
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-34-3017 従業員数 23人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日 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- 2749521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-38-3904 従業員数 1人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月日祝他 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- 2776321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 044-244-5782 従業員数 0人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 20人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 14040- 5460021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0539-62-2104 従業員数 39人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： なし 時間外 なし 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22090- 2787121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0539-62-2104 従業員数 39人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 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- 2788021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-85-5299 従業員数 2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- 2739821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-39-0001 従業員数 23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- 2790521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 21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- 2744121 各種保険： 雇用・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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 2781221 各種保険： 雇用・公災 月平均 

     TEL: 0538-32-2205 従業員数 31人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 社会保険労務士 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- 2793621 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-2262 従業員数 93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- 2766521 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-2262 従業員数 93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- 2767421 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-2262 従業員数 93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- 2769621 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-23-4033 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- 2794921 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

950円～950円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

倉庫内作業員（１
５：００～００：０
０）

当社倉庫内においてカンタンな組付作業
をお願い致します。
　具体的には
・金属の棒状の部品にゴム製品を組み付
けます
・力が必要な場合は道具を使用、それ以
外は手作業となります

パート労働者 株式会社　ナルキュウ
雇用期間の定めなし (1)15時00分～0時00分

時給

1,400円～1,400円
又は8時15分～17時15

静岡県磐田市見付１７５５番地１

2

訪問入浴看護師 令和４年４月より訪問入浴事業を開始し
ます。

（主な仕事の内容）

３人一組（看護師・ヘルパー・ドライ
バー）のチームで

パート労働者 医療法人社団　福在会
雇用期間の定めなし

日給 未経験からでも勤務
可能です。913円～913円

静岡県磐田市大久保３７４－１　パ
レロワイヤル１０１
　よつば訪問入浴サービス

3

【磐田駅】障がい者
グループホームの
オープニングスタッ
フ

定員１０名の障がい者グループホームで
の夜勤のお仕事です。
・食事の準備、清掃
・利用者様の話し相手、相談、介助、介
護
・薬の管理や体調管理
・支援内容の記録

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ミナノワ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)17時00分～9時00分

時給 (2)14時00分～18時00

1,000円～1,000円 (3)8時00分～17時00分
又は7時00分～19時00

静岡県磐田市上大之郷２２－４
クライスハイム上岡田（当社施設）

4

保育教諭
「保育」

認定こども園での保育業務全般をお願い
します。

資格を持っている方であれば、ブランク
のある方でも

大丈夫です。しっかり指導します。

パート労働者 社会福祉法人　圓通福祉会　広瀬こども園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 (2)8時00分～17時00分

960円～960円
又は7時30分～17時00

静岡県磐田市上神増４６０－１

5

調理師 認定こども園での給食業務をお願いしま
す。

パート労働者 社会福祉法人　圓通福祉会　広瀬こども園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～13時00分

時給

1,000円～1,050円
又は9時00分～15時00

静岡県磐田市上神増４６０－１

6

一般事務 当社における事務を担当して頂きます。

＜主な仕事内容＞
・業者への発注書作成、電話対応
・売上、仕入れの管理、振込

※パソコン操作（エクセル・ｗｏｒｄ・

パート労働者 有限会社　フジエ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

1,400円～1,400円

静岡県周智郡森町飯田３２８１－２４

7

総務事務（法人本
部）

学校運営にかかる事務全般

・受付及び来客や電話の応対
・パソコン入力及び業者等の対応など一
般事務の業務
・学校会計、経理業務


パート労働者 学校法人　染葉学園
雇用期間の定めなし (1)8時40分～17時00分

月給 ・事務職経験者

951円～951円

静岡県磐田市中泉１－１－１

8

事務員／地域づくり
応援課

〔会計年度任用職員〕

一般事務に関するお仕事です。

（主な仕事の内容）
・パソコンを使った入力作業
・窓口応対

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

時給 (2)9時00分～16時00分

949円～1,115円

静岡県磐田市国府台３－１　磐田市役所

9

事務補助 （会計年度任用職員）
袋井土木事務所（袋井駅から５分）、２
階での事務のお仕事です。
（仕事の内容）
・来客応対、電話対応
・各種書類の作成補助作業
・書類の整理・整頓、コピー作成　

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ヶ月未満）(1)9時00分～15時00分

日給 ３６協定等の労務関
係書類に関する知識
等労務管理にかかる

1,354円～1,560円

静岡県袋井市山名町２－１

10

時間外・休日労働協
定点検指導員

労働基準法関係の各種届出の受付・審査
業務を担当していただきます。

・時間外労働・休日労働の関する協定届
の受付・審査
・１年単位の変形労働時間制に関する協
定届の受付・審査

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

時給 (2)9時00分～15時00分

949円～1,115円

静岡県磐田市見付３５９９－６
磐田地方合同庁舎４階

11

事務補助／１２ヶ月
／週２９時間

（会計年度任用職員）

＊事務補助の募集です。

＜主な仕事内容＞
・文書や資料の作成編集等をパソコン入
力で行います。

パート労働者 静岡県中遠農林事務所
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

949円～1,115円
又は8時30分～17時15

静岡県磐田市見付３５９９－４

12

事務補助／１２ヶ月
／週２１時間５５分

（会計年度任用職員）

＊事務補助の募集です。

＜主な仕事内容＞
・文書や資料の作成編集等をパソコン入
力で行います。

パート労働者 静岡県中遠農林事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)9時00分～15時00分

949円～1,115円

静岡県磐田市見付３５９９－４

13

事務補助／３ヶ月 （会計年度任用職員）

＊事務補助の募集です。

＜主な仕事内容＞
・文書や資料の作成編集等をパソコン入
力で行います。

パート労働者 静岡県中遠農林事務所
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

913円～913円

静岡県磐田市見付３５９９－４

14

直営店舗スタッフ 弊社直営店舗での接客のお仕事になりま
す。

（主な仕事の内容）
・お茶の袋詰め

・シール貼り

パート労働者 ヤマロク荻原製茶
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時00分

静岡県袋井市山崎５６９３－２
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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: 0538-35-5215 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- 2785621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-31-3724 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 美容師 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- 2727921 各種保険： その他 月平均 

     TEL: 0538-38-4000 従業員数 26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- 2734621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-39-1000 従業員数 43人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 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- 2723521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0537-23-3818 従業員数 15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： その他 時間外 なし

求人番号: 22060- 2030921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-413-3290 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22020- 7004021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-6181 従業員数 47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 なし

求人番号: 22090- 2778921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-38-2145 従業員数 137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 なし

求人番号: 22090- 2779121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-85-0170 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- 2754021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-66-0711 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: 22090- 2742621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-426-3852 従業員数 10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- 7180321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-466-3352 従業員数 24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： その他 時間外 なし

求人番号: 22020- 7056221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-23-6061 従業員数 76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- 2745021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-450-1517 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22020- 7087021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

時給

1,100円～1,190円
又は8時30分～16時30

15

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 スタイリスト経験
（経験年数３年以
上）

1,000円～1,200円
又は9時00分～18時00

静岡県磐田市国府台４１－３２

16

スタイリスト カット・カラー・シャンプーなどのスタ
イリスト業務全般のお仕事です。
他に、レジや清掃などの雑務も担当して
いただきます。

ひとりで全ての工程が出来る方を募集し
ます。

パート労働者 ＨＯＮＥＹ　ＨＡＩＲ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

913円～913円

静岡県磐田市見付３７１９ー２

17

まかない／認知症高
齢者グループホーム
笑円

まかないさん２名で入居者さん１８名様
のお食事を

作っていただくお仕事です。


認知症高齢者グループホーム笑円（９床

パート労働者 交替制あり 有限会社　スリーエス・いわた
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13時30分

時給

950円～950円

静岡県磐田市富丘１３４

18

遅番フロント／夜間 ホテルルートイン磐田インターにて遅番
のフロント業務です。
・チェックイン、予約確認
・電話応対
・館内・周辺のご案内
・清掃指示書作成
・レストラン準備・補助

パート労働者 ルートインジャパン　株式会社　ホテルルートイン磐田インター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)22時00分～8時00分

時給

950円～1,500円
又は9時00分～15時00

静岡県磐田市見付１８４５－１

19

チラシポスティング 　＊建築塗装工事請負のチラシ配り
　　・建築塗装工事の必要そうなお宅の
郵便受けへチラシを
　　　ポスティングするお仕事です。

　　※主な配布地域：掛川、菊川市、袋
井市、森町

パート労働者 株式会社　掛川スズキ塗装
雇用期間の定めなし

時給 (2)10時00分～18時30 保育士・幼稚園教
諭・保育補助の経験
があれば尚可

940円～1,220円

静岡県掛川市下垂木１８６５番地の１

20

保育補助（磐田市子
育て支援総合セン
ター「のびのび」）

・子育て支援業務
（親子遊びやイベントの計画・実施・掲
示物の制作、相談援助）

・ファミリーサポート事業・一時預かり
事業の受付業務
（簡単なパソコン入力作業）

パート労働者 交替制あり 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)9時00分～17時30分

時給 (2)7時15分～17時15分

1,073円～1,073円

静岡県磐田市上大之郷５１
【磐田市子育て支援総合センター
「のびのび」】

21

守衛 日本梱包運輸倉庫株式会社にて守衛の業
務をお願いします。
＜主な仕事内容＞
・鍵の管理
・車や従業員の出入りのチェック
・その他付随する業務


パート労働者 変形（1年単位） 日本梱包運輸倉庫　株式会社　袋井営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時15分～7時15分

日給

1,352円～1,352円

静岡県袋井市堀越５５０

22

宿直員 特別養護老人ホームの宿直員のお仕事で
す。

（主な仕事の内容）

施設内見回り、施錠・開錠、火器使用
チェック巡回

パート労働者 社会福祉法人　遠江厚生園
　特別養護老人ホーム　遠州の園雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～8時00分

時給 (2)8時00分～12時00分

980円～980円

静岡県磐田市大久保５２２－１

23

農作業（お米・レタ
ス・とうもろこし・
さつまいも）

お米：稲作に係る作業全般
レタス：圃場づくり、トンネルがけ等
とうもろこし：植え付けの準備、ビニー
ルの片付け等

＊農業機械を扱うので操作方法は少しず
つ覚えてもらいます

パート労働者 緑葉ＫＭファーム
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)13時00分～16時00

913円～913円 (3)9時00分～16時00分

静岡県周智郡森町睦実６５９－１

24

野菜の栽培 野菜の栽培管理業務のお仕事です。

（主な仕事内容）
・定植作業（苗を植える作業）、収穫作
業、出荷作業を
　はじめとした各種作業を行います。


パート労働者 ビッグヤード　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

時給 水産加工経験者優遇

913円～1,000円
又は8時00分～16時00

静岡県磐田市平間１０
　当社　農場

25

海産物加工（竜洋工
場）

海産物加工
・包装作業前の下準備
・海産物カット（サケ、サンマ、タラ
等）

＊県のミニハサップ（衛生管理）を取得
しています。

パート労働者 株式会社　三米商店
雇用期間の定めなし

時給

992円～992円

静岡県磐田市掛塚掛塚３３８６－１
【竜洋工場】

26

水質検査補助、他 ・誰にでも出来る簡単な測定業務（水温
等）
・水質器具の洗浄
・ＰＣデータ入力、書類作成
・環境整備（清掃等）、洗濯


パート労働者 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)9時00分～16時00分

時給 (2)8時15分～15時00分 汎用旋盤作業

920円～920円 (3)9時00分～15時00分

静岡県磐田市小中瀬９５６－１
【磐南浄化センター】

27

ベアリング部品の検
査

ベアリング部品の目視検査のお仕事で
す。

・いずれの部品も手のひらサイズです。

・部品によっては、油の付着しているも
のもあります。

パート労働者 マルトウ工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～16時50分

日給 (2)14時10分～16時40 運転業務１年程度

1,500円～1,500円

静岡県袋井市諸井２１６３－１

28

運転士（幼稚園バス
送迎）≪磐田市≫

（請負業務）
幼稚園バスの運転業務と車両の運行前点
検
・付随業務（日常点検、清掃、日報記
入、給油業務）
・園外保育の輸送（年間数日程度）


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)6時55分～9時25分

静岡県磐田市国府台５４－３
就業場所はハローワークへお問い合
わせください
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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: 0538-32-5433 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- 2764821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-35-4126 従業員数 65人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 2729021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-450-1517 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: 22020- 7139321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-463-8000 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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- 7228621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-36-7004 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 土他 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- 2726621 各種保険： 労災 月平均 

時給

1,100円～1,100円29

集荷 磐田郵便局郵便部での小包集荷の仕事に
なります。


・軽４輪車による小包の引受

・端末入力作業

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)10時20分～17時20

時給 フォークリフト技能
講習修了証1,100円～1,100円

静岡県磐田市見付２９６６－８

30

倉庫内作業スタッフ ・トラックの荷物の積み卸し作業。
・資材管理。
・倉庫内の清掃作業。

●この求人の魅力
・必須資格なし！
・作業職の経験、不要！

パート労働者 株式会社　鈴与カーゴネット浜松
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～15時00分

時給

950円～950円

静岡県磐田市岩井１８８４－２

31

配送員（給食配送補
助）≪磐田市≫

（請負業務）
給食配送の補助（運転はしません）
トラックへの積み込み、積み下ろし、積
み替え
配布先の学校の配膳室の清掃（金曜日以
外は拭き掃除、金曜はモップがけ）
磐田エリアの小学校への配送です。

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)9時15分～14時30分

時給 (2)8時00分～14時00分

1,000円～1,200円 (3)11時00分～16時30

静岡県磐田市大原２９２３－１
就業場所はハローワークへお問い合
わせください

32

清掃スタッフ（月見
の里）

（請負業務）
ロッカーの清掃
御手洗いの清掃
廊下・ホールの清掃など

パート労働者 交替制あり 東海ビル管理　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～14時30分

静岡県磐田市加茂６２８－１
　園芸流通センター

時給

913円～913円

静岡県袋井市上山梨４丁目３番地の７

33

白葱の選果作業 白葱の選果から商品に仕上げるまでのお
仕事です。
（主な仕事内容）
・泥付きの白葱を選果機を使って、皮む
き、根切りを行って
　いただきます。
・その後、手作業でにて結束、箱詰めを

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00分～16時00分
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