
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 053-466-1203 従業員数 16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： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22020- 6925821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-33-6686 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 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- 2674821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-33-6686 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 臨床検査技師 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- 2675221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 080-9119-3200 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 月水木土日祝他 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- 2633521 各種保険： 労災 月平均 

     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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 2637921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-45-2655 従業員数 0人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 2652621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-5208-1601 従業員数 12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: 13010-29423821 各種保険： 労災 月平均 

     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- 2636621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-32-5334 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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: 22090- 2698021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0120-129-073 従業員数 25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: 13040-31855021 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0538-34-1211 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 2651321 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: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 2695621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-457-7088 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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: 22020- 6961321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 2670921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

≪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 看護経験者（年数不
問）1,400円～1,400円

又は9時00分～17時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

看護師（保育園の看
護業務）（さんくす
ピッピ）

［内閣府制度認定・企業主導型保育所］
定員１９名の保育園にて看護師のお仕事
です。
・体調不良となった園児のお迎えが来る
までの看護、保育補助業務
・園児、保育士の衛生管理業務、安全管
理、保健指導等

パート労働者 株式会社　共立スタッフバンク
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 (2)15時00分～18時00 看護師　准看護師

1,500円～1,800円
又は9時00分～18時00

静岡県磐田市宮之一色３５５
【さんくすピッピ保育園】

2

看護師・准看護師 内科　糖尿病内分泌内科のクリニックで
す。
外来での看護師業務のお仕事です。
（主な仕事の内容）
・採血
・心電図などの生理検査
・レントゲンの介助

パート労働者 いわせ医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

時給 (2)15時00分～18時00 臨床検査技師
腹部エコーのできる
方優遇いたします。

1,450円～1,700円
又は9時00分～18時00

静岡県磐田市三ケ野台２２－５

3

臨床検査技師 内科　糖尿病内分泌内科のクリニックで
す。

（主な仕事の内容）
・採血
・エコー検査
・心電図検査

パート労働者 いわせ医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

時給 英検２級以上が望ま
しい。920円～1,100円

又は16時00分～20時00

静岡県磐田市三ケ野台２２－５

4

学習指導・採点 公文式見付教室での採点、生徒対応、教
室整備を担当していただきます。
＊幼児～高校生までの学習指導がありま
す。
＊担当教科は英語・数学・国語
＊最初は採点等から始めていきます。
＊英語が得意な方、子供が好きな方歓迎

パート労働者 公文式見付教室
雇用期間の定めなし

時給 (2)13時30分～17時00

950円～1,100円 (3)16時30分～19時00
又は9時40分～19時00

静岡県磐田市見付１３７２－２
　※中遠報徳館西側

5

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

パート労働者 交替制あり 菓蔵ＳＵＺＵＫＩ
雇用期間の定めなし (1)9時40分～13時40分

時給 (2)15時00分～21時00

950円～1,050円

静岡県袋井市川井１４１８－３

6

店舗スタッフ １００円ショップダイソーの店舗スタッ
フのお仕事です。

（主な仕事の内容）
・接客
・品出し
・レジ

パート労働者 株式会社　青五　ダイソー袋井　川井店
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給 (2)10時00分～12時30

913円～913円 (3)15時30分～18時00

静岡県袋井市川井１０２１－１

7

厨房【プラチナ・デ
イサービス袋井】

【調理業務全般】
・ご利用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。

お料理好きで、私たちと共に入居者さま

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)12時00分～15時00

950円～1,000円
又は8時00分～17時00

静岡県袋井市高尾町５－２２　袋井
センタービル３階
プラチナ・デイサービス袋井（当社
施設）

8

洋菓子の製造補助 下記のお仕事を担当していただきます。

・洋菓子の製造補助
　
（洋菓子材料の計量）
（簡単な仕込み）
（簡単な仕上げ）など

パート労働者 交替制あり 菓蔵ＳＵＺＵＫＩ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～11時00分

時給

920円～1,000円

静岡県袋井市川井１４１８－３

9

給食調理補助員 給食調理のお仕事です。


・自園給食室にて調理・片付け等。

パート労働者 高卒または専門学校
卒

学校法人　静岡聖母学園　磐田聖マリア幼稚園
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

1,000円～1,000円
又は9時00分～8時59分

静岡県磐田市国府台５４－３

10

接客・調理／袋井店 ◎「丼ぶり」と「京風うどん」を主力メ
ニューとした
「なか卯」での接客・調理・清掃業務で
す。
●接客（お客様のご案内、オーダーと
り、料理提供、食器の片付け）
●調理（料理の簡単な仕込み、盛り付

パート労働者 株式会社　なか卯
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 (2)15時00分～18時00

1,000円～1,000円 (3)17時00分～21時00
又は10時00分～21時00

静岡県袋井市永楽町３００－１（なか卯　袋井店）

11

接客スタッフ アピタ磐田店内フードコート（２／２３
に新しく出店）での
接客のお仕事になります。

（主な仕事の内容）
・お客さまへの商品のお渡し
・レジ業務

パート労働者 株式会社　磐田グランドホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時00

日給

1,428円～1,428円

静岡県磐田市今之浦３丁目１－１１
　アピタ磐田店内

12

キャディ キャディ業務です。
プレーヤーについてコースを回り、コー
スの状況や打球の落ちた位置などをプ
レーヤーに伝えたり、ロストボールを捜
したり等々お手伝いをする仕事です。

※週２日から勤務可能です。

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)8時00分～16時00分

時給 プログラミング経験
があれば尚可。1,000円～1,300円

又は16時00分～19時30

静岡県袋井市宇刈２５０５－２

13

プログラミング教室
スタッフ（アソベル
久能）２階

▼仕事内容
・プログラミング教室スタッフ
・プログラミング教室の準備等

▼ＰＲポイント
・未経験も歓迎！丁寧に教えます！
・保育士免許や福祉系資格等がなくても

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ウェル恵明会　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時00分～19時30

時給

1,250円～1,500円
又は8時00分～17時00

静岡県袋井市川井９７９
【アソベル久能】２階

14

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時間半以内の場所に
なります）
・空いた時間に砂や砂利を決められた場
所からダンプで運んで頂く　場合もあり
ます。

パート労働者 有限会社　竜光生コン
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

静岡県周智郡森町森１４５８－１
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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: 0538-44-3399 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 なし

求人番号: 22090- 2655021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 2663121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-203-6833 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010- 8440521 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0538-74-7700 従業員数 19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: 22090- 2632221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-42-3225 従業員数 91人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 土日他 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- 2621021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-58-1266 従業員数 92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- 2641521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-58-1266 従業員数 92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- 2642421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

時給

913円～913円
又は7時00分～0時00分

15

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

パート労働者 森町タクシー　合資会社
雇用期間の定めなし

時給

1,250円～1,500円
又は8時00分～17時00

静岡県周智郡森町森９１０

16

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

パート労働者 有限会社　竜光生コン
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 原則不問ですが、土
地家屋調査士補助者
経験がある等の場

1,200円～3,000円

静岡県周智郡森町森１４５８－１

17

地図作成作業補助者 ◎静岡県磐田市見付付近の地図を作成す
る作業です。
・当協会の社員に帯同し、簡単な作業の
お手伝いをしていただきます。
・特別な知識も経験も全く必要ありませ
ん。
・主婦（夫）の方、学生の方、大歓迎で

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 (2)9時00分～15時30分

913円～1,000円

静岡県磐田市見付１９４５－１

18

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）


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

時給 (2)13時40分～17時15

1,000円～1,000円

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）

19

構内作業 （主な仕事内容）
・製品の計量作業

◆立ち作業（冷暖房完備）
◆通院や地域活動による外出が可能で
す。
◆午前勤務、午後勤務での月単位の交代

パート労働者 交替制あり 株式会社　望月プレス工業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時20分～11時55分

時給

920円～1,020円

静岡県袋井市広岡１３５９

20

試験補助スタッフ
（洗浄等）

（仕事の内容）

・試験室ラック・ケージの洗浄、交換。
・飼育器材の洗浄、交換。
・試験服等の洗浄。
・その他付随する業務。


パート労働者 株式会社　安評センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

静岡県磐田市塩新田５８２－２

時給

920円～1,020円

静岡県磐田市塩新田５８２－２

21

試験補助スタッフ
（飼育補助・洗浄
等）

（仕事の内容）

・小動物（マウス・ラット・モルモッ
ト・ウサギ）の毛刈り等の
　飼育補助。
・試験室ラック・ケージの洗浄、交換。
・飼育器材の洗浄、交換。

パート労働者 株式会社　安評センター
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分
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