
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-84-7281 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 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- 3296521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-38-6800 従業員数 14人

年　　齢: 不問 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

求人番号: 22090- 3385421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-21-3933 従業員数 74人

年　　齢: 不問 休　　日： 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

求人番号: 22090- 3298321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-43-2111 従業員数 5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： その他 時間外 なし 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22090- 3347021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0537-64-6617 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし 中学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22060- 2523921 各種保険： 雇用・労災 月平均 高等学校教諭免許（専修・１種）

     TEL: 0538-85-4121 従業員数 17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- 3325521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-66-4157 従業員数 300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- 3436121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-33-6118 従業員数 10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- 3314721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-37-2206 従業員数 37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- 3426621 各種保険： 雇用・公災 月平均 

     TEL: 0538-39-4165 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- 3404721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-43-7110 従業員数 7人

年　　齢: 不問 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- 3435921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-43-1001 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月他 美容師 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- 3356721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6265-0945 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 美容師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 管理美容師

求人番号: 13080-27434521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-435-7134 従業員数 2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: 22022- 1275121 各種保険： 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 異業種から転職を考
えている方、その経
験や知識を活かして

920円～1,100円
又は8時00分～18時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

観光農業スタッフ ・今期次世代観光農園をオープンいたし
ます。

・仕事内容といたしまして、主にイチゴ
の栽培、収穫、梱包出荷などを軸に、観
光農園接客スタッフやソフトクリーム、
かき氷などの製造販売スタッフ、ケーキ

パート労働者 交替制あり 株式会社　和いち
雇用期間の定めなし

時給 (2)9時00分～12時00分

1,700円～2,300円 (3)15時30分～18時00

静岡県袋井市浅名１４５２－１

2

看護師
「看護」

明るく働きやすい医院での看護師のお仕
事です。

（主な仕事の内容）
・外来患者の看護
・採血
・生理検査（心電図、脈波）

パート労働者 吉村内科医院
雇用期間の定めなし (1)8時15分～12時00分

時給

1,020円～1,250円

静岡県磐田市大久保８９５－１４

3

デイサービス介護職
員兼生活相談員

施設利用者の介護及びご家族の相談・援
助等のお仕事です。

（主な仕事の内容）
・利用者の介護
・家族等に対するサービス内容の説明、
事前面接、契約等

パート労働者 社会福祉法人　斉慎会　特別養護老人ホー
ム　西貝の郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

1,047円～1,047円
又は9時30分～16時15

静岡県磐田市西貝塚２１１１－１

4

子育て支援センター
指導員

子育て支援センターにおける親子に対す
る指導など。

（主な業務）
　・歌や遊び、ダンスなどの指導
　・育児などに関する相談事業
　・施設内での親子の見守り

パート労働者 交替制あり 袋井市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)18時20分～19時50

1,200円～1,500円 (3)20時00分～21時30

静岡県袋井市浅名１０２７番地　メ
ロープラザ２階
袋井市親子交流広場

5

学習塾講師・袋井駅
前校（中学生：数
学）

　＊１：１、１：２の個別指導塾での講
師勤務です。
　＊ご希望の曜日は、週１回からでも相
談に応じます。
　＊授業方法等に関する研修も充実して
いますので、
　　初めての方でも勤務していただけま

パート労働者 交替制あり 学習塾スクールＩＥ掛川校　チャンス株式
会社雇用期間の定めなし (1)16時40分～18時10

時給

950円～950円

静岡県袋井市高尾町１２－２
袋井駅前校

6

事務職 ・営業補助
・来社する業者対応
・電話対応
・配車補助
・伝票処理（入力）
・その他事業所内の業務

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ヶ月以上）(1)9時00分～13時00分

時給

1,050円～1,050円

静岡県周智郡森町森１４５８－１

7

総務事務補助 工場にある事務所でのお仕事です。

＜主な仕事の内容＞
・用度品、事務用品の管理
　　（在庫チェック、所定の場所に置
く、各部門への支給等）


パート労働者 コーケン工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時10分～16時10分

時給

1,050円～1,200円
又は9時00分～18時00

静岡県磐田市飛平松２１４－１

8

事務 不動産会社における事務のお仕事になり
ます。

（主な仕事の内容）

・当社顧客リストのデータ入力作業（専
用システム）

パート労働者 株式会社　不動産Ｌａｂｏ．
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

949円～1,115円
又は9時00分～15時00

静岡県磐田市森下８９

9

事務補助 事務補助
　静岡県の税金を賦課・徴収する県の出
先事務所での
　事務補助の仕事です。
（主な仕事内容）
　・電話・窓口案内の担当者への取次
　・パソコンでの資料作成・集計、コ

パート労働者 静岡県磐田財務事務所
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

980円～1,080円
又は13時00分～18時00

静岡県磐田市見付３５９９－４

10

介護職員 〇特別養護老人ホーム西之島の郷での介
護業務です。　

（主な仕事の内容）
・施設利用者の介護（ユニットケア）
・余暇活動、レクリエーション　
・機能訓練の補助　

パート労働者 社会福祉法人斉慎会　特別養護老人ホーム
西之島の郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～13時00分

時給 (2)9時00分～13時30分

1,000円～1,100円

静岡県磐田市西之島２６番地１

11

看護助手 耳鼻咽喉科医院でのお仕事です。

（主な仕事内容）
・患者様の介助
・器具に清掃
・カルテ書き


パート労働者 医療法人社団ちひろ会
宮嶋耳鼻咽喉科雇用期間の定めなし (1)14時30分～18時30

時給 美容業経験者

950円～1,050円
又は9時00分～18時00

静岡県袋井市堀越２丁目８番地の５

12

美容師（技術者）又
は美容アシスタント

美容業務
（主な仕事の内容）
・お客様の接客
・カット・パーマ・カラー・メイク・ネ
イル
・シャンプー・ブロー
・着付けなど　トータル的な美容の仕事

パート労働者 ＮＯＯＫＵ
雇用期間の定めなし

時給 カラーリング経験

1,100円～1,200円
又は9時00分～18時00

静岡県袋井市愛野南２丁目３－２

13

美容師／イオン袋井
／パート

◇カラーリスト◇

当店での施術はヘアカラーとシャンプー
だけ！
カットやブロー、パーマは一切ございま
せん。
丁寧な研修があるので、ブランクが心配

パート労働者 交替制あり 株式会社ＣＡＳＡＣＯＬＯＲ中日本
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

913円～913円

静岡県袋井市上山梨４－１－１
ＣＡＳＡ　ＣＯＬＯＲイオン袋井店

14

（請）調理補助
（森町　サラダクラ
ブ内食堂）

（請負業務）

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）
・食堂・調理場の清掃業務

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30分～14時30分

静岡県周智郡森町向天方８８８　サ
ラダクラブ内食堂
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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: 053-435-7134 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: 22022- 1279221 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22022- 1278821 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- 1281921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-89-7677 従業員数 60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- 3345921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-21-4131 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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- 3383221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-253-4105 従業員数 7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: 22010-10104821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-85-4424 従業員数 8人

年　　齢: 18歳以上 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- 3372021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-48-6832 従業員数 4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 なし

求人番号: 22090- 3317521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-437-7555 従業員数 6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- 8460721 各種保険： 雇用・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- 8733721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-49-1515 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 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- 3369421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-488-8866 従業員数 50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: 22020- 8780121 各種保険： 雇用・労災・財形 月平均 

     TEL: 053-488-8866 従業員数 50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: 22020- 8783821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-67-1755 従業員数 99人

年　　齢: 不問 休　　日： 日 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- 3402121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

時給

913円～913円15

（請）調理補助（袋
井市浅羽　（株）天
龍製鋸）

（請負業務）

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）
・食堂・調理場の清掃業務

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30分～14時30分

時給

913円～913円

静岡県袋井市浅羽３７１１天龍製鋸

16

（請）調理補助（磐
田市　（株）浜松ホ
トニクス　三家内食
堂

（請負業務）

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)10時00分～14時45

時給

913円～913円

静岡県磐田市三家７６８－８
浜松ホトニクス（株）三家　内食堂

17

（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

920円～920円
又は10時00分～15時00

静岡県磐田市壱貫地１５３－１
　第一工業（株）内食堂

18

レストランホールス
タッフ

ゴルフ場のレストランホールスタッフ

・料理や飲み物の注文受付、配膳、給
仕、及び下膳作業
・テーブルセッティングやホール内の清
掃、片付け


パート労働者 交替制あり パシフィックゴルフマネージメント　株式
会社　三木の里カントリークラブ雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)16時00分～21時00

950円～950円 (3)17時00分～21時00

静岡県周智郡森町一宮７９９

19

飲食店接客／バー
ガーキングアピタ磐
田店

（主な仕事の内容）

・接客・注文聞き・配膳・お会計

・簡単な調理・盛り付け

・食材、商品の在庫確認　等

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　アイエヌジー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)7時30分～18時30分

1,000円～1,000円 (3)11時30分～15時30

静岡県磐田市今之浦３－１－１１
バーガーキングアピタ磐田店

20

（請）警備員／磐田
市大久保　　／急
募！

１．館内巡回
２．外周巡回
３．各種警報装置の監視と対応
４．時間外・休日の外来者への対応
５．鍵の受け渡しの管理
６．職員の出入り管理
７．配布物の一時保管　他

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　セリオ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時30分～18時30分

時給 (2)3時00分～4時30分

950円～1,400円 (3)4時00分～11時00分

静岡県磐田市大久保５１２番地の３
　磐田市立総合病院

21

トウモロコシの収穫
等

＊トウモロコシの収穫、箱詰め等を行う
早朝、短時間の　
　お仕事です。

・手作業によりトウモロコシの収穫を行
う。
・収穫したトウモロコシをキレイに整

パート労働者 しんちゃん農園
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)2時00分～4時30分

時給

1,200円～1,200円
又は8時00分～17時00

静岡県周智郡森町円田１４６４

22

農作業 水稲、柑橘、麦、大豆の栽培・管理・収
穫のお仕事になります。

（主な仕事の内容）
・水稲苗作り、水かけ
・田植え作業（機械）、防除作業
・田起こし（トラクター運転）

パート労働者 天野農園
雇用期間の定めなし

時給 (2)13時00分～17時00 家事や育児などご家
庭で培ってきた経験
が活かせます。

960円～980円

静岡県袋井市友永９２６

23

お惣菜の知久屋／惣
菜・弁当の簡単な調
理・販売（下山梨
店）

■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～13時00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

静岡県袋井市下山梨字川田１９５２
－４　杏林堂薬局内
【知久屋　下山梨店】

24

【高時給×夕方短時
間】知久屋の接客及
び閉店業務（豊田町
店

■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

920円～1,000円
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市立野２０２４－５
【知久屋　豊田町店】

25

検査・計量 ・プラスチック製品の検査、計量、梱包
の軽作業です。


　※未経験の方でも、丁寧に指導しま
す。


パート労働者 株式会社　八洲製作所
雇用期間の定めなし

時給 (2)15時30分～18時00

1,017円～1,017円

静岡県袋井市宇刈２０９－１

26

遠鉄ラクラス（デイ
サービス）の送迎運
転手（可睡の杜）

デイサービスに通われているご利用者様
の
ご自宅と施設間の送迎業務です。
ワゴンタイプの車（レジアス、ヴォク
シーなど）を使用します。
朝と夕の両方、またはいずれかで働いて
いただける方を募集します。

パート労働者 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）雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～10時30分

時給

1,017円～1,017円
又は7時30分～18時00

静岡県袋井市可睡の杜５１－７
【ラクラス可睡の杜】

27

遠鉄ラクラス（デイ
サービス）のサポー
トスタッフ（可睡）

利用者増につきサポートスタッフ
（軽作業＋送迎業務）大募集！

デイサービス・ショートステイでの軽作
業とご利用者の送迎です。乗降時に車い
す等の誘導業務もありますが、丁寧に教
育しますのでご安心ください。

パート労働者 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）雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)15時30分～17時30

1,045円～1,045円

静岡県袋井市可睡の杜５１－７
【ラクラス可睡の杜】

28

送迎運転手／五洋の
里

医療法人社団藤友五幸会が運営する磐田
市掛塚所在の介護老人保健施設五洋の里
にて、送迎運転手の業務をお任せしま
す。

通所リハビリテーションのお客様のご自
宅から施設への送迎と、送迎車両の簡単

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　藤友五幸会　介護老人保健
施設　五洋の里雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～10時30分

静岡県磐田市掛塚３１９０－１
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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: 0538-59-2111 従業員数 38人

年　　齢: 64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 なし

求人番号: 22090- 3300521 各種保険： 労災 月平均 

     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: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22022- 1273621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-67-8585 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 20人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 3417321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-43-3669 従業員数 3人

年　　齢: 64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- 3358221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3879-7891 従業員数 0人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 水日他 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: 13110- 6826321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-36-1163 従業員数 8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- 3434621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-89-7677 従業員数 60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- 3346121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

時給 (2)11時00分～19時00

915円～915円29

送迎運転手 ・泌尿器科と人工透析の専門クリニック
でのお仕事です。
・９０名前後の透析患者様の通院の負担
を抑える為、専用の　送迎車で家までお
出迎えします。（ワンボックス８人乗
り）
・送迎以外の時間には、敷地内の庭木の

パート労働者 交替制あり 医療法人　暢生堂　竜洋クリニック
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

時給

913円～913円

静岡県磐田市豊岡５１３５－１

30

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

1,000円～1,000円
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市気子島１３０６－１

31

検査梱包・組立軽作
業

マスク、化粧品、ペットフードの検査・
梱包

家電製品・自動車部品の検査・組立　な
どの軽作業です

パート労働者 ヨシオテック株式会社
雇用期間の定めなし

時給

950円～1,100円
又は13時00分～17時00

静岡県袋井市下山梨１６８９

32

（請）清掃作業員／
めいわ可睡保育園

保育園での清掃業務をしていただきま
す。
（主な仕事内容）
・事務室他各室、通路、階段等拭き掃
除、掃き掃除、
　モップ掛け
・トイレ清掃、手洗い洗剤の補充

パート労働者 松尾美装　株式会社
雇用期間の定めなし (1)15時00分～17時00

時給

1,120円～1,120円

静岡県袋井市久能２９９１

33

食品工場での洗浄
（磐田市）

鶏肉を加工する機械の洗浄

洗浄機やブラシなどを使用しての洗浄

パート労働者 株式会社　ビケンテクノ　サニテーション
本部雇用期間の定めなし (1)20時00分～0時00分

時給

1,100円～1,100円

静岡県磐田市笠梅４６２－１
米久おいしい鶏（株）静岡営業所

34

（請）一般廃棄物処
理

粗大ゴミ処理施設内における一般廃棄物
処理のお仕事です。


・不燃ゴミ受入、選別
・ソファーの解体
　　　　　　　　　　　などの作業をし

パート労働者 東海環境整備　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時00分

静岡県周智郡森町一宮７９９

時給

920円～920円
又は10時30分～15時30

静岡県磐田市新貝５９－１
　　中遠広域粗大ゴミ処理施設　内

35

レストラン厨房ス
タッフ

ゴルフ場内のレストラン厨房でのお仕事
です。
（主な仕事）
・食器の片付け、洗浄作業など
・その他付随する業務

※飲食店や接客業の経験者歓迎！

パート労働者 パシフィックゴルフマネージメント　株式
会社　三木の里カントリークラブ雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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