
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 観光バスの乗務経験

1,300円～1,500円
又は5時00分～17時00

静岡県袋井市深見１５００

27

貸切バス乗務員 ・静岡近郊の観光バスの運転業務
・県西部地区の企業送迎業務
・学校への送迎業務
・バスの清掃、点検
・洗車、給油

※月１０日程度のお仕事です。

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

時給

920円～960円

静岡県袋井市下山梨２３８４－３
　静岡さくら営業所

28

お菓子の出荷・梱包
業務

・出荷梱包

　お菓子を梱包包装して出荷する業務で
す。
　

　※日によって時間が多少前後します。

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

静岡県磐田市鳥之瀬２２２－１
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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: 0538-32-2933 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: 22090- 1739321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-2111 従業員数 50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- 1753521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 32時間

時給

1,000円～1,000円29

本・プリント等の仕
分け

小中学校の納品するドリル・ワーク等の
教材を仕分ける作業。
（クラスごとに仕分けする作業）

パート労働者 株式会社　紅林書店
日雇（日々雇用または１ヶ月未満）(1)9時00分～17時00分

袋井市内の小中学校のいずれかの学校

月給

1,097円～1,114円

静岡県磐田市草崎１０３５－５

30

学校校務員 （主な仕事内容）
・校舎内外の清掃
・施設整備
・公文書等の送達・受領　など

上記のほか、全ての職務に共通して、以
下の業務にも従事していただきます。

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～15時00分
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