
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-33-6922 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 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- 2452121 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- 2348921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-32-2384 従業員数 10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- 2258321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-37-7769 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 火日祝他 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- 2439721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-31-2961 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 調理師

求人番号: 22090- 2411121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3291-6955 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

求人番号: 13010-26260621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-49-0711 従業員数 58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- 2424521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-32-2181 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- 2270821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-36-0031 従業員数 28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- 2458421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-32-6181 従業員数 49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- 2368821 各種保険： 雇用・公災 月平均 

     TEL: 0538-32-2321 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： なし 時間外 なし

求人番号: 22090- 2420021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-2924 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金日祝他 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- 2370621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-58-3070 従業員数 35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- 2349121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-42-6265 従業員数 15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 なし

求人番号: 22090- 2431221 各種保険： 雇用・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

1,200円～1,400円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

看護師（正・准）
（磐田）

（主な仕事の内容）

・デイサービスにおける看護業務
・リハビリテーション補助
・看護職の補助業務



パート労働者 医療法人社団　新和会　レッツリハビリデイサービスセンター
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時30分

時給 (2)14時30分～18時30

1,400円～1,800円

静岡県磐田市岩井３０５１－１
レッツリハビリデイサービスセン
ター磐田

2

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 病院・診療所勤務経
験者尚可1,700円～1,700円

静岡県磐田市宮之一色８７０－１

3

看護師（正・准） 内科、小児科医院での外来における看護
業務全般の
仕事をして頂きます。

（主な仕事内容）
・来院患者に対する予診
・医師の診療介助など

パート労働者 医療法人社団　愛慈会　さくらクリニック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給 (2)14時30分～19時00

1,300円～1,500円 (3)14時30分～17時00

静岡県磐田市国府台１００－１

4

歯科衛生士 歯科医院での歯科衛生士のお仕事をして
いただきます。

（主な仕事内容）
・一般的な口腔ケア、指導
・ドクターのアシスト業務
・基本的な受付、電話対応

パート労働者 とよだ歯科
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

時給 (2)9時00分～13時00分

1,000円～1,000円
又は13時00分～16時00

静岡県磐田市気子島１３６９－１

5

保育園給食調理、献
立作成、食材発注
（駅前キラット保育
園）

袋井市の認可を受けた小規模保育園（３
か月～２歳児、
定員１９名）の給食・おやつ調理をお任
せします。


給食の献立・レシピは他園（協力関係）

パート労働者 どまんなか袋井まちづくり　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

時給

963円～963円

静岡県袋井市高尾町２６－２　浅羽ビル１階キラット保育園

6

保育士（パート）／
ＪＡ遠州中央ときめ
き保育園

〇ＪＡ遠州中央豊田北支店の敷地内にあ
る定員１９名（０歳・１歳
・２歳：各６名、３歳：１名）の保育園
です。「おもいっきり遊ぶ
。おもいっきり学ぶ。」を保育理念と
し、子どもひとりひとりと向
き合える保育をします。

パート労働者 株式会社ニチイ学館　管理部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)15時00分～18時00

時給

1,000円～1,000円
又は8時20分～17時00

静岡県磐田市豊田１４６－３
ＪＡ遠州中央ときめき保育園（委託
施設）

7

一般事務 皮革衣類・着物・布団等の特殊クリーニ
ング工場における
一般事務のお仕事です。

＜主な仕事内容＞
・お客様からの問い合わせメールや電話
の対応

パート労働者 株式会社　小羽皮革
雇用期間の定めなし

時給 国及び地方公共団体
（特に公立学校等）
の勤務経験

920円～920円
又は9時15分～15時00

静岡県袋井市萱間５７２－６

8

静岡県立磐田北高等
学校ＰＴＡ事務員

ＰＴＡ及び教育振興会に関する会計事務
等
・会計事務
・その他関連業務

※勤務期間　２０２２年４月１日～２０
２３年３月３１日

パート労働者 静岡県立磐田北高等学校
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～1,100円

静岡県磐田市見付２０３１－２

9

一般事務 当社事務所で一般事務職の仕事をしてい
ただきます。

（主な仕事内容）
・補助業務を担当して頂きます。

・パソコンを使う業務はありません。

パート労働者 株式会社　ハシモト
雇用期間の定めなし (1)9時00分～11時30分

日給 パソコン操作

952円～1,229円

静岡県磐田市中泉２６４０－２

10

雇用保険業務補助 当所雇用保険課にて以下の業務を行って
いただきます。
・雇用保険関係各種書類の整理、保管
・雇用保険データの入力
・郵便物の整理、発送業務
・その他の補助業務

パート労働者 静岡労働局　磐田公共職業安定所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

時給 (2)8時00分～12時00分

950円～950円

静岡県磐田市見付３５９９－６　　　磐田地方合同庁舎内

11

医療事務及び診察補
助

小児科でのお仕事になります。

（主な仕事の内容）
・受付、会計（パソコンでデータ入力）
・診察室やレントゲン室への案内
・診察補助
・清掃

パート労働者 医療法人社団　田中医院
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

950円～1,000円

静岡県磐田市見付２９０９－１

12

受付事務（アルバイ
ト）土曜日限定

接骨院・鍼灸院での受付事務を行って頂
きます。

＜主な仕事内容＞
・受付業務
・簡単なパソコン入力（カルテの名前の
入力）

パート労働者 みつけファミリー接骨院・鍼灸院
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 パソコン操作やお客
様対応（接客）経験
があると望ましい

950円～950円
又は8時25分～17時15

静岡県磐田市見付３７７６－２

13

収納スタッフ（現地
訪問および内勤事
務）磐田市

全国１２０ヶ所以上で、公共上下水道料
金に関わる事務業務を受託している会社
です。
（主な担当業務）
・担当地区内のお客様を訪問し、お支払
いの案内や各種確認
・帰社後のデータ入力、簡単な事務作

パート労働者 第一環境株式会社　磐田営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

920円～1,200円
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市福田４００　
　磐田市福田支所２階

14

経理事務員 経理事務全般のお仕事です。

（主な仕事内容）
・納品書の作成
・入出金管理
・データ入力
・電話応対、来客対応

パート労働者 株式会社　ナガイ工業
雇用期間の定めなし

静岡県袋井市堀越３８３－１
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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: 0548-23-3123 従業員数 2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: 22120- 2310821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-472-3401 従業員数 10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: 22020- 5777721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-3702 従業員数 100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 あり

求人番号: 22090- 2454721 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0538-34-3711 従業員数 4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- 2291921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-34-3711 従業員数 4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- 2294721 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- 2350821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 076-274-6111 従業員数 0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: 17080- 2317821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 076-274-6111 従業員数 0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: 17080- 2338321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3544-7310 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 あり

求人番号: 13010-24961721 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0538-36-6600 従業員数 9人

年　　齢: 不問 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- 2387321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-35-5215 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 ホームヘルパー２級 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- 2265421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-49-3456 従業員数 31人

年　　齢: 59歳以下 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- 2391821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-413-3290 従業員数 93人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 調理師 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: 22020- 6146321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-430-5300 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 あり

求人番号: 22090- 2442321 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

時給 (2)16時00分～18時00

913円～913円15

商品入出庫・事務 ＊冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビ等
の電化製品の入出庫の検品　及び、伝票
の受渡し

・電化製品の持ち運び等はありません。



パート労働者 株式会社　カトウ電器
雇用期間の定めなし (1)9時00分～11時00分

時給 金融機関経験者（銀
行・信用金庫・ＪＡ
等）（３年以上）

1,300円～1,500円

静岡県袋井市小山３１２－１　袋井営業所

16

営業店での窓口業務
等（各支店）

当金庫、各営業店での窓口業務等
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、サービス品等の管理、窓口等での受
付、顧客及び営業店からの電話の取り次
ぎ等の業務を行っていただきます。

パート労働者 遠州信用金庫
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時50分～15時50分

時給

940円～1,040円

当金庫営業店（磐田市～浜松市内～
湖西市）

＊ご本人の住所等を考慮して決定し

17

郵便内務（荷物の仕
分け）

郵便局内での小包の仕分けおよび区分の
お仕事になります。

＊未経験の方でも安心です。

＊お子様等の行事を優先できます。

パート労働者 日本郵便　株式会社　郵便事業総本部　袋井郵便局
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～11時00分

時給

913円～913円

静岡県袋井市新屋１－１－１０

18

コンビニスタッフ／
ローソン磐田天竜店

学生、主婦（夫）、フリーター、シニア
など幅広い世代の方が活躍できる職場で
す。
お仕事はレジ、接客販売、調理（お弁
当、サンドウィッチ）などです。



パート労働者 ローソン磐田天竜店・浜松高塚駅北店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～23時00分

時給

913円～913円

静岡県磐田市天竜３９７番地３

19

コンビニスタッフ
（夜間）／ローソン
磐田天竜店

学生、主婦（夫）、フリーター、シニア
など幅広い世代の方が活躍できる職場で
す。
お仕事はレジ、接客販売、調理（お弁
当、サンドウィッチ）などです。



パート労働者 ローソン磐田天竜店・浜松高塚駅北店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)23時00分～8時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県磐田市天竜３９７番地３

20

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

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

913円～980円
又は8時30分～18時00

静岡県磐田市今之浦４丁目２０－４

21

販売スタッフ（クス
リのアオキ袋井松原
店）

＊オープン予定　２０２２年６月上旬
＊研修開始予定　２０２２年５月中旬
・ドラッグストアでのレジ会計、商品補
充、清掃等のお仕事です。
・レジ操作（自動釣銭機）のお仕事は先
輩スタッフが丁寧に教えるので安心して
スタートできます。

パート労働者 株式会社　クスリのアオキ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)16時00分～22時00

920円～980円

静岡県袋井市松原
クスリのアオキ　袋井松原店

22

販売パート（クスリ
のアオキ袋井松原
店）

※オープン予定　２０２２年６月上旬
　研修開始予定　２０２２年５月中旬
・ドラッグストアでのレジ会計、商品補
充、売場作成等が主なお仕事です。
・レジ操作（自動釣銭機）のお仕事は先
輩スタッフが丁寧に教えるので未経験の
方でも安心。

パート労働者 株式会社　クスリのアオキ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～14時30分

時給

1,000円～1,000円

静岡県袋井市松原
クスリのアオキ　袋井松原店

23

（契約）時計の接客
販売［在籍出向］／
磐田店

・電池交換、バンド調整等腕時計の簡単
な修理業務
・諸帳簿の記帳、伝票整理、パソコン入
力等、販売に付随する業務
・時計の電池交換、簡単な修理等、細か
い業務があります。
・未経験でも時計の知識がなくても親切

パート労働者 交替制あり 株式会社　クロックワークホールディングス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～21時15分

時給 (2)15時00分～18時30

950円～1,050円
又は8時30分～18時30

静岡県磐田市今之浦３－１－１１
アピタ磐田　１階
ザ・クロックハウス　磐田店

24

看護助手 整形外科医院における診療補助の仕事を
していただきます。

・診察室やレントゲン室での患者さんの
呼び込み
・医師の指示による診察補助
・医療器具の消毒や片付け、管理

パート労働者 夏目整形外科
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

時給

1,100円～1,190円
又は8時30分～16時30

静岡県磐田市加茂９１３－２

25

通所リハビリテー
ションのリハビリ助
手

国府台整形外科の中の通所リハビリテー
ションの仕事となります。

短時間の通所リハビリテーション（１
クール１時間１５分～１時間３０分を４
クール行います）で食事、おやつ、入浴
はありません。

パート労働者 医療法人社団　国府台整形外科
雇用期間の定めなし

時給 (2)14時30分～18時30 調理士・栄養士免許
のある方優遇
調理経験のある方も

920円～1,100円
又は5時00分～18時30

静岡県磐田市国府台４１－３２

26

調理スタッフ 介護付き有料老人ホーム「ライフケア月
見の里」住宅型有料老人

ホーム「ウェルネスハウス月見の里」に
於ける調理全般。



パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　徳信会　ライフケア月見の里　ウェルネスハウス月見の里
雇用期間の定めなし (1)5時00分～9時00分

時給 (2)9時00分～16時00分

920円～1,020円

静岡県袋井市上山梨３丁目１６－３

27

調理員（調理補助）
（聖隷ぴゅあセン
ター磐田）

児童発達支援事業所と放課後等デイサー
ビスにて未就学児童および就学児童へ提
供する給食・おやつ調理、調理補助、盛
り付け等になります。

※０～１８歳までの７０～８０食程度
※２０２２年４月～勤務できる方、大歓

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～15時30分

時給 (2)10時30分～14時00

920円～1,100円
又は15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

調理補佐／磐田市西
貝塚

◆介護施設（利用者定員３４名）での調
理業務

・入居、デイサービス利用者様への食事
提供です。
　（朝、昼、夕食各３０～４０食）
・外部業者から調理済み食材が届きます

パート労働者 交替制あり 株式会社　Ｔ・Ｏ・Ｄ　デイサービス　ビーフィット
雇用期間の定めなし (1)5時00分～12時30分

静岡県磐田市西貝塚３０３６－１
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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: 0538-32-9270 従業員数 55人

年　　齢: 18歳以上 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- 2435621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-435-7134 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22022-  847221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-66-2808 従業員数 44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- 2268921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     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- 5648221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-437-7555 従業員数 12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- 5649521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-59-0005 従業員数 5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 あり

求人番号: 22090- 2379321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5840-6361 従業員数 111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 あり

求人番号: 13010-24309221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-5840-6361 従業員数 111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 あり

求人番号: 13010-24316221 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 053-435-7134 従業員数 36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: 22022-  867621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-435-7134 従業員数 24人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22022-  843121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-585-0008 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: 22022-  893021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-31-2961 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 2412021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-31-3111 従業員数 35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- 2447721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-38-0720 従業員数 10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: 22090- 2419621 各種保険： 労災 月平均 5時間

時給 (2)7時00分～12時00分 マニュアル車（２ト
ントラック）運転経
験あれば尚可

913円～913円29

調理補助、食材仕分
け

調理担当が調理した食材を配達先ごとに

仕分けしていただきます。

特別な技能等いらない簡単な作業です。

パート労働者 株式会社　いわきゅう
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)2時00分～7時30分

時給

913円～913円

静岡県磐田市気子島９６１

30

（請）調理補助（第
一工業（株）内食
堂）

（請負求人）

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）

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

1,000円～1,200円

静岡県磐田市壱貫地１５３－１
　第一工業（株）内食堂

31

溶接工場の補助作業 溶接の焦げ取りメインですがグラインダー、ボール盤、タップ加工、梱包作業などの工場内作業も含みます。パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　竜洋
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 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

静岡県磐田市小中瀬７３８

32

【高時給×夕方短時
間】知久屋の接客及
び閉店業務イオン磐
田

■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 家事や育児などご家
庭で培ってきた経験
が活かせます。

920円～1,120円

静岡県磐田市西貝塚横須賀道北３６
９０
【知久屋　イオンタウン磐田店】

33

お惣菜の知久屋／惣
菜・弁当の簡単な調
理・販売（アピタ磐
田

■お惣菜店舗「知久屋」での、惣菜・弁
当の調理販売の仕事です。
　調理は揚げたり炒めたりと最終工程だ
け、難しい作業はほとんど
　ありません。包丁は揚げたカツを切る
とき等に使う程度。ご家庭
　での家事スキルが活かせる職場です。

パート労働者 株式会社　知久
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時30分

時給

1,000円～1,200円

静岡県磐田市今之浦３丁目１－１１
アピタ磐田店１Ｆ
【知久屋　アピタ磐田店】

34

合成樹脂の再生 ・合成樹脂の圧縮、粉砕加工、仕分け作
業。
・工場内の雑務。
・回収作業、納品作業。
・重量物は有りません。立ち仕事で軽作
業です。

パート労働者 株式会社　ジェイリード
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

1,100円～1,100円

静岡県磐田市向笠竹之内１２３４ー２

35

商品管理（ケース）
／静岡県袋井市

食品や日用品などのケース商品を店舗毎
に仕分け、その商品をカゴ車に積み込む
お仕事です。
重たい商品もありますが、健康的に働け
るので健康維持にピッタリのお仕事で
す。


パート労働者 ピップ物流株式会社
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

950円～950円
又は9時00分～17時00

静岡県袋井市山科２３１０－１
　当社　袋井センター

36

商品管理（単品）／
静岡県袋井市

食品や日用品を店舗毎に仕分けるお仕事
です。
やり方はカンタンで、レーンに落ちてく
る商品を専用の箱に詰めるだけです。

パート労働者 ピップ物流株式会社
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～913円

静岡県袋井市山科２３１０－１
　当社　袋井センター

37

お弁当容器の回収
（１３：００～１
７：００）（磐田工
場）

お弁当のルート回収のお仕事です。

お弁当の空容器回収業務
お弁当の空容器を洗浄場所へ降ろす業務

使用車種はハイエースクラス


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)13時00分～17時00

時給

913円～913円

静岡県磐田市気子島１３０６－１

38

お弁当の配送（磐田
市気子島）

お弁当のルート配送のお仕事です。

お弁当の積込作業
お弁当のルート配送業務
お弁当の空容器回収業務
お弁当の空容器を洗浄場所へ降ろす業務


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00分～15時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

913円～950円
又は8時00分～18時00

静岡県磐田市気子島１３０６－１　磐田工場

39

（請）清掃業務（森
町）

（請負業務）

・ザ・フォレストカントリークラブにお
ける清掃業務
・洗面所、トイレ、風呂場、脱衣所、
ロッカールームなどの
　清掃、備品補充、等

パート労働者 交替制あり アクトサービス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

950円～950円

静岡県周智郡森町橘５７６－３
　ザ・フォレストカントリークラブ

40

館内清掃 ８階建物内の１階～３階のトイレ清掃お
よび貸会議室の
清掃をお願いします。


＊トイレ清掃：男女トイレの洗面台
　　　　　　　トイレットペーパー・洗

パート労働者 どまんなか袋井まちづくり　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給

920円～920円

静岡県袋井市高尾１１２９－１
　袋井新産業会館キラット

41

清掃 さくらんぼのデイサービス施設と入所施
設の

清掃作業の業務です。（モップがけ、掃
き掃除等）



パート労働者 医療法人社団　愛慈会　介護老人保健施設　さくらんぼ
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 (2)13時00分～21時00

1,500円～2,000円 (3)21時00分～5時00分
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市中泉３０００－１デイ
サービスさくらんぼ
および
静岡県磐田市国府台１００－１介護

42

工場内清掃及びお茶
の農作業

＊製茶工場内清掃及び雑用　
・生葉を製品（お茶）にする作業場の掃
除等の雑務を行って
　いただきます。簡単な作業のため初心
者でも大丈夫です。　

・肥料施肥、除草、その他付随する業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　カネハン
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)5時00分～13時00分

静岡県磐田市藤上原６２９－１
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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: 053-456-3611 従業員数 3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- 5608421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-85-3008 従業員数 19人

年　　齢: 18歳～59歳 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- 2465521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-85-3008 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 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- 2466421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-85-6000 従業員数 103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- 2315021 各種保険： 労災 月平均 

時給 (2)9時00分～15時00分

1,000円～1,000円43

日常清掃（浜松磐田
信用金庫　磐田本
部）

（請負業務）
浜松磐田信用金庫磐田本部内の、床面、
トイレ、その他共用部の簡単な日常清掃
です。
３名で割り当てられた作業を行います。

パート労働者 交替制あり 東海美装興業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～12時00分

時給

1,200円～2,000円
又は2時00分～8時00分

静岡県磐田市中泉１－２－１
【浜松磐田信用金庫　磐田本部】

44

軽作業（早朝） こんにゃく・ところてんの袋詰め、シー
ル貼り等の簡単な仕事です。

・簡単な仕事ですが根気のいる仕事で
す。
・こんにゃく製造の補助的作業もありま
す。

パート労働者 株式会社　倉島食品
雇用期間の定めなし

時給

920円～1,100円
又は7時00分～18時00

静岡県周智郡森町飯田３９１－４

45

軽作業 こんにゃく・ところてんの袋詰め、シー
ル貼り等の簡単な仕事です。

・簡単な仕事ですが根気のいる仕事で
す。
・こんにゃく製造の補助的作業もありま
す。

パート労働者 株式会社　倉島食品
雇用期間の定めなし

静岡県周智郡森町森２０８５

時給

947円～1,122円

静岡県周智郡森町飯田３９１－４

46

非常勤労務職員 （会計年度任用職員）

＜主な仕事内容＞
・敷地、校舎内外の清掃等環境整備。
・ゴミの分別処理。
・湯茶等の準備。
・校舎の開錠。

パート労働者 静岡県立遠江総合高等学校
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～9時00分
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