
主催 磐田市・ワークピア磐田（磐田市指定管理者 東海ビル管理㈱）

協力 (株)アルバイトタイムス
発行 ワークピア磐田 磐田市見付2989-3 ☎ 0538-36-8381

特設サイトで求人情報公開中！
https://mydomo.domonet.jp/workpia/
公開期間 5/14～6/15
こちらから申し込みもできます

パートタイムでの求職・転職・Wワーク希望の方注目！
“働き方改革”の時代！あなたの選択応援します

職業総合相談室
毎週火～土曜日

専門相談員が相談にのります
※パート求人のあっせんはしておりません。

第14回 磐田市パートタイマー就職相談面接会 特別企画

©磐田市

・社会福祉法人 聖隷福祉事業団

・磐田市役所 幼稚園保育園課

・エージーエス株式会社

・あおぞら訪問介護事業所

掲載企業

・社会福祉法人 八生会

・社会福祉法人 遠江厚生園

・ニチイケアセンター上岡田

・社会福祉法人 圓通福祉会広瀬こども園

・
高齢者歓迎未経験者歓迎子育てママ応援勤務時間応相談可 短時間勤務あり

第15回は2020年9月5日㈯開催予定

各企業のお問合せ先へ

直接お電話ください

DOMOネットからの申し込みも

できます

福祉施設でのお仕事は「むずかしそう」「責任が重い」など不安に思う方が多いのですが、実際
に施設の方と話したあと「そうでもなかった」との感想が多く聞かれました。
【介護職員初任者研修】は福祉施設での勤務に必要な、以前のホームヘルパー2級にあたる資格で

す。未経験や復職後のサポートをしてくれる施設もありますので、お気軽にお尋ねください。

エージーエス株式会社
食品配送業,物流センター倉庫業

●チルド商品等の仕分け

時給 ①900円 深夜帯1,125円

②1,125円

時間 ①7:00~12:00,13:00~18:00

　20:00~24:00

②24:00～翌5:00

勤務日 週3日から 応相談　

休日 固定曜日休み 希望休申告制

勤務地 市内加茂

お問合せ先

☎0538-36-2514　担当：総務部総務課 鈴木

未経験者歓迎　空いた時間を有効に使いたい方

勤務日数や時間についてもお気軽にご相談ください

磐田市役所 幼稚園保育園課
公立幼稚園,保育園,こども園の運営

●幼稚園教諭,保育士(担任業務）

月給 約16万～22万円

時間 幼稚園 8:00~16:30

保育園 7:15~18:30内7.5時間

●幼稚園教諭,保育士(保育補助）

月給/時給 勤務条件により変動　

月給 約8.4万円(週20時間勤務）

時給 1,002円

時間 幼稚園 8:00~16:30

保育園 7:15~18:30内4～7.5時間

勤務日/休日幼稚園 月~金,保育園 月~土 応相談

勤務地 市内公立園内応相談

お問合せ先

☎0538-37-4858 担当：幼稚園保育園課 山岡,竹原

2.6月分(初年度は1.69月分）の賞与や各種手当があり

ます　幼稚園教諭・保育士の資格を活かして働きた

い方お待ちしております

社会福祉法人 聖隷福祉事業団
医療,保健,福祉,介護サービス

●保育士,保育教諭　

時給 1,000~1,240円

時間 7:00~19:00内応相談

勤務日/休日応相談

勤務地 (下記参照)A B C D E

資格 B,C,E/保育士,幼稚園教諭どちらか

A,D/保育士

●児童指導員

時給 1,000~1,120円

時間 8:30~17:00内応相談

勤務日/休日応相談

勤務地 (下記参照)D E

資格

　社会福祉士,精神保健福祉士,他ご相談ください

　「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」

　第43条参照

●調理師・調理補助

時給 950~1,050円 調理補助は920円~

時間 8:00~17:00内応相談

勤務日/休日応相談

勤務地 (下記参照)B C

資格 調理師免許(無資格の場合調理補助)

●看護師

時給 1,250~1,490円

時間 8:30~17:00内応相談

勤務日/休日応相談

勤務地 (下記参照)D E

資格 正看護師免許

勤務施設（勤務地）

A.こうのとり保育園(市内国府台)

B.聖隷こども園こうのとり豊田(下本郷)

C.聖隷こども園こうのとり東(東新屋）

D.聖隷ぴゅあセンター磐田(上岡田）

E.聖隷こうのとり富丘(富丘）

お問合せ先

☎053-413-3290　担当：採用課 坪井・伊藤

150以上の施設を経営している創立90周年の法人です 

未経験やブランクのある方も歓迎します

あおぞら訪問介護事業所
高齢者訪問介護事業

●訪問介護職員 

高齢者の自宅訪問による身体介護,生活援助の提供

時給 900円～

時間 8:00~18:00内2時間以上

勤務日/休日応相談

勤務地 市内各ご利用者宅

資格 介護職員初任者研修修了以上必須

無資格の場合サポート制度あり

お問合せ先

☎0538-24-8788　担当:訪問介護事業 大城,田澤

高齢者から必要とされるやりがいがある仕事です

資格所得支援も行ないながらスキルアップが図れる

職場です



磐田市公式HP
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/
index.html

高齢者歓迎

未経験者歓迎

子育てママ応援

勤務時間応相談可

短時間勤務あり

磐田市のホームぺージを
チェックしてね
このほかにも

子育てしながら働ける
情報がたくさん

特設サイトで求人情報公開中！
https://mydomo.domonet.jp/workpia/
公開期間 5/14～6/15
ネットからの申し込みもできます

発行 ワークピア磐田
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社会福祉法人 遠江厚生園
高齢者福祉事業

●介護職員

入居者様の食事,入浴等の日常生活介護

時給 900~950円

時間 7:00~19:00内4時間以上

勤務日/休日週3日から　応相談

勤務地 遠州の園(市内大久保)

●デイサービス介護職員

ご利用者様の入浴,食事,機能訓練の援助

時給 900~950円

時間 8:00~17:00内4時間以上

勤務日/休日週3日から 応相談 日曜日休み

勤務地 遠州の園(大久保),第二遠州の園(鮫島）

●洗濯担当職員 

ご入居者・ご利用者様の洗濯全般

時給 900円 時間 8:30~12:30

勤務日/休日週3日勤務　日曜休み(祝日出勤あり)

勤務地 第二遠州の園(鮫島）

お問合せ先

☎0538-38-2145　担当：法人本部 中根

職場見学も随時対応いたします　

有給休暇は1時間単位で取得が可能　

子育て中の方が働きやすい職場環境です

社会福祉法人 八生会
高齢者福祉事業,保育事業

●高齢者施設での介護業務

時給 1,050~1,200円 介護福祉士保有者1,200円

時間 7:00~22:00内応相談

勤務日/休日応相談

勤務地 (下記参照）A B C D E

●高齢者施設での夜勤専門介護業務

給与 1回勤務毎15,200円(深夜手当含む）

時間　 22:00~翌7:00

勤務日/休日週1~3日程度 応相談

勤務地 (下記参照）B

●高齢者施設での事務業務

時給 1,000円 時間　 13:30~17:30

勤務日/休日週4~5日程度  応相談

勤務地 (下記参照）C

●高齢者施設での看護業務

時給 1,400~1,550円

時間 8:30~17:30内応相談

勤務日/休日応相談 勤務地　 (下記参照）B D

●高齢者施設での介護補助業務(60歳以上)

時給 885円

時間 8:00~12:00,17:00~20:00

勤務日/休日週2~4日程度 応相談

勤務地 (下記参照）A

勤務施設（勤務地）

A.豊田一空園（市内東原）,B.梅香の里（下野部）

C.ゆやの里（加茂）D.一空園(浜松市東区安新町）

E.あんしんの里(浜松市東区安新町)

お問合せ先

☎053-423-1165　法人本部：大場

WEB面接やWEB説明会も対応可能です

働きやすい職場を目指して働き方改革に真剣に取り

組んでおり 高齢者の方が活躍する業務もあります 

ニチイケアセンター上岡田
訪問介護事業

●訪問介護職員

時給 生活支援1,170円～

身体介護1,450円～

サービス1回にあたりプラス190円

土・日出勤手当　プラス100円

時間帯手当 6:00~8:00,18:00~22:00 300円UP

資格手当 介護福祉士40円UP その他手当あり

時間 6:00~22:00内2時間以上 応相談

勤務日/休日シフトにより応相談

勤務地 市内各ご利用者宅

お問合せ先 ☎0538-39-6257　担当：近藤

キャリアアップ制度により時給UPができます

無資格の方も無料の資格取得制度がありますので

お気軽にご相談ください

社会福祉法人 圓通福祉会 広瀬こども園

幼保連携型認定こども園

●保育教諭

時給 1,000円~

時間 8:00~17:00,8:00~12:00,14:00~18:00

7:00~19:00内8時間

休日 土,日,祝,年末年始

勤務地 広瀬こども園(市内上神増)

お問合せ先 ☎0539-62-2104　担当：武内

令和2年4月から園舎も新しく幼保連携型こども園と

してスタート　学校行事,お子さんの体調不良などに

よるお休みが取りやすい環境です


