
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-45-2924 従業員数 12人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 水他 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: 22090- 2816121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-43-6050 従業員数 34人

年　　齢: 不問 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 なし

求人番号: 22090- 2810221 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 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 なし 管理栄養士

求人番号: 22090- 2798821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-37-2243 従業員数 108人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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- 3207621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-2243 従業員数 108人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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- 3208921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 048-642-0982 従業員数 1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: 11030- 9224321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 048-642-0982 従業員数 1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: 11030- 9227121 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- 2805321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-48-6003 従業員数 12人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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- 3157521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-35-0111 従業員数 8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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 3269821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-463-8000 従業員数 9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- 7318621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-42-5079 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: 22090- 3075821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-43-6199 従業員数 2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 なし

求人番号: 22090- 2802221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-37-2243 従業員数 108人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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- 3205421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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 接客業の経験
パソコン操作950円～1,000円

又は8時00分～0時00分

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

サウナジムの管理ス
タッフ

（主な仕事の内容）

２０２２年２月ＯＰＥＮ
サウナジムの管理スタッフ

・清掃片付け
・ご案内

パート労働者 交替制あり ＮＡＧＡＩ　ＤＥＳＩＧＮ　株式会社
雇用期間の定めなし

時給

1,800円～1,800円

静岡県袋井市高尾１１２９－１
袋井新産業会館キラット１Ｆオフィ
ス２９６１

2

看護職員
「看護」

「デイサービスまなまな」の看護職員及
び機能訓練指導員
（主な仕事）
・日常生活（食事、排泄、入浴介助等）
・機能訓練指導員全般業務
・服薬管理
・利用者様の体調管理、バイタルチェッ

パート労働者 ｍｉｎａｍｉｌａｂ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時30分

時給 (2)8時00分～17時00分

1,000円～1,000円
又は9時00分～14時00

静岡県袋井市青木町６番地の１

3

栄養士 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)9時00分～12時00分

時給 心理検査等の業務経
験
県市町における面接

1,037円～1,242円

静岡県磐田市上神増４６０－１

4

児童相談所判定班業
務

【会計年度任用職員】
　児童相談所における以下の事務全般を
担当していただきます。

（主な仕事の内容）
　・療育手帳に係る面接、助言指導及び
その他業務

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ヶ月以上）(1)8時45分～17時00分

時給 児童福祉や教育関係
に関する業務経験1,037円～1,242円

静岡県磐田市見付３５９９－４
　静岡県西部健康福祉センター

5

児童相談所育成課業
務

【会計年度任用職員】
　児童相談所における以下の業務を担当
していただきます。

（主な仕事の内容）

・困難児童ケース面接補助や家庭訪問等

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ヶ月以上）(1)8時30分～16時45分

時給 日常英会話程度の語
学力がある方1,600円～2,500円

又は14時00分～21時00

静岡県磐田市見付３５９９－４
　静岡県西部健康福祉センター

6

子ども英会話講師
［磐田市／磐田教
室］

直営の教室にて、幼児から高校生までの
子どもを対象に
英会話のレッスンをしていただきます。
・英会話レッスン、文法レッスンの提供
・会員、保護者対応　　　　・各種イベ
ント案内
・欠席者の電話入れ　　　　・ペーパー

パート労働者 イッティージャパンイースト株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 日常英会話程度の語
学力がある方1,600円～2,500円

又は14時00分～21時00

「ペッピーキッズクラブアピタ磐田
教室」
　静岡県磐田市今之浦３－１－１１
アピタ磐田２Ｆ

7

子ども英会話講師
［磐田市］

直営の教室にて、幼児から高校生までの
子どもを対象に
英会話のレッスンをしていただきます。
・英会話レッスン、文法レッスンの提供
・会員、保護者対応　　　　・各種イベ
ント案内
・欠席者の電話入れ　　　　・ペーパー

パート労働者 イッティージャパンイースト株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)13時00分～16時30

949円～1,115円

静岡県磐田市上岡田字五明田９４０
－６
「ペッピーキッズクラブ磐田南教
室」

8

会計年度任用職員
（非常勤嘱託員）

就学支援金・奨学給付金関係事務
　書類作成、整理、事務処理
　書類審査
　データ集計
　データ入力

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)8時30分～12時00分

時給 (2)12時00分～18時30

920円～1,020円

静岡県周智郡森町森２０８５

9

事務・電話応対など 事務全般に関わるお仕事です。

会計に関わる数字の入力作業や、

写真の修正発注作業などをお任せしま
す。

パート労働者 交替制あり 丸玉　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～15時30分

時給

1,000円～1,200円

静岡県袋井市上山梨１５８１－２

10

売上管理事務（本
社）

本社で各販売部門（プロパン部、石油
部、水道部）の事務を
お願いします。

（主な仕事の内容）
・電話対応
・来客対応

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

時給 (2)8時30分～17時00分

913円～913円 (3)13時30分～22時00

静岡県磐田市小島４４８

11

受付業務（浅羽体育
センター）

（請負業務）
体育センターの受付業務、敷地内の清
掃、トイレ清掃等を行っていただく仕事
です。
※軽トラを運転いただくこともありま
す。

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ヶ月以上）(1)8時00分～16時30分

時給 金融機関、保険、不
動産、士業の経験者950円～1,200円

又は9時00分～17時00

静岡県袋井市東同笠１６１１－５
【浅羽体育センター】

12

一般事務員（補助
者）

・パソコンなどを使用して、書類の作成
（ワード、エクセ　　ル、ＣＡＤなど）
・市役所や法務局での調査業務
・市役所や法務局への書類の提出、お届
け業務
・取引先への書類のお届け
・行政書士、土地家屋調査士の補助業務

パート労働者 ながい事務所（袋井相続サポートセンター）
雇用期間の定めなし

時給 パソコン基礎知識、
経理事務経験980円～1,200円

又は10時00分～13時00

静岡県袋井市山科３３７７－３

東名袋井インター　徒歩１０分

13

経理、総務事務 （主な仕事の内容）

・売上管理（現金出納含む）
・給与計算
・業者支払い
・帳簿作成
・各種保険手続き　他伴うこと全般

パート労働者 株式会社　やよい観光
雇用期間の定めなし (1)9時30分～12時30分

時給 (2)9時30分～15時45分

949円～1,115円

静岡県袋井市栄町１－７

14

事務補助員／福祉課 【会計年度任用職員】
　静岡県行政機関のお仕事で、福祉課に
おける以下の業務全般を
　していただきます。

（主な仕事の内容）
・各種統計調査に関すること

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ヶ月以上）(1)9時30分～16時30分

静岡県磐田市見付３５９９－４
　静岡県西部健康福祉センター
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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: 0538-39-1611 従業員数 14人

年　　齢: 64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- 2915721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-35-0723 従業員数 9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- 3151921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-2243 従業員数 108人

年　　齢: 不問 休　　日： 火土日祝他 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- 3206321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-203-6833 従業員数 5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: 22010- 9601321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-6050 従業員数 34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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 3282921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-33-6922 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22090- 2817021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 0538-38-2145 従業員数 137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- 3127621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-38-5665 従業員数 9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 あり

求人番号: 22090- 2806621 各種保険： 雇用・労災 月平均 1時間

     TEL: 053-595-0050 従業員数 25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: 22020- 7298021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0120-957-818 従業員数 7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： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22090- 3197821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-6126 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 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- 3163821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-595-0050 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: 22020- 7285421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-434-1471 従業員数 17人

年　　齢: 不問 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: 22020- 7262921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-48-8777 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 保育士 就業場所: 

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

求人番号: 22090- 2796021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

時給

913円～930円15

事務及び軽作業 （主な仕事の内容）

・経理伝票発行（専用システム入力）
・銀行関係業務
・国保連入力作業（パソコン入力）
・その他経理に付随する業務
・ポリ容器のラベル付け作業

パート労働者 ＮＰＯ法人あけぼの会　ベストフレンズ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県磐田市二之宮１２５９－１

16

一般事務（７Ｈ） 社会保険労務士事務所での事務のお仕事
です。

（主な仕事内容）
・社会保険、雇用保険、労災保険関係の
各種書類の作成、
　届出業務。

パート労働者 社会保険労務士法人　ひらのローム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

949円～1,115円

静岡県磐田市豊田西之島２７７－１１

17

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ヶ月以上）(1)8時45分～17時00分

時給 スマートフォンやｉ
Ｐａｄを使った事が
ある

1,500円～3,000円

静岡県磐田市見付３５９９－４
　静岡県西部健康福祉センター

18

タブレット操作員
／　磐田市

◎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、現地で社員の
指示したポイントの写真を　タブレット
で撮影して登録したり、メモ等を書き込
む作業です。
・作業はタブレット操作（ｉＰａｄ）の

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

1,000円～1,250円

静岡県磐田市富士見台１８－２
静岡地方法務局
磐田市見付地図整備事業　現地事務
所２階

19

高齢者向け介護 ・リンパケア運動指導、食事、入浴、排
泄介助

・サービス時間終了後のデイルームの清
掃

・利用者様の送迎

パート労働者 ｍｉｎａｍｉｌａｂ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

1,053円～1,093円

静岡県袋井市青木町６番地の１

20

介護職員パート（袋
井）

デイサービスにおける介護業務

（主な仕事の内容）
・リハビリテーション補助業務
・送迎業務（乗用車を使用、片道約１５
分の範囲）
・リハビリ器具の取付及び操作、利用者

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)8時15分～17時00分

時給

980円～980円
又は8時00分～17時00

静岡県袋井市久能１９８５－１

21

デイサービス介護職
員（準職員）未経験
者歓迎

・在宅において介護が必要となり、でき
る限り自宅で日常生活が送　れるようデ
イサービスに通って来られる方に、入浴
や食事、機能　訓練などのお世話をする
仕事です。
・ご利用者の体調管理や日常生活援助を
行うとともに、食事やレク　リエーショ

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）

時給

920円～950円

静岡県磐田市大久保５２２－１

22

宿直員 ケアハウスでの見回りなどの業務をお願
いします。

具体的には
▼構内の見回り
▼施錠確認
▼臨機の処置（防災・防犯・事故など）

パート労働者 社会福祉法人　茗翠会　花みずき
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～8時30分

時給 (2)10時00分～19時00

913円～950円

静岡県磐田市大久保５０８－１

23

介護職（サンシティ
とよだ）

グループホーム内の仕事です。
入居者の日常活動全般の介助（食事、入
浴等）
まずは、簡単な生活支援の業務から行っ
ていただき、ベテラン職員の指導により
介助等の業務を少しずつ覚えていただき
ますので、未経験でも安心して働けま

パート労働者 有限会社　ワイ・エイチ企画
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

1,220円～1,460円
又は8時00分～20時00

静岡県磐田市豊田３５
【サンシティとよだ】

24

訪問介護職員（ホー
ムヘルパー）

訪問介護事業所でのホームヘルパー業務
・お客様のご自宅を訪問し、入浴や排泄
などの身体介護や
　調理、洗濯などの生活援助を行いま
す。
・スマホアプリを使用しての業務報告作
業。

パート労働者 交替制あり セントケア静岡　株式会社　セントケア富士見
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)15時00分～19時00 調理経験

1,100円～1,100円
又は10時30分～14時30

静岡県磐田市見付富士見町４３９－１

25

調理員 介護付き有料老人ホーム（３０床）で
の、
朝・昼・夕食・おやつの提供をお願しま
す。

【主な仕事内容】
・調理　厨房業務

パート労働者 交替制あり ビスポーク袋井みかど
雇用期間の定めなし (1)5時30分～9時30分

時給

913円～950円

静岡県袋井市三門町５番地の５

26

調理職（サンシティ
とよだ）

グループホーム内の仕事です。
入居者及び職員の昼食、夕食を作ってい
ただきます。
メニューやレシピはあります。
２０～３０食　程度です。
家庭料理ができる方であればできます。

パート労働者 有限会社　ワイ・エイチ企画
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

950円～1,250円
又は12時00分～0時00

静岡県磐田市豊田３５
【サンシティとよだ】

27

飲食店舗、接客、調
理、仕込み（牛角袋
井店）

焼肉全国チェーン牛角袋井店での接客・
調理・仕込スタッフ
・接客：ホールでの接客
・調理：厨房での調理・補助
・仕込：開店前の仕込み作業

パート労働者 牛角袋井店（有限会社ヒロ設計室）
雇用期間の定めなし (1)12時00分～17時00

時給

920円～1,080円
又は8時00分～18時00

静岡県袋井市堀越３－１９－１３
【牛角袋井店】

28

児童指導員 ＊放課後児童の保育
　児童が遊んだり勉強しているところを
見守る仕事です。
　
　＊＊未経験の方でも応募可能です＊＊
　　　未経験の方には丁寧に指導いたし
ます。

パート労働者 山名小学校区放課後児童クラブ育成会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～18時00

静岡県袋井市春岡１丁目８番地の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: 03-5549-7140 従業員数 1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: 13040-36198521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-965-3199 従業員数 6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: 22030- 3216621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 080-2628-3000 従業員数 6人

年　　齢: 18歳以上 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 あり

求人番号: 21030- 4612021 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0538-59-0050 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 大型特殊自動車免許 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: 22090- 3072121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-32-4119 従業員数 19人

年　　齢: 74歳以下 休　　日： 火木日他 ８トン限定中型自動
車免許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 大型自動車免許

求人番号: 22090- 3284021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-39-1611 従業員数 14人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 中型自動車免許 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: 22090- 2904121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-435-7134 従業員数 24人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金土祝他 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: 22022-  989921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-37-1786 従業員数 7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- 3126321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-458-0111 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 火木土日祝 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: 22020- 8202221 各種保険： 労災 月平均 

時給 (2)7時00分～19時00分 経験者歓迎

1,050円～1,100円29

工場の警備スタッフ
（愛野）

オフィスビルの警備スタッフ
＜業務内容＞
・工場内の巡回
・窓口業務（出入館管理など）
・警報発生時の緊急対応
・事務業務（報告書作成など）


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)6時00分～22時00分

時給 (2)0時30分～8時30分

960円～960円 (3)8時30分～20時30分
又は20時30分～8時30

静岡県袋井市国本８４１

30

警備業務（浅羽製造
部）

※事業所内の従業員、外来者、車両等の
受付・出入管理
※施設巡回、監視
※緊急時の対応
※その他、付随業務

※業務に入る前に２日間の教育＋１０日

パート労働者 交替制あり 株式会社　エーライフ矢崎
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時30分～0時30分

日給

1,250円～1,500円

静岡県袋井市西同笠１０２１ー２

31

規制保安監視員 ◇工事の為の車線規制の設置。
（カラーコーンを並べる程度です。）
・規制を設置してからの交通監視。
　範囲：新東名高速道路　岡崎東～新静
岡

★働く方の能力や希望に応じて班を分け

パート労働者 株式会社　ＧＨＳ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 梨栽培についての専
門技術1,125円～1,125円

静岡県浜松市浜北区尾野２１０１－１：集合場所

32

梨及びぶどうの生
産・販売

梨及びぶどう栽培の年間全作業について
全面的に担当して
いただきます。

・即戦力として活躍していただきたいの
で、充分な技術を
　お持ちの方を希望します。

パート労働者 株式会社　はんぺん農園
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～12時00分

時給 (2)10時00分～17時30 中型自動車運転免許
（中型８ｔ限定解
除）

1,000円～1,000円

静岡県磐田市匂坂上２６４－２

33

スクールバス運転手 スイミングスクールに通う子供及び大人
の方の送迎の
お仕事です。

（主な仕事の内容）
・運行路線図に合わせたマイクロバスの
運転

パート労働者 磐田カルチャースイミングセンター　株式会社
雇用期間の定めなし (1)14時30分～19時30

時給

913円～930円

静岡県磐田市鳥之瀬２１８

34

配送及び軽作業 ・ポリ容器（２０リットル）、段ボール
箱の納品・引取の仕事をし　ていただき
ます。
・配送地域は、袋井市、掛川市です。
　２ｔトラックを使用します。
・配送時間の空いた時は軽作業をしてい
ただきます。

パート労働者 ＮＰＯ法人あけぼの会　ベストフレンズ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給

1,050円～1,050円

静岡県磐田市二之宮１２５９－１

35

お弁当の配送（磐田
市気子島日曜配送）

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)7時30分～15時30分

時給 (2)9時30分～15時30分

920円～920円 (3)10時00分～16時00

静岡県磐田市気子島１３０６－１　磐田工場

36

出荷作業 インテリア雑貨・生活雑貨品をインター
ネットショップ販売を

行う過程において、伝票に従い商品の
ピッキング、検品、梱包、

配送業者に引き渡すまでの作業を行って

パート労働者 株式会社　平和
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

静岡県磐田市富丘６７８－１
【静岡県農林環境専門職大学】

時給

950円～1,000円

静岡県磐田市豊島１３６６
　　ＳＯＫＯＳ（ソコス）

37

学生寮清掃（（静岡
県農林環境専門職大
学）

（請負業務）
学生寮の共用部のトイレ清掃、掃除機掛
け、ゴミ回収などの清掃を行っていただ
きます。

パート労働者 中部ビル保善　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～12時00分

3/3


