
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-43-5051 従業員数 5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- 1902121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 92人

年　　齢: 不問 休　　日： 月日他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1861621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-353-2160 従業員数 13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: 22040- 1676321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-203-6833 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 測量士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 測量士補

求人番号: 22010- 5819021 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0539-62-6261 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 看護師

求人番号: 22090- 1830721 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0538-35-3221 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日他 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: 22090- 2188321 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

     TEL: 0538-66-8148 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 歯科衛生士 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- 1867221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-38-5000 従業員数 850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: 22090- 1839021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-45-2771 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 2216621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-45-2771 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 月日他 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- 1857821 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

     TEL: 053-540-1804 従業員数 10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: 22020- 4638421 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- 1847021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 5400021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-32-5433 従業員数 300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- 1836621 各種保険： 労災 月平均 

時給

940円～940円

静岡県磐田市大中瀬３２０－１
【竜洋昆虫自然観察公園】

14

一般事務 磐田郵便局内で従事していただきます。

（主な担当業務）
・パソコン操作による集計作業

・書類整備　等


パート労働者 日本郵便株式会社　郵便事業総本部　磐田郵便局
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)13時00分～17時00

静岡県磐田市見付２９６６－８

時給

930円～930円

磐田市内小中学校
　※面接時に説明します。

13

公共施設スタッフ
（竜洋昆虫自然観察
公園）※月１０日～
１５

（請負業務）
弊社指定管理施設となる竜洋昆虫自然観
察公園でのお仕事です。
接客が主な業務です。昆虫の飼育に携わ
ることはありません。

・昆虫館の受付

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)8時30分～17時30分

その他

2,000円～3,000円
又は15時00分～20時40

静岡県袋井市小山９８４
　なごみかぜ工房

11

英会話講師（子ども
英会話ダイヤモンド
クラブ袋井校）

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

静岡県袋井山名４－１５
【袋井校】
　　　　　　　　　　　　　【２０
２２年５月１日新規開設予定】

12

学校ＩＣＴアシスタ
ント

「会計年度職員」

（主な仕事の内容）

１　ＩＣＴ機器を活用した授業の支援
２　情報モラルを含めた情報教育アドバ
イザーとしての学校支援

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～16時00分

時給 ・マイクロソフトオ
フィス等の知識が豊
富な方

2,000円～2,000円

時給

1,004円～1,004円

静岡県袋井市久能２３７０－１　１
０４号
　はるかぜ

10

生活支援員 なごみかぜ工房は、知的障がい、発達障
がい、身体障がいの方が
通所する施設です。

【主な支援の内容】
・パン、クッキー、ジャムの製造販売
・手芸品の製造販売

パート労働者 社会福祉法人　なごみかぜ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時15分～15時30分

又は13時00分～17時30

時給

1,030円～1,364円

静岡県磐田市豊岡６８０１－１

8

歯科衛生士 主な仕事の内容は、

・診療補助

・歯科保健指導

・口腔ケア

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

静岡県磐田市大久保５１２－３

9

（請）学童保育指導
員（障がい児）

障害のある子供さんの学童保育の業務で
す。

・学校へ車で迎えに行く
・一緒に遊ぶ
・宿題をみる
・公園等に散歩に行く

パート労働者 社会福祉法人　なごみかぜ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時45分～13時15分

時給 (2)13時00分～16時30 保育士、教員、ヘル
パー等
福祉施設勤務経験等

950円～975円

時給 歯科衛生士

1,300円～1,500円
又は9時00分～14時00

静岡県磐田市見付１２１９－１０

7

歯科衛生士 歯科衛生士業務（受付・補助を含む）を
担当していただきます。

〈主な仕事内容〉
・ドクターの補助
・歯科診療準備、片付け
・歯科衛生指導

パート労働者 交替制あり 鈴木歯科クリニック
雇用期間の定めなし

時給

1,450円～1,650円
又は8時45分～18時00

静岡県磐田市富士見台１８－２

5

看護師 医師の診断、治療のための補助や患者の
ケアを行います。
・血圧測定、一般外来看護師業務　点滴
交換、採血、環境整備他

＊高齢者やお子様の介助等、患者とのコ
ミニケーションを取っていただきます。

パート労働者 医療法人社団　あゆみ会　まさふみクリニック
雇用期間の定めなし

静岡県磐田市惣兵衛下新田１３４

6

歯科衛生士（８：３
０～１６：３０）

歯科衛生士業務
・歯科医師の指導のもと、診療の補助、
歯及び口腔の疾患を予防する処置、歯の
病気にかからないための口腔内の衛生指
導などを行う仕事です。　
・診療の準備、片付け
・院内の清掃

パート労働者 木瀬歯科医院　　川島　尚子
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

時給 (2)8時30分～12時30分

1,000円～1,500円

時給 測量経験者（土地家
屋調査士事務所、測
量会社）３年以上

1,500円～3,000円

静岡県袋井市湊６０５

4

測量技術者 現地での調査、測量、図面作成等
測量業務一般

パート労働者 公益社団法人　静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分

時給

1,100円～1,100円
又は2時00分～9時00分

静岡県袋井市上田町２６７－１９

2

荷物仕分け作業員
（早朝）

・全国から輸送された荷物を近隣地域に
お届けする為、荷物の手仕分　け作業を
行います。
・荷物は段ボールケースに入った荷物を
中心です。
・ラベルに印刷された〇〇市〇〇町と、
台車に置かれた〇〇市〇〇町　のプレー

パート労働者 福山通運　株式会社　袋井支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)0時00分～9時00分

静岡県袋井市土橋６０

3

軽作業／浜松共配セ
ンター

《プラスチック容器の洗浄作業》
・洗浄機へ容器の投入
・洗浄機から容器の取り出し、積み付け
・容器の運搬

パート労働者 交替制あり 株式会社　天野回漕店
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

915円～915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） 

時給 パソコン

913円～913円
又は8時15分～16時15

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

（請）スポーツ施設
の管理

・公共スポーツ施設での施設維持管理及
び利用者対応
・清掃、器具の設置及び片付け

パート労働者 交替制あり 株式会社　サンアメニティ　静岡支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

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: 0538-32-9989 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: 22090- 1815821 各種保険： 労災 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- 1826421 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-32-2205 従業員数 31人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木土日祝他 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- 1828621 各種保険： 公災 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- 1840221 各種保険： 雇用・労災 月平均 1時間

     TEL: 0538-55-0225 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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- 1814721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 0時間

     TEL: 0538-37-2243 従業員数 108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： なし 時間外 なし

求人番号: 22090- 1794821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1801421 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6741-1345 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 なし

求人番号: 13100- 1931021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0572-29-1610 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: 21030- 2819021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-36-7004 従業員数 21人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 フォークリフト運転
技能者

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- 1876521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 045-701-2210 従業員数 5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: 14120- 1000821 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-6741-1345 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 なし

求人番号: 13100- 1930121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-23-0380 従業員数 90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 介護福祉士

求人番号: 22090- 1816221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 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 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- 1859521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県磐田市宮之一色８７０－１

社会福祉法人　デンマーク牧場福祉会　
　特別養護老人ホ－ム　ディアコニア雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～22時00

時給 (2)15時00分～18時30

1,000円～1,000円28

看護助手 ・診療補助
・美容診療補助
・準備、片付け
・清掃
・医療秘書
・医療助手
・クラーク業務

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

株式会社　光洋
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時30分～13時00分

静岡県袋井市堀越字才別当４２１番
１
　ニトリ　袋井店

27

時給 (2)15時00分～20時00

960円～1,060円
又は10時00分～20時00

静岡県袋井市山崎５９０２番地の１６７

時給

1,200円～1,300円

ケアワーカー 特別養護老人ホームディアコニアにおい
て、

遅番業務を行います。

・食事補助、就寝補助、排泄補助が主な
仕事です。

パート労働者

遠州中央農業協同組合
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時20分～17時00分

静岡県磐田市大久保５１２番地３
磐田市立総合病院内１階　カフェコ
ア
ＪＲ磐田駅から遠鉄バス　磐田市立

26

家具接客スタッフ
（週２０ｈ未満）／
袋井店

家具接客スタッフ：家具の接客販売・売
場管理など　
（１０時～２０時）

※１日４時間～、週３～４日、週２０時
間未満の勤務
　勤務時間応相談　

パート労働者 交替制あり 株式会社　ニトリ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～16時00

時給 (2)10時00分～14時00

920円～920円

静岡県袋井市下山梨７６０－１
　遠州中央農業協同組合　袋井営農
センター

25

病院内カフェのレジ
接客スタッフ　弁当
製造　洗浄業務

病院内ベーカリーカフェの接客、ドリン
ク作成、レジ、弁当製造、洗浄業務、事
務業務
・制服貸与
・食事補助あり


パート労働者

時給 フォークリフト運転
経験913円～913円24

水稲育苗ライスセン
ター業務（袋井営農
センター）

・袋井営農センターでの育苗（水稲・レ
タス）
（業務内容）
種等管理、種まき、苗箱ハウス内広げ、
苗木管理、苗箱洗浄、
苗積み込み


パート労働者

静岡県袋井市高尾３０００番地
バロー袋井南店内

時給 (2)12時00分～20時00

980円～1,010円

静岡県袋井市堀越字才別当４２１番
１
　ニトリ　袋井店

23

弁当　寿司、惣菜の
調理および販売（バ
ロー袋井南店）

お弁当、寿司、惣菜の調理及び販売を
スーパーマーケットバローの店舗内で行
います。
弁当・寿司、揚げもの等の新しいメ
ニューの調理技術を習得することができ
ます。


パート労働者 中部フーズ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時00分～20時00

時給 (2)13時00分～18時00

1,000円～1,000円 (3)15時00分～20時00
又は8時00分～20時00

静岡県袋井市山名町２－１

22

【短期】売場スタッ
フ（週２０ｈ未満）
／袋井店

●売場スタッフ：商品陳列・品出し・荷
受け・レジなど
　（８時～２０時）

※１日３ｈ～、週３～４日、週２０ｈ未
満の勤務


パート労働者 交替制あり 株式会社　ニトリ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～14時00分

時給

949円～1,115円

静岡県磐田市南田７４－４

20

事務補助員／環境課 ＜会計年度任用職員＞
　静岡県の行政機関でのお仕事で、生活
環境にかかる事務補助のお仕事をしてい
ただきます。

（主な仕事の内容）
・報告書等の受付業務、内容確認

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ヶ月未満）(1)8時45分～17時00分

静岡県磐田市見付３５９９－４
　静岡県西部健康福祉センター

21

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ヶ月以上）(1)8時45分～17時00分

時給 (2)9時00分～17時15分

1,571円～1,571円

時給 薬局事務

1,000円～1,250円
又は8時50分～12時50

静岡県磐田市大久保５１２－３

19

調剤事務 （主な仕事の内容）

・処方箋の入力
・電話応対
・会計業務
・店内外の清掃
・備品の買い出し

パート労働者 株式会社　まめお薬局
雇用期間の定めなし (1)8時50分～18時30分

日給 ポルトガル語による
会話ができること1,804円～2,016円

静岡県磐田市見付３５９９－６
磐田地方合同庁舎４階

17

外国人労働者労働条
件相談員

外国人労働者に係る次の業務を担当して
いただきます。
・労働基準法、労働安全衛生法等労働基
準関係法令についての相談　および指導
・一般労働条件の確保・改善に関する相
談および指導
・労災保険給付に関する相談および指導

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ヶ月以上）(1)9時00分～16時30分

静岡県磐田市見付３５９９－６
磐田地方合同庁舎４階

18

事務補助員（臨床検
査技術科）

＜主な仕事内容＞

・検査受付
・患者案内
・検体搬送
・物品管理
・採血管準備

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)7時30分～11時30分

時給

951円～1,197円

日給 労災保険事務の経験
のある方（年数不
問）

1,419円～1,612円

静岡県磐田市大久保５１２－３
　　磐田市立総合病院　ＦＡＸコー
ナー

16

労災・労働保険専門
員

労働者災害補償保険・労働保険関係の業
務を担当していただきます
・労災保険給付に関する相談および指導
・労災保険請求に係る審査、給付事務
・労働保険適用等に関する相談および指
導
・労働保険各種手続きに係る審査事務

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ヶ月以上）(1)9時00分～16時30分

15

事務 ・磐田薬剤師会が運営している磐田市立
総合病院ファックス

　コーナーの受付及びファックス送信、
集計業務等を行って　

　いただきます。

パート労働者 交替制あり ＮＰＯ法人　磐田薬剤師会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～13時00分

時給 (2)13時00分～17時00 ＦＡＸ送信

1,000円～1,000円
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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: 0538-35-3221 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日他 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- 1797421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-39-6000 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 1798321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5208-1601 従業員数 19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: 13010-22940421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0537-22-5120 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: 22060- 1414821 各種保険： 雇用・労災 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- 1875221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-463-8000 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- 4768521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0547-36-1127 従業員数 27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 なし

求人番号: 22080-  672121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-454-5501 従業員数 5人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22020- 4762921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 090-5450-4018 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 2240321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-453-5111 従業員数 82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- 4824421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-463-3215 従業員数 34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: 22020- 5298121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-454-2212 従業員数 77人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 大型自動車免許 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- 5398221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-437-4691 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 中型自動車免許

求人番号: 22020- 4649921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 大型自動車第二種免許

     TEL: 0538-45-1777 従業員数 8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- 2239521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

時給

913円～913円
又は8時00分～17時30

静岡県袋井市豊沢１０５６－１
【袋井事業所】

42

運転手／あかり ・デイサービスにおける利用者送迎の運
転手

・リハビリアシスタント：送迎車の運転
　（パレット、ヴォクシー）

・午前・午後半日ずつリハビリを提供す

パート労働者 医療法人社団　英明会
雇用期間の定めなし

静岡県袋井市久能１００９－１

41

スクールバス運転手
（袋井事業所）

・スクールバスの運転手業務
　　児童の送迎用スクールバス運転業務
です。
　　＜登校、下校時の運行を担当して頂
きます。＞
　　コースは全５コース
　　年間２２０日程度の勤務です。

パート労働者 ニュー浜名湖バス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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 運転業務経験あれば
尚可1,300円～1,600円

又は6時00分～17時00

静岡県磐田市岩井２１９０－１
【磐田整備センター】

時給 大型車運転経験のあ
る方歓迎1,200円～1,200円

又は9時00分～17時50

39

静岡県袋井市下山梨１９５２－４
【杏林堂薬局　袋井下山梨店】

静岡県磐田市一言３２７５番地
【磐田工場】

40

車両の納車・引取・
整備補助業務（磐田
整備センター）

・車両の納車、引取、清掃などの整備補
助業務です

※車両整備業務はありません。
　
※就業時間、就業日数等はお気軽に相談
ください。

パート労働者 遠州鉄道　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

970円～970円

組立作業（磐田工
場）

・製品の組み立て作業が主な業務となり
ます。

　製品：家庭用清掃用品・ケミカル品他

　　［急募］

パート労働者 アズマ工業　株式会社

時給

920円～1,070円

静岡県磐田市豊浜４１２７－２５
　船の係留場所　⇒　漁場

38

ベーカリースタッフ
（杏林堂薬局　袋井
下山梨店）

・パンの成形、焼成
・パンの包装、陳列
・接客
　（お客様からの商品問い合わせや、笑
顔での挨拶程度）
　
など

パート労働者 株式会社　杏林堂薬局
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

日給 (2)20時00分～5時00分

1,250円～1,250円

菊川市、御前崎市、掛川市、袋井市、磐田市等の中遠地域

36

交通規制警備 （請負業務）
高速道路工事の現場にてカラーコーンな
どの資機材の設置及び撤去の作業を行
い、現場内の異常がないか点検し、工事
車両の誘導を行います。

現場範囲：静岡市～新城市

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社シムックス　浜松募集センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

現場：愛知県東部地区、静岡県西部
地区、静岡県中部地区
現在、静岡県西部地区の周智郡森町
エリア

37

漁船員 ・５：３０係留場所を出港
　漁場に到着後、作業開始まで待機
・６：３０頃　網入れ
・約１時間後、網引き揚げ
　機械で巻き上げの為、体力はいりませ
ん
・捕ったシラスは機械で樽に入れる

パート労働者 シラス漁　宝運丸
雇用期間の定めなし (1)5時00分～12時00分

時給

1,500円～2,000円

時給

1,050円～1,220円

静岡県磐田市国府台３－１
【磐田市役所】

35

（請）交通誘導警
備・イベント警備
〈アルバイト〉中遠
地域

＊建設現場や道路工事における交通誘導

＊イベントの雑踏警備

＊現場は菊川市、御前崎、掛川市、袋井
市、磐田市等の中遠地域
　

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 日本連合警備　株式会社
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

1,063円～1,304円

静岡県袋井市徳光２８５－１
フォルボ・ジークリング・ジャパン
内

33

接客スタッフ ＜接客＞

　お客様のご注文承りから料理運搬、会
計操作が業務の中心

　となります。デザート類の盛付や清掃
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)0時00分～9時00分

静岡県磐田市下万能４１３

34

宿直警備業務（磐田
市役所）

（請負業務）
磐田市役所の時間外受付
・時間外の来庁者の対応
・外線電話の応対
・建物内の巡回、施錠、開錠
・時間外の戸籍関係の書類の預かり
・その他市役所の業務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 東海ビル管理　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時05分～8時35分

時給 (2)8時35分～17時05分 施設内警備員

913円～1,000円

時給

915円～920円

静岡県袋井市堀越１３９６－１
プラチナ・シニアホーム袋井（当社
施設）

32

（請）企業内食堂の
調理補助業務（袋井
市）

＊社員食堂での昼食の提供、調理全般
（簡単な業務）、洗浄。　　＊７０～８
０食程度の調理補助のお仕事です。
　
※調理指導員より丁寧にご指導致します
ので、心配はありません。
※応募の際は、ハローワークからの事前

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

時給 (2)15時00分～18時30

1,100円～1,100円
又は8時30分～18時30

静岡県磐田市見付１２１９－１０

30

診療介助・受付等 医師の診療介助
患者の受付・誘導・カルテの出し入れ
パソコン操作（文字・数字入力）
器具の準備、片付け
室内清掃　など


パート労働者 医療法人社団　愛緑会　ふじた眼科
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

静岡県磐田市宮之一色６８６－２

31

厨房【プラチナ・シ
ニアホーム袋井】

【サービス付高齢者住宅（入居定員　２
５名）での調理業務全般】
・入居者様への料理提供および後片付け
をお願いします。
・家庭料理等の調理経験があれば可能で
す。


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社レイクス２１
雇用期間の定めなし (1)6時00分～8時30分

時給 (2)10時00分～12時30

913円～913円 (3)15時30分～18時00

29

歯科助手 
　・診療補助
　・機具の滅菌・消毒
　・院内清掃

＊令和４年４月中旬からの勤務となりま
す。

パート労働者 木瀬歯科医院　　川島　尚子
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

920円～950円

3/5



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: 0538-66-6367 従業員数 21人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22090- 1874821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0539-62-2020 従業員数 1人

年　　齢: 65歳以上 休　　日： 日他 車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及

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- 1832221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-85-7720 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 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- 1833521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-42-4111 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 2151521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-35-4115 従業員数 75人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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

求人番号: 22090- 1888921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-43-3669 従業員数 3人

年　　齢: 64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- 1896921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-44-3465 従業員数 6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 なし

求人番号: 22090- 1818421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5549-7140 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: 13040-20355321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-454-1175 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木金土 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- 4626021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-456-3611 従業員数 1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: 22020- 4722721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-34-8111 従業員数 213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- 1849821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0422-37-5218 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 なし

求人番号: 13170- 4663121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-2929 従業員数 40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- 2084121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-44-3465 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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- 1819321 各種保険： 労災 月平均 

静岡県袋井市村松字小桜２１７４　第２工場

時給

950円～1,050円
又は13時00分～17時00

静岡県袋井市高尾２６８９－１

56

検品・袋詰め（４～
５時間）／午後

（主な仕事の内容）

・ティーバッグのカウントと検品
・茶類の小詰め作業
・商品ロット、賞味期限の印字
・食品の検品検査、製品仕上げ
・生産に関する作業全般　　など

パート労働者 株式会社　オールライフサービス
雇用期間の定めなし (1)12時00分～17時00

時給

913円～913円

静岡県磐田市西貝塚３７６９

54

朝清掃（ガスト　磐
田上岡田店）

◎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)5時30分～7時30分

静岡県磐田市上岡田９２３－１
「ガスト　磐田上岡田店」

55

茶ティーバッグ製造
及び検査（９：００
～１５：００）

ティーバッグ自動充填機のオペレーター

（主な担当業務）
・機械により製造されたティーバッグの
検査
　および梱包作業
・機械の資材交換作業

パート労働者 株式会社　ひしだいパックス
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 食品関連製造業での
経験があれば優遇913円～970円

時給

950円～950円

静岡県磐田市見付１８０－５
【磐田東高等学校】

53

雑務（食堂の準備、
清掃　等）

・昼食時における食堂内の準備、片付け
　　食事テーブルの整頓、台拭き作業
　　お茶の準備・片付け（急須等）、調
味料の準備・片付け
　　食事前、食事後の清掃　等
・共用部分の清掃作業　等
　　玄関、応接室、通路、トイレ、階

パート労働者 株式会社　ヤザキ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

時給

920円～920円

静岡県袋井市国本８４１

51

清掃（袋井市） （請負業務）
　男女トイレ点検・清掃
　ゴミ回収

パート労働者 星光ビル管理株式会社　　浜松営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～22時00

静岡県袋井市上山梨４丁目１－１
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。

52

清掃（磐田東高等学
校）

（請負業務）
高等学校内の日常清掃のお仕事です。
建物内の事務所、トイレ、ロビー、廊下
等をモップや雑巾、ホウキを使って清掃
していただきます。比較的簡単なお仕事
です。

パート労働者 東海美装興業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)12時30分～16時30

時給

1,000円～1,000円

時給 ★草刈り、剪定業務
の経験者歓迎1,100円～1,300円

静岡県袋井市村松２１７４

50

工場内の環境整備・
管理スタッフ（愛
野）

工場内の草刈りや剪定等の環境整備やゴ
ミ回収がメインのお仕事です。
【具体的には】
・ゴミ回収
・工場敷地内の草刈り及び落葉の収集・
移動
・低木の簡単な剪定

パート労働者 大和ライフネクスト　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

又は7時00分～17時00

時給

950円～950円
又は14時00分～17時00

静岡県磐田市明ケ島原４６番１０号

48

（請）清掃作業員／
めいわ月見保育園

保育園での清掃業務をしていただきま
す。

（主な仕事内容）
・事務室他各室、通路、階段等拭き掃
除、掃き掃除、
　モップ掛け

パート労働者 松尾美装　株式会社
雇用期間の定めなし (1)14時00分～17時00

静岡県袋井市上山梨１６９４

49

清掃業務 従業員の使用している場所の清掃業務の
お仕事です。

（仕事の内容）

・掃除

パート労働者 株式会社　オールライフサービス
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,000円

時給

1,000円～1,200円

静岡県袋井市広岡１３８４－１
　広岡事業所（愛農マート）

47

配送・軽作業員 工業用ゴム製品及び金属加工品等を得意
先へ納品する業務を担当していただきま
す（納品の準備から配送まで）
　
　・納品は菊川市の顧客がメインとなり
ます
　・使用車は２ｔ車（ＡＴ車）

パート労働者 司ゴム電材　株式会社　静岡事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～14時50分

時給 (2)11時15分～15時30

1,200円～1,200円

静岡県磐田市下野部１９９５－１

45

（請）荷役作業員 ＜請負業務＞

・手作業による自動車部品の仕分け作業
・仕分け作業からやっていただきます。
・正社員登用制度あり。正社員登用率１
００％（実績５名）


パート労働者 交替制あり 東新物流　株式会社　森町営業所
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10時45分

静岡県周智郡森町睦実１３１０－１
２８
　　豊田合成株式会社　森町工場内
当社作業場

46

農産物の配送・集荷 （主な仕事内容）
・小売店、家庭、学校給食用の米の配達
です。
・米は５ｋｇ、１０ｋｇ、３０ｋｇ袋で
す。
・米の集荷は３０ｋｇ袋です。
・ショッピングセンターへ野菜等の配

パート労働者 豊田肥料　株式会社
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

1,000円～1,020円

時給 重機作業経験

950円～1,050円

静岡県磐田市駒場７０４９－５

44

重機オペレーター タイヤショベル重機による土砂の積み込み。（バックフォー含む）パート労働者 乗松建設　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

又は7時50分～17時00

43

部品配送 ２トントラックを使い、加工材料の引き
取りや加工後部品の
客先納入と、配送に付随する作業をお願
いします。

・荷揚げ荷下ろしはフォークリフトを使
用します。

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　伊藤熔接工業所
雇用期間の定めなし

時給 製造業での部品搬出
入、配送業務970円～1,200円
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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: 0538-55-3670 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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- 1860321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-66-9285 従業員数 15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- 2208621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-453-5111 従業員数 82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: 22020- 4821821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-453-5111 従業員数 82人

年　　齢: 18歳以上 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: 22020- 4823521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県袋井市下山梨１９５２－４
【杏林堂薬局　袋井下山梨店】

時給 (2)8時30分～18時00分

960円～1,110円 (3)17時45分～22時30

静岡県袋井市下山梨１９５２－４
【杏林堂薬局　袋井下山梨店】

60

レジ・品出し（杏林
堂薬局　袋井下山梨
店）

・レジ業務
・商品補充作業
・陳列商品の前出し作業
・サービスカウンター業務
・店舗内整理整頓、清掃
　など


パート労働者 株式会社　杏林堂薬局
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～13時00分

時給

920円～1,070円

静岡県磐田市駒場７０７０

59

品出し（杏林堂薬局
袋井下山梨店）

・商品補充作業
・陳列商品の前出し作業
・店舗内整理整頓、清掃
など

※未経験も歓迎
※レジは含みませんが、お客様への挨拶

パート労働者 株式会社　杏林堂薬局
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～13時00分

又は8時00分～17時00

時給

950円～950円
又は8時00分～17時00

57

シール貼付作業 プラスチック製材にシール（アルミテープ、スポンジテープ）等を貼る作業パート労働者 田中工業
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

静岡県磐田市福田５１８６

58

作業スタッフ ・自動車解体に関わる仕事。

・自動車の整備や鈑金などの他、自動車
に関連した職務経験の
　ある方は優遇します。

・解体する車輌は、現代から高年式車

パート労働者 株式会社　オートリサイクル静岡
雇用期間の定めなし

時給

920円～1,000円
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