
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 042-774-3339 従業員数 0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: 14090- 3949421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-6722-0597 従業員数 97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 あり

求人番号: 13040-31457421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-6722-0597 従業員数 61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 あり

求人番号: 13040-31487721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-39-6770 従業員数 85人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 看護師 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- 2688921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-488-8866 従業員数 60人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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: 22020- 6772721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 053-488-8866 従業員数 16人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 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: 22020- 6774221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 053-488-8866 従業員数 60人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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: 22020- 6775521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-39-6770 従業員数 85人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 准看護師 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- 2689121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-423-1165 従業員数 90人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 管理栄養士 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- 6915121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-35-5808 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 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- 2685421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0537-64-5155 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: 22060- 1982221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0537-35-3443 従業員数 38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 あり

求人番号: 22060- 1996121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-43-2350 従業員数 12人

年　　齢: 44歳以下 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: 22090- 2622721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-42-5125 従業員数 18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- 2631821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

≪フルタイム≫
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） 

月給 ・３Ｄ―ＣＡＤ、２
ＤーＣＡＤ製図業務
経験

359,040円～359,040円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

ＣＡＤモデリング技
術者（静岡県磐田
市）

・車体部品またはエンジン部品の３Ｄモ
デリングおよび２Ｄ図面作成
・車両アッセンブリデータの作成

有期雇用派遣労働者 株式会社アルプスビジネスサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時45分～17時30分

月給 施工管理３年以上

325,520円～562,250円

静岡県磐田市新貝

2

総合職（設備技術マ
ネージャー）／浜松
市、磐田市、藤枝市

◆各建設現場において、設備施工管理業
務を担って頂きます。
◆ブランクがある方も歓迎致します。
◆ご本人の希望や適性を踏まえて担当現
場を決定致します。
【主な業務】
・施工物件の工事管理（工程・品質・安

正社員 株式会社メイジン　東京支店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 施工管理３年以上

343,920円～593,350円

静岡県内各現場（主に浜松市、磐田市、藤枝市）

3

総合職（土木技術マ
ネージャー）／浜松
市、磐田市、藤枝市

◆各建設現場において、土木施工管理業
務を担って頂きます。
◆ブランクがある方も歓迎致します。
◆ご本人の希望や適性を踏まえて担当現
場を決定致します。
【主な業務】
・施工物件の工事管理（工程・品質・安

正社員 株式会社メイジン　東京支店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

254,000円～258,000円

静岡県内各現場（主に浜松市、磐田市、藤枝市）

4

正看護師（日勤）
「看護」

・病床数１００床を要する療養型の病院
です。
・急性期治療を終了された方が日常生活
に必要なリハビリをし、
　機能回復を目指すと伴に快適な長期療
養生活を提供する病院での
　お仕事です。

正社員 医療法人社団　澄明会　磐南中央病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

月給 (2)9時00分～18時00分 看護業務経験者（年
数不問、介護現場以
外の経験可）

229,000円～286,000円

静岡県磐田市気子島９７８

5

有料老人ホームの看
護職員（遠鉄ラクラ
ス見付レジデンス）

有料老人ホームの看護・介護業務を行い
ます
【業務内容】
・ご利用者の健康管理、内服管理、創傷
の処置
・食事、入浴、排せつなどの介助、介護
記録の作成

正社員 交替制あり 遠鉄の介護サービス　ラクラス　（遠州鉄道　株式会社　介護事業部）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時30分～17時30分 看護業務経験者（２
～３年）
（介護現場以外での

226,000円～283,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県磐田市見付２３５－１０
【ラクラス見付】

6

デイサービスの看護
職員（遠鉄ラクラス
掛塚）

【研修あり、遠鉄グループ福利厚生が充
実】
デイサービスでの看護業務です。
〈業務内容〉
・ご利用者の健康管理、内服管理、創傷
処理
・食事、入浴、排せつなどの介助、介護

正社員 交替制あり 専門卒以上 遠鉄の介護サービス　ラクラス　（遠州鉄道　株式会社　介護事業部）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)9時00分～18時00分 看護業務経験者（年
数不問、介護現場以
外の経験可）

229,000円～286,000円

静岡県磐田市白羽１０６－４
【ラクラス掛塚】

7

看護職員（遠鉄ラク
ラス見付ショートス
テイ）

有料老人ホームの看護・介護業務を行い
ます
【業務内容】
・ご利用者の健康管理、内服管理、創傷
の処置
・食事、入浴、排せつなどの介助、介護
記録の作成

正社員 交替制あり 遠鉄の介護サービス　ラクラス　（遠州鉄道　株式会社　介護事業部）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

236,000円～241,000円

静岡県磐田市見付２３５－１０
【ラクラス見付】

8

准看護師（日勤）
「看護」

・病床数１００床を要する療養型の病院
です。
・急性期治療を終了された方が日常生活
に必要なリハビリをし、
　機能回復を目指すと伴に快適な長期療
養生活を提供する病院での
　お仕事です。

正社員 医療法人社団　澄明会　磐南中央病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

月給 施設での管理栄養士
経験216,000円～244,000円

静岡県磐田市気子島９７８

9

管理栄養士（豊田一
空園）

施設の食事管理全般。
ご利用者・職員・厨房との調整。
施設行事の参加（食事が関わるもの）

正社員 交替制あり 社会福祉法人　八生会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

180,000円～220,000円

静岡県磐田市東原２０７－１
【介護老人福祉施設　豊田一空園】

10

就労継続支Ａ型事業
所就労支援員

就労継続支援事業所における、

利用者さんへの業務指導、作業容量の把
握、

補助などを行います。


正社員 ＡＬＳＩＡ　合同会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 監理団体業務
介護関連事務
企業総務・経理事務

142,800円～142,800円

静岡県磐田市見付１３３３－７

11

一般事務 ●外国人技能実習生に関する監理団体業
務

申請関係書類を含む各種書類作成
経理関係処理
電話・電子メール対応
その他関連事務

正社員以外 協働組合　靜岡国際介護
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 人事、労務管理実務
経験者、もしくは営
業の経験者

250,000円～330,000円

静岡県袋井市諸井２１５０－１

12

人事 求人の募集・採用・育成・人事評価制度
の作成
客先対応（既存の取引先への対応となり
新規開拓はありません）
派遣管理業務

正社員 変形（1年単位） 有限会社　加藤軽合金
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

150,000円～200,000円

静岡県周智郡森町睦実１２７８

13

司法書士業務の補助
者

司法書士業務の補助のお仕事になりま
す。

（主な仕事の内容）
・電話対応、来客対応
・法務局に提出する書類のＰＣでの作成
・官公署での証明書類の取得

正社員 司法書士・土地家屋調査士・行政書士　鈴木秀典事務所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

186,560円～204,480円

静岡県袋井市袋井３５３

14

生産管理・資材管理
等

（主な仕事の内容）

・生産管理に関する業務
・資材管理に関する業務
・入出庫作業
・ティーパック加工機械の操作　等


正社員以外 株式会社　テクノパック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

静岡県袋井市新池１３９３－１
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫
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: 058-272-3618 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 あり

求人番号: 21010-10433021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-44-7770 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火他 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- 2638121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-39-6770 従業員数 85人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 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- 2687621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0538-37-1121 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 調理師 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- 2692521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0120-129-073 従業員数 25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 あり

求人番号: 13040-32123021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-37-6364 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日 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- 2659521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-85-4121 従業員数 17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: 22090- 2668521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-23-6061 従業員数 76人

年　　齢: 59歳以下 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 2643321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-34-5015 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日他 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- 2657821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 053-459-5656 従業員数 12人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22020- 6912321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-23-2421 従業員数 50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 あり

求人番号: 22090- 2654121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-66-2808 従業員数 15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 あり

求人番号: 22090- 2649821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-44-7770 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火他 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- 2635321 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0539-62-4141 従業員数 28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 あり

求人番号: 22090- 2696921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

日給 (2)11時00分～19時00

158,410円～169,260円15

販売社員（アピタ磐
田店）

○婦人フォーマルウェアー及びアクセサ
リーの販売・売上・在庫
　管理のお仕事です。
　・フォーマルウェアの商品説明・お客
様へのアプローチ
　・洋服が好きな方、人と接することが
好きな方、大歓迎！

正社員以外 交替制あり イギン　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～18時00

月給 (2)9時45分～18時45分

170,000円～230,000円 (3)9時45分～19時00分
又は8時30分～19時00

静岡県磐田市今之浦３－１－１１
アピタ磐田店内　イギンフォーマル
コーナー

16

洋菓子の販売 （主な仕事の内容）

・洋菓子の販売、接客、商品陳列
・ラッピング、包装、予約受付
・開店準備、予約商品準備、閉店作業
・季節ごとに店内の飾りつけ、ディスプ
レイ

正社員以外 交替制あり 菓蔵ＳＵＺＵＫＩ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給

160,000円～180,000円

静岡県袋井市川井１４１８－３

17

通所介護ヘルパー 通所リハビリテーションに来られたお年
寄りの介護業務を
行っていただきます。

（主な仕事の内容）
・トイレ介助
・レクレーション

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　澄明会　磐南中央病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

月給 フランス料理の調理

208,600円～370,800円

静岡県磐田市気子島９７８

18

フランス料理調理補
佐（料理長候補者）

フレンチレストランでの調理業務全般の
お仕事になります。

（主な仕事の内容）
・調理、仕込み、片付けなど
・清掃業務
・材料の仕入れ、調達

正社員 変形（1年単位） 株式会社　未来計画
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

251,000円～251,000円

静岡県袋井市堀越３８２－１
　レスぺランス

19

和風飲食店での深夜
帯契約社員／袋井店

和風牛丼とうどんの「なか卯」の夜時間
帯管理責任者です。
金銭管理やシフト作成もお任せします。

正社員以外 株式会社　なか卯
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)22時00分～8時00分

月給

240,000円～260,000円
又は7時00分～18時00

静岡県袋井市永楽町３００－１
（なか卯　袋井店）

20

農作業 ・キャベツ、新玉ねぎ、カリフラワー、
ブロッコリー、きゅうり、かぼちゃの収
穫、箱詰め運搬作業。
・トラクターにて耕起、肥料散布をし、
野菜苗を機械定植、常用管理機にて追
肥、ブームスプレイヤーにて消毒の散
布、草刈り、ハウス内で野菜苗の播種、

正社員 株式会社　セイシンファーム
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

240,000円～300,000円

静岡県磐田市池田４１３－１
　磐田市内の畑

21

生コンクリートの製
造及び、設備の保
守・点検

生コン工場で、製造機械の操作や点検・
整備をしていただくお仕事です。
（主な仕事内容）
・事務所内にある操作盤で、材料の計量
や、生コンの練り混ぜ等を　ボタン操作
で行っていただきます。
・また、貯蔵設備や、ベルトコンベア等

正社員以外 有限会社　竜光生コン
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

月給 (2)14時00分～22時30

170,000円～230,000円

静岡県周智郡森町森１４５８－１

22

ＮＣ旋盤オペレー
ター

主に産機向けベアリングの構成部品をＮ
Ｃ旋盤を使用して

加工するお仕事です。

加工自体は設備が自動にて加工するた
め、加工以外の

正社員 交替制あり マルトウ工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～14時30分

時給 (2)20時00分～5時00分

201,600円～201,600円

静岡県袋井市諸井２１６３－１

23

（派）自動車部品の
製造

主な仕事は下記の通りです。

・小さな自動車部品のＮＣ加工作業にな
ります。
・小さなアルミ部品を機械に投入し、ス
イッチを押した後、
　出来上がった部品を検査して、箱に入

無期雇用派遣労働者 交替制あり 株式会社　優彩
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)17時05分～1時55分

191,679円～191,679円

静岡県磐田市合代島

24

自動車部品の製造業
務（土日休み　男女
活躍中）（磐田市）

☆静岡県磐田市でのお仕事です☆
三輪、四輪車の部品の
製造業務になります。
製造業務未経験でも大丈夫！
ワークスタッフで
製造業務デビューしてみませんか？
丁寧に教えてくれるので、

有期雇用派遣労働者 交替制あり 株式会社ワークスタッフ　浜松営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時10分～17時00分

月給

173,000円～195,000円

静岡県磐田市壱貫地１５３－１
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。

25

真鍮部品加工、仕上
げ

加工および仕上げ業務を担当して頂きま
す。

＜主な仕事内容＞

・真鍮部品の小径穴あけ、バリ取り
・寸法検査、洗浄

正社員 株式会社　早川製作所
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時10分

月給 溶接経験

210,000円～320,000円

静岡県袋井市西同笠９２１

26

溶接工／大中瀬工場 金属（鉄・アルミ・ステンレスなど）製
の建築部材、
農業部材の溶接

ＴＩＧ溶接（アルゴン溶接）、ＣＳ溶接
（半自動溶接）
グラインダー、ボール盤、焦げ取り、梱

正社員 変形（1年単位） 株式会社　竜洋
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時00分～17時00分

170,000円～260,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県磐田市大中瀬１０１２－１
大中瀬工場

27

洋菓子の製造 （主な仕事の内容）

　・生菓子仕込み、仕上げ　　
　（バースデーケーキ、プティガトー、
プリン
　　マカロン、シュークリーム、ロール
ケーキまど）

正社員以外 交替制あり 菓蔵ＳＵＺＵＫＩ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

月給

179,400円～179,400円

静岡県袋井市川井１４１８－３

28

カステラ製造 カステラを主に製造する製菓工場でのお
仕事です。
・製品のカット、パック詰め、袋詰め
・シール貼り、製品検査
・製品の包装、箱詰め、出荷作業
・室内清掃


正社員 変形（1年単位） 文明堂製菓　株式会社　磐田工場
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

静岡県磐田市三家１７１５
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫
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: 0538-35-5780 従業員数 46人

年　　齢: 18歳～35歳 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- 2661621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 0538-35-8708 従業員数 28人

年　　齢: 35歳以下 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- 2648721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 0538-37-3531 従業員数 200人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日他 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- 2690821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0538-37-3531 従業員数 200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 あり

求人番号: 22090- 2691221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0538-44-3399 従業員数 4人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22090- 2653921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 75時間

     TEL: 0538-85-4121 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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 あり

求人番号: 22090- 2662921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-466-3352 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: 22020- 6900821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 053-466-3352 従業員数 24人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日祝 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: 22020- 6892921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-85-4121 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 大型自動車免許 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- 2669421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-282-1101 従業員数 8人

年　　齢: 40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 あり

求人番号: 22010- 8448821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0547-35-2553 従業員数 6人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日 ８トン限定中型自動
車免許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22060- 1994621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0538-74-7700 従業員数 19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- 2686321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給 (2)17時00分～2時00分

169,470円～230,100円 (3)23時00分～8時00分29

プラスチック成型オ
ペレーター

生産課にて、射出成型機で成形品を作る
ための

金型の取り付け、成形条件のセット、整
備、保守、

維持管理等を行います

正社員 交替制あり 日東工業　株式会社　豊田工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

157,500円～237,500円

静岡県磐田市上新屋７３４

30

製造技能職（製造課
１班）／磐田

製造課１班に属し、図面に従って機械等
の製作・組立を行う

１．汎用フライス・旋盤にて、鋼材の切
断、曲げ等
２．溶接（アーク、ＣＯ２、ＴＩＧ）
３．吹付塗装　４．組立　５．作動試運

正社員 エズカ工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)19時45分～4時45分

200,640円～200,640円

静岡県磐田市鎌田６３６

31

プリント配線板の生
産ライン及び検査業
務

プリント基盤の生産ライン業務

（主な仕事内容）

・専用設備を操作しての作業、他検査業
務


正社員以外 交替制あり 三和電子サーキット　株式会社　東海工場
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

165,528円～165,528円

静岡県磐田市海老塚７９３－１

32

プリント配線板の測
定業務

プリント基盤の測定業務

（主な仕事内容）
・測定機器を使用した寸法測定。
・測定データのパソコン入力、集計。

＊空調完備の検査室でのお仕事です。

正社員以外 変形（1年単位） 三和電子サーキット　株式会社　東海工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

月給 (2)9時00分～0時00分

240,804円～240,804円

静岡県磐田市海老塚７９３－１

33

タクシー乗務員 （主な仕事の内容）

・毎朝点呼を受け、車両の日常点検

・病院等にお客さまの送迎

・駅など乗降客を目的地までお届け

正社員 交替制あり 森町タクシー　合資会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～20時30分

月給

240,000円～300,000円

静岡県周智郡森町森９１０

34

１０ｔダンプ運転手
／森工場

・砂や砂利を決められた場所から各工場
まで運搬するお仕事
　です。
・長距離の運転はなく決められたルート
を１日数回往復して
　いただきます。
・運ぶノルマ等はなく休日希望も柔軟に

正社員以外 有限会社　竜光生コン
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

月給

221,400円～221,400円

静岡県周智郡森町森１４５８－１

35

設備メンテナンス
（今之浦第４ポンプ
場）

公共施設（雨水ポンプ場）の運転管理
（ポンプの監視、運転操作）
及び設備の保守点検
無人ポンプ場の巡回点検（磐田市内）
　社用車（ＡＴ車）使用
雨天時の緊急対応
ＰＣデータ入力、報告書作成

正社員以外 株式会社　ウォーターエージェンシー　浜松オペレーションセンター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給 (2)17時00分～8時45分

221,400円～221,400円

静岡県磐田市二之宮３７１番地１
【今之浦第４ポンプ場】

36

水処理・汚泥処理・
焼却施設の保守運転
管理業務

下水処理施設の運転管理、簡易水質試
験、機械設備メンテナンス、機器操作、
監視

※移動のため社用車使用の場合あり

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ウォーターエージェンシー　浜松オペレーションセンター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給 大型１種免許

240,000円～300,000円

静岡県磐田市小中瀬９５６－１
「磐南浄化センター」

37

ミキサー車のドライ
バー／森工場

・ミキサー車に生コンを積んで、建設現
場等に運んでいただくお仕事です。
（生コン工場から１時間以内の場所にな
ります）

・その他に、空いた時間で車両の洗車や
簡単なメンテナンスをしていただきま

正社員以外 有限会社　竜光生コン
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

月給

190,000円～210,000円

静岡県周智郡森町森１４５８－１

38

包装資材のルート配
送　／　袋井市

主に食品包装資材（食品容器、ポリ袋、
箱等）を食品製造業加工業、専門店、
スーパー等に販売する仕事です。
・担当する顧客に、倉庫から商品をピッ
キングして、積み込みハイ　エースで配
送します。
・営業所の担当エリアは静岡市です。扱

正社員 高卒以上 株式会社　牧野製袋
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給

220,000円～220,000円

静岡県袋井市諸井１９７３－１

39

工場内作業 行政からの委託のお仕事です。
工場内に搬入された資源物をフォークリ
フトで機械に投入したり、それらの選別
や、圧縮梱包作業もしていただきます。
週２回程度パッカー車での廃棄物の運搬
作業（１回１時間程度）もあります。
中型８ｔ限定以上の運転免許、フォーク

正社員 株式会社　中部カレット
雇用期間の定めなし (1)8時15分～16時45分

静岡県周智郡森町中川２０５７－１
　イオン袋井店　車で２分（ＨＰに
地図が掲載されています）

時給

157,766円～172,800円

静岡県磐田市新貝５９－１
（中遠広域事務組合内）

40

軽作業 日曜雑貨、化粧品、ペットフード等の検
品、包装、梱包の

会社でのお仕事です。

（主な仕事の内容）


正社員以外 ＳＤＭ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分
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