
＊ 詳しい情報を知りたい場合や相談したい場合、求人事業所への紹介を希望する場合は、

＊ 労働時間によっては、各種社会保険に加入できない場合がありますのでご注意下さい。 　

＊ 求人案件によっては、 応募を締め切っている場合もありますのでご留意下さい。

ひとり親サポートセンター 中部支所

受付 求人番号 職種 年齢 勤務地 採用 基本給 賃金形態 他手当 就業時間 休憩 休日 雇用形態　 資格・他

R5.1.13 チ－４０２０ 医療事務
～59歳

定年を上限
静岡市清水区 5

160,000～
210,000

月給 通勤手当：実費(最高10000円まで）。

変形労働時間制(1カ月単位)
①8：00～19：30
②8：15～19：30
③16：45～20：30
①月曜日②火・木・金曜日
③水曜日
その他：土曜(8：15～12：15)
早番シフトあり

195
水・土休
憩なし

日・祝
その他(医院の指定す
る日)

常用

学歴：高卒以上。
必要な免許：医療事務資格あれば尚可。
必要なPCスキル：文字打ち込み程度
必要な経験：経験者・医療事務資格優遇
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり（3ヵ月）

R5.1.13 チ－４０２１ 医療事務
～59歳

定年を上限
静岡市清水区 1

1,000～
1,100

月給 通勤手当：実費(日額500円まで）。

変形労働時間制(1カ月単位)
①8：00～19：30
②8：15～19：30
③16：45～20：30
①月曜日②火・木・金曜日
③水曜日
その他：土曜(8：15～12：15)
早番シフトあり
※週3日程度(労働日数につ
いて相談可)

195
水・土休
憩なし

日・祝
その他(医院の指定す
る日)

パート

学歴：高卒以上。
必要な免許：医療事務資格あれば尚可。
必要なPCスキル：文字打ち込み程度
必要な経験：経験者・医療事務資格優遇
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり（3ヵ月）

R5.1.13 チ－４０２２ 事務員
～38歳

定年を上限
静岡市清水区 3

180,000～
350,000

月給 通勤手当：実費(最高50,000円まで）。 8：30～17：30 60 その他(勤務表により) 常用

学歴：高卒以上。
必要な免許：普通自動車運転免許必須。
必要な経験：必要なPCスキル：エクセル・ワード入力程度
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり（6ヵ月）

R5.1.17 チ－４０２３ 派遣コーディネーター ～59歳 静岡市駿河区 1
190,000～

220,000
月給

通勤手当：実費上限なし。

8：45～17：30
または6：00～20：00の間の
8時間程度
※フレックスタイム時間制
6時から20時の間で、業務や
自己都合に合わせ、1ヵ月の
所定労働時間を満たすよう
に働きます。

60
土・日・祝
年末年始、メーデー

常用
学歴：高卒以上。
必要な資格：普通自動車運転免許必須。
必要な経験：不問。

R5.1.26 チ－４０３５ 事務補助 不問 静岡市葵区 1
949～
1,115

時間給
通勤手当：実費(上限あり）月額75,000
円。

9：00～16：00 60 土・日・祝 パート

学歴：高卒以上。
必要な免許：不問。
必要な経験：不問。
雇用期間の定め：あり(4ヵ月未満)
令和5年2月16日～令和5年3月31日。
試用期間：あり（1ヵ月）

R5.1.27 チ－４０４９ 受付事務 ～59歳 静岡市葵区 2
165,000～

220,000
月給 通勤手当：実費月額20000円。

8：45～18：00月～金
8：45～14：30土

75 日・祝 常用

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：不問。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり（1週間～3ヵ月）

　ひとり親サポートセンター東部支所、中部支所、西部支所で相談紹介を行っております。お気軽にどうぞ。

求人登録一覧



R5.1.31 チ－４０５６ 一般事務 不問 静岡市葵区 1
1,004～

1,203
時間給

通勤手当：実費(上限あり）月額75,000
円。

9：00～16：00 60 土・日・祝 パート

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：不問。
必要なPCスキル：ワード・エクセルの基本操作。
雇用期間の定め：あり(4ヵ月以上)
令和5年4月1日～令和6年3月31日。
試用期間：あり（1ヵ月）

R5.1.31 チ－４０５８
窓口受付及び医療

事務
～59歳 静岡市清水区 1

200,000～
260,000

月給 通勤手当：実費(最高150000円）

①8：30～18：00
②9：30～19：00
③8：30～12：00
④8：30～13：00

120 日・祝 常用

学歴：不問。
必要な免許：医療事務資格あれば尚可。
必要な経験：窓口、医療事務経験のある方優遇。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり（3ヵ月）
その他の手当：資格手当10,000円。

R5.1.31 チ－４０５９ 受付事務 ～64歳 静岡市駿河区 1
170,000～

230,000
月給 通勤手当：実費(上限なし）

①8：30～17：30
②8：30～12：30
①月火木金曜日
②水土曜日(休憩なし)

60 日・祝 常用

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：医療事務経験者優遇。
必要なPCスキル：定型フォームへの入力等基本操作。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり（3ヵ月）
その他の手当：休日(日・祝日・年始)3000円/円。

R5.1.31 チ－３８８５ 事務スタッフ 不問 葵区 1
944～
1,044

時間給 通勤手当：実費(最高50,000円まで）
8：30～17：30
※週3日～5日
就業時間・日数は応相談

60
その他(週休二日制)
週5日勤務の場合、公
休月9日

パート

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：PC操作ワード・エクセル。
雇用期間の定め：あり(期間3ヵ月)。
契約更新の可能性：原則更新。
試用期間：なし。

R5.1.31 チ－３９２９ 経理事務 不問 静岡市清水区 1 200,000～ 月給 通勤手当：交通費規定支給。 8：00～17：00 60

日
その他(木曜)
※木・日以外の祝日は
出勤。
年末年始(12/31～
1/2)

常用

学歴：不問。
必要な免許：普通自動車運転免許。
※車通勤出来る方。業務で使用します。
必要な経験：経理事務の実務経験、会計ソフトの使用経験。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(1～3ヵ月）
労働条件の変更：あり(月給18万円)

R5.1.31 チ－３９４２
一般事務アシスタン

ト
不問 静岡市清水区 2

944～
1,200

時間給 通勤手当：実費(最高8000円)。

9：00～18：00
※上記の間の6時間以上
※週5日程度
※就業時間・日数について
相談可

45
土・日
月曜祝日勤務は振休
有

パート

学歴：高卒以上。
必要な免許：普通自動車運転免許必須。
エクセル・ワード基本操作出来る方。
必要な経験：事務職の実務経験必須。
雇用期間の定め：あり(期間1年)。
試用期間：あり(2週間）
労働条件の変更：あり(時給944円)

R5.1.31 チ－３９４４ 店舗開発 不問
静岡県内29店舗の

いずれか
1

166,000～
177,000

月給 通勤手当：実費(最高15,000円)。 9：00～18：00 60 土・日 常用

学歴：短大卒以上。
必要な免許：普通自動車運転免許必須。
必要な経験：：小売・物販の店舗出店業務経験があれば尚可。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(6ヵ月）



R5.1.31 チ－３８７０ 事務全般
～64歳

定年を上限
静岡市駿河区 1

160,000～
280,000

月給
通勤手当：実費(最高30,000円まで)

9：00～18：00 60
その他(週休二日制)
原則、土日が休み

常用

学歴：高卒以上。
必要な免許：普通自動車運転免許(AT限定不可)必須。
日商簿記2級あれば尚可。
必要な経験：事務経験(特に経理)必須
エクセル、ワードの基本操作。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)。

R5.1.31 チ－３３３８
行政一般事務補助

員
不問 静岡市葵区 1

960～
1,350

時間給 通勤手当：最高55,000円まで。
10：00～16：00

60
土・日・祝・および別に
定める日、その他(夏
季休暇3日）

パート

学歴：高卒以上。
必要な免許・資格：エクセル・ワード
(一太郎)の基本操作が出来る方。
免許、資格は不問。
雇用期間：令和2年6月1日～令和3年3月31日。

R5.1.31 チ－２５２３ 接客スタッフ ～35歳（位） 静岡市内 3
180,000～

210,000
月給

通勤手当実費上限なし。
役職手当・資格手当。

9：30～19：30
休憩時間：13：00～15：00

120
日・祝　・その他　(祝日
のない週は平日1日休
み・年末年始・夏期)

常用

学歴：高卒以上。
経験・免許・資格不問。
車通勤可（無料駐車場あり）。
試用期間なし。

R5.1.31 チ－２５２４ 接客スタッフ ～35歳（位）
富士市

静岡市清水区
2

180,000～
210,000

月給
通勤手当実費上限なし。
役職手当・資格手当。

9：30～19：30
休憩時間：13：00～15：00

120
日・祝　・その他　(祝日
のない週は平日1日休
み・年末年始・夏期)

常用

学歴：高卒以上。
経験・免許・資格不問。
車通勤可（無料駐車場あり）。
試用期間なし。

R5.1.31 チ－１６８１ 薬局受付 不問 静岡市 1 950 時間給 通勤手当なし。
月水木8：30～16：00
火土8：30～14：30
金8：30～17：30

60
日・祝
有給休暇有り

派遣

学歴：不問。
薬局、医療経験者優遇。
未経験者歓迎。
車通勤可。
雇用期間：長期。

R5.1.31 チ－１６８３ 一般事務 不問 藤枝市 1
1,000～

1,100
時間給 通勤手当なし。 8：30～17：30 60

土・日・祝
有給休暇有り

派遣

学歴：大卒以上。
必要な免許：不問。
必要な資格：不問。
車通勤：可。
雇用期間：長期。

R5.1.31 チ－３９５６ 配車事務 不問 静岡市葵区 1
175000～

180,000
月給

A7：00～16：00
B11：00～19：00
(研修中はBメイン)

60
その他(隔週休2日)
※シフトによる

常用

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：PCの基本操作(ワード・エクセル)ができる方。
電話対応が得意な方。
雇用期間の定め：なし。。
試用期間：あり(1～2カ月)。
労働条件の変更：あり(時給944円)。

R5.1.31 チ－３９６０ 電話受付 不問 静岡市葵区 2
1,150～

1,200
時間給 通勤手当：実費支給。

9：00～14：00(5H)
※週3日～
(例)9：00～13：30、9：15～
14：00など
※週20時間以上は社保加
入

シフト制 派遣

学歴：高卒以上。
必要な経験：事務経験者(電話応対に抵抗がない方)、PC基本操作。
雇用期間の定め：あり(3ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)
試用期間：なし。



R5.1.31 チ－３９６７ 一般事務
～59歳

定年を上限
御前崎市 2

170000～
200,000

月給 通勤手当：実費(最高10,000円)。 8：30～17：30 60

土・日・祝
会社カレンダーによる
(GW・夏季休暇・年末
年始休暇あり)

常用

学歴：高卒以上。
必要な免許：普通自動車運転免許必須。
必要な経験：必要なPC操作：エクセル・ワード操作。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：あり(日給7,700円～)

R5.1.31 チ－３９７０
医療事務/
診療科受付

不問 静岡市葵区 3
158,000～

158,000
月給 通勤手当：実費支給(最高25,000円)。 8：30～17：00 60

土・日・祝
夏季休暇(3日)
年末年始(6日)

契約

学歴：高卒以上。
必要な免許：不問。
必要な経験：パソコン基本操作。
雇用期間の定め：あり(期間1年)。
契約更新の可能性：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)。

R5.1.31 チ－３９７１
医療事務/
診療科受付

不問 静岡市駿河区 2
950～

950
時間給 通勤手当：実費支給(最高25,000円)。

8：30～15：00
※週4日～5日(労働日数に
ついて相談可)

60
土・日・祝
年末年始(6日)

パート

学歴：高卒以上。
必要な免許：不問。
必要な経験：パソコン基本操作。
雇用期間の定め：あり(期間1年)。
契約更新の可能性：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)。

R5.1.31 チ－３９７２
医療事務/
診療科受付

不問 静岡市葵区 3
153,000～

158,000
月給 通勤手当：実費支給(最高25,000円)。 8：30～17：00 60

土・日・祝
夏季休暇(3日)
年末年始(6日)

契約

学歴：高卒以上。
必要な免許：不問。
必要な経験：パソコン基本操作。
雇用期間の定め：あり(期間1年)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：あり(3ヵ月)。

R5.1.31 チ－３９７３
医療事務/
外来受付

不問 静岡市駿河区 2
950～

950
時間給 通勤手当：実費支給(最高25,000円)。

①8：30～13：00
②12：30～17：00
①又は②のどちらかの勤
務。(週5日程度)
それ以外の勤務時間も応相
談可。

0
土・日・祝
年末年始(6日)

パート

学歴：高卒以上。
必要な免許：不問。
必要な経験：パソコン基本操作。
雇用期間の定め：あり(期間1年)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：あり(3ヵ月)。

R5.1.31 チ－３９７４
医療事務/
総合受付

不問 静岡市葵区 3
145,000～

145,000
月給 通勤手当：実費(最高25,000円)。

①8：00～16：30
②7：45～16：15
③8：15～16：45
④8：30～17：00
①～④のシフト制

45

土・日・祝
創立記念日(5/1)
夏季休暇(3日)
年末年始(6日)

契約

学歴：高卒以上。
必要な免許：不問。
必要な経験：パソコン基本操作。
雇用期間の定め：あり(期間1年)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：あり(3ヵ月)。

R5.1.31 チ－３９７５
医療事務/

計算センター
不問 静岡市駿河区 3

160,000～
160,000

月給 通勤手当：実費(最高25,000円)。

①8：30～16：30
②8：30～17：00
③7：30～16：00
①②のシフト勤務です。
※月曜のみ早番③の勤務
があります。

45
土・日・祝
夏季休暇(3日)
年末年始(6日)

契約

学歴：高卒以上。
必要な免許：不問。
必要な経験：パソコン基本操作。
雇用期間の定め：あり(期間1年)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：あり(3ヵ月)。

R5.1.31 チ－３８４０ 営業サポート 不問 静岡市駿河区 2 1,000～ 時間給 通勤手当：規定(最高25,000円まで)
9：30～18：00
※上記の間の7時間程度

60 その他(水曜) パート

学歴：高卒以上。
必要な免許：普通自動車運転免許必須。
必要な経験：販売等の接客経験あれば尚可。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：なし。



R5.1.31 チ－３８０３ 医療事務 不問 焼津市 1
180,000～

180,000
月給 通勤手当：会社規定による。

①8：30～17：30(月～金)
②8：30～12：30(土)

60
②は休憩

なし

日・祝・その他
夏季休暇・年末年始休
暇あり

派遣(常用)

学歴：高卒以上。
必要な資格：医療事務講座修了者　必須。
必要な経験：入院算定経験者必須。
パソコン基本操作必須。
医療事務経験者優遇。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)

R5.1.31 チ－３８０４
医療事務作業補助

者
不問 焼津市 1

170,000～
170,000

月給 通勤手当：会社規定による。
①8：30～17：30(月～金)
②8：30～12：30(土)

60
②は休憩

なし

日・祝・その他
夏季休暇・年末年始休
暇あり

派遣(常用)

学歴：高卒以上。
必要な資格：医療事務講座修了者必須。
必要な経験：パソコン基本操作必須。
医療事務経験者優遇。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)

R5.1.31 チ－３８０５ 医療事務 不問
焼津市

1
170,000～

170,000
月給 通勤手当：会社規定による。

①8：30～17：30(月～土)
②8：15～12：30(土)

60
②は休憩

なし

日・祝・その他
夏季休暇・年末年始休
暇あり

常用

学歴：高卒以上。
必要な資格：医療事務講座修了者必須。
必要な経験：入院算定経験者必須。
パソコン基本操作必須。
医療事務経験者優遇。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)

R5.1.31 チ－３３５９ 一般事務 不問 静岡市葵区 1 1,200 契約 通勤手当実費。
9：00～18：00
就業時間について相談可 60 土・日・祝・その他 契約

学歴：不問。
必要な経験：事務経験（必須）
ワード・エクセルのフォーマットに入力できる方。
車通勤不可。
雇用期間の定めあり（2021年3月31日）まで。
契約更新の可能性あり（条件あり）。

R5.1.31 チ－３３６０ 職業訓練校の運営 不問 静岡市葵区 1
230,000～

250,000
契約

通勤手当実費。
9：00～18：00

60 土・日・祝・その他 契約

学歴：不問。
必要な免許・資格：キャリアコンサルタント：あれば尚可。
必要な経験：ワード・エクセル程度必須。
車通勤不可。
雇用期間の定めあり

R5.1.31 チ－３３６５
事務補助職員

不問 静岡市葵区 1
949～
1,115

時給
実費支給(上限あり20,000円まで)。

①9：00～16：00
②9：00～15：00
週29時間勤務、週4日は①
の勤務、週1日のみ特定曜
日②の勤務を原則とする

60 土・日・祝・その他 パート

学歴：不問。
パソコン（エクセル・ワード）の基本操作のできる事。
必要な経験：知識、技能等必須
事務経験のある方。
車通勤不可。
雇用期間の定め：あり(4ヶ月以上)
試用期間1カ月。

R5.1.31 チ－２５９６ オフィスワーク 不問 静岡市葵区 1 1,150 時間給 通勤手当定額最高200円/日額
08：30～17：30
時間外月平均10時間

60
土・日・祝・その他（会
社カレンダー有）

派遣

学歴：不問.。
必要な免許：不問。
資格不問。
車通勤可。
雇用期間：派遣先の会社の状況により2～3ヶ月毎更新。
契約更新の可能性あり。

R5.2.7 チ－４０６５ 一般事務 不問 静岡市葵区 2
949～
1,115

時間給 通勤手当：実費（上限75,000円）
8：30～15：30
9：00～16：00

60 土・日・祝 パート
学歴：不問
必要なPCスキル：ワード・エクセル等による文書の作成・入力、メールの送受信
等、一般的なPC操作

R5.2.13 チ－４０７２ 医療事務 不問 静岡市葵区 1
160,000～

240,000
月給

通勤手当：実費（上限30,000円）
その他の手当：資格により手当あり

9：00～18：00 60
日・他
完全週休二日制

常用 学歴：不問

R5.2.22 チ－４０７７ 事務補助 不問 静岡市清水区 1
975～
1,139

時間給 通勤手当：実費（上限75,000円） 8：25～12：10 0 土・日・祝 パート 学歴：不問



R5.2.28 チ－３９５６ 配車事務 不問 静岡市葵区 1
175000～

180,000
月給

A7：00～16：00
B11：00～19：00
(研修中はBメイン)

60
その他(隔週休2日)
※シフトによる

常用

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：PCの基本操作(ワード・エクセル)ができる方。
電話対応が得意な方。
雇用期間の定め：なし。。
試用期間：あり(1～2カ月)。
労働条件の変更：あり(時給944円)。

R5.2.28 チ－３９６０ 電話受付 不問 静岡市葵区 2
1,150～

1,200
時間給 通勤手当：実費支給。

9：00～14：00(5H)
※週3日～
(例)9：00～13：30、9：15～
14：00など
※週20時間以上は社保加
入

シフト制 派遣

学歴：高卒以上。
必要な経験：事務経験者(電話応対に抵抗がない方)、PC基本操作。
雇用期間の定め：あり(3ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)
試用期間：なし。

R5.2.28 チ－３９６８ 会計事務 不問 静岡市駿河区 1 1,300～ 時間給 通勤手当：実費。

9：00～16：00又は9：00～
17：00
※正社員登用後はフレック
ス勤務

60 土・日・祝 派遣(登録)

学歴：高卒以上。
必要な免許：普通自動車運転免許必須。
巡回監査士あれば尚可。
必要な経験：不問。
エクセル基本操作。
雇用期間の定め：あり(期間1～6ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)

R5.2.28 チ－３９７０ 医療事務/ 診療科受付 不問 静岡市葵区 3
158,000～

158,000
月給 通勤手当：実費支給(最高25,000円)。 8：30～17：00 60

土・日・祝
夏季休暇(3日)
年末年始(6日)

契約

学歴：高卒以上。
必要な免許：不問。
必要な経験：パソコン基本操作。
雇用期間の定め：あり(期間1年)。
契約更新の可能性：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)。

R5.2.28 チ－３９７１ 医療事務/ 診療科受付 不問 静岡市駿河区 2
950～

950
時間給 通勤手当：実費支給(最高25,000円)。

8：30～15：00
※週4日～5日(労働日数に
ついて相談可)

60
土・日・祝
年末年始(6日)

パート

学歴：高卒以上。
必要な免許：不問。
必要な経験：パソコン基本操作。
雇用期間の定め：あり(期間1年)。
契約更新の可能性：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)。

R5.2.28 チ－３９７２ 医療事務/ 診療科受付 不問 静岡市葵区 3
153,000～

158,000
月給 通勤手当：実費支給(最高25,000円)。 8：30～17：00 60

土・日・祝
夏季休暇(3日)
年末年始(6日)

契約

学歴：高卒以上。
必要な免許：不問。
必要な経験：パソコン基本操作。
雇用期間の定め：あり(期間1年)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：あり(3ヵ月)。

R5.2.28 チ－３９７３ 医療事務/ 外来受付 不問 静岡市駿河区 2
950～

950
時間給 通勤手当：実費支給(最高25,000円)。

①8：30～13：00
②12：30～17：00
①又は②のどちらかの勤
務。(週5日程度)
それ以外の勤務時間も応相
談可。

0
土・日・祝
年末年始(6日)

パート

学歴：高卒以上。
必要な免許：不問。
必要な経験：パソコン基本操作。
雇用期間の定め：あり(期間1年)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：あり(3ヵ月)。

R5.2.28 チ－３９７４ 医療事務/ 総合受付 不問 静岡市葵区 3
145,000～

145,000
月給 通勤手当：実費(最高25,000円)。

①8：00～16：30
②7：45～16：15
③8：15～16：45
④8：30～17：00

①～④のシフト制

45

土・日・祝
創立記念日(5/1)
夏季休暇(3日)
年末年始(6日)

契約

学歴：高卒以上。
必要な免許：不問。
必要な経験：パソコン基本操作。
雇用期間の定め：あり(期間1年)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：あり(3ヵ月)。



R5.2.28 チ－３９７５ 医療事務/ 計算センター 不問 静岡市駿河区 3
160,000～

160,000
月給 通勤手当：実費(最高25,000円)。

①8：30～16：30
②8：30～17：00
③7：30～16：00
①②のシフト勤務です。
※月曜のみ早番③の勤務
があります。

45
土・日・祝
夏季休暇(3日)
年末年始(6日)

契約

学歴：高卒以上。
必要な免許：不問。
必要な経験：パソコン基本操作。
雇用期間の定め：あり(期間1年)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：あり(3ヵ月)。

R5.2.28 チ－３８４０ 営業サポート 不問 静岡市駿河区 2 1,000～ 時間給 通勤手当：規定(最高25,000円まで)
9：30～18：00
※上記の間の7時間程度

60 その他(水曜) パート
学歴：高卒以上。
必要な免許：普通自動車運転免許必須。
必要な経験：販売等の接客経験あれば尚可。

R5.2.28 チ－３８０３ 医療事務 (入院会計) 不問
焼津市大覚寺

コミュニティーホスピ
タル甲賀病院

1
180,000～

180,000
月給

通勤手当：会社規定による。
昇給：あり。
賞与：なし。

①8：30～17：30(月～金)
②8：30～12：30(土)

60
②は休憩

なし

日・祝・その他
夏季休暇・年末年始休
暇あり

派遣(常用)

学歴：高卒以上。
必要な資格：医療事務講座修了者　必須。
必要な経験：入院算定経験者　必須。
パソコン基本操作　必須。医療事務経験者優遇。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)

R5.2.28 チ－３８０４ 医療事務作業補助者 不問
焼津市大覚寺

コミュニティーホスピ
タル甲賀病院

1
170,000～

170,000
月給

通勤手当：会社規定による。
昇給：あり。
賞与：なし。

①8：30～17：30(月～金)
②8：30～12：30(土)

60
②は休憩

なし

日・祝・その他
夏季休暇・年末年始休
暇あり

派遣(常用)

学歴：高卒以上。
必要な資格：医療事務講座修了者必須
必要な経験：パソコン基本操作必須
医療事務経験者優遇。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)

R5.2.28 チ－３８０５ 医療事務 (外来受付) 不問
焼津市小川新町
岡本石井病院

1
170,000～

170,000
月給

通勤手当：会社規定による。
昇給：あり。
賞与：なし。

①8：30～17：30(月～土)
②8：15～12：30(土）
③8：30～12：30(月～土)

60
②は休憩

なし

日・祝・その他
夏季休暇・年末年始休
暇あり

契約

学歴：高卒以上。
必要な資格：医療事務講座修了者必須
必要な経験：パソコン基本操作必須
医療事務経験者優遇
雇用期間の定め：あり(期間　1年)。
試用期間：あり(3ヵ月)

R5.3.2 チ－４０８０ 一般事務 不問 静岡市葵区 1
1,000～

1,200
時間給 通勤手当：会社規定による

10：00～15：00
13：00～17：00

60 土・日・祝 パート 必要なPCスキル：PC基本操作

R5.3.7 チ－４０８３ 受付・医療事務
～59歳（位）
定年を上限

静岡市駿河区 1
165,000～

210,000
月給 通勤手当：実費（上限10,000円）

月・火・木・金
（1）8：15～18：30
土
（2）8：15～14：15

105
（2）なし

日・祝・水
夏季・年末年始

常用
普通自動車運転免許（AT限定可）　必須
PC入力可能なこと

R5.3.8 チ－４０９８ 事務局職員 不問 静岡市葵区 1
1,050～

1,050
時間給 通勤手当：実費（日額900円） 9：00～16：00 60 土・日・祝 パート

学歴：高卒以上
パソコン（ワード・エクセル・Eメール）が出来る方

R5.3.8 チ－４０９９ 高等学校事務 不問 静岡市葵区 1
163,349～

195,681
月給 通勤手当：実費（上限75,000円）

（1）08：30～17：00
（2）10：30～19：00
＊（2）年間20日程度

45 土・日・祝 パート
学歴：不問
パソコン操作（エクセル・ワードの基本操作）入力

R5.3.27 チ－４１０７ 営業事務
～59歳（位）
定年を上限

静岡市葵区 1
180,000～

210,000
月給 通勤手当：実費（上限10,000円） 8：45～17：45 60 日曜・他シフト制 常用

学歴：高卒以上
普通自動車運転免許　必須

R5.3.30 チ－４１０９ 一般事務 不問 静岡市葵区 1
175,000～

175,000
月給 通勤手当：実費（上限35,600円） 9：00～17：00 60

土・日・祝・
夏季・年末年始

嘱託職員
学歴：不問
経理業務の経験、簿記3級程度の知識　必須

R5.3.31 チ－３９８７ 一般事務
～64歳

定年を上限
静岡市葵区 5

945～
1,000

時間給 通勤手当：実費(最高10,000円)

9：00～17:00
※上記間の3時間～8時間で
応相談
例）9：00～12：00、9：00～
14：00
10：00～15：00、10：00～17：
00

0

日・その他(基本土日
休みです。)
4/20～5/15及び12月
の繁忙期は変形休日
となります。年末年始
(5日)、夏季休暇(2日)

パート

学歴：高卒以上。
必要な免許：不問。
必要な経験：基本的なPCスキル。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)。



R5.3.31 チ－３９８８ 調剤事務
～60歳

定年のため
静岡県下各店舗 40 944～ 時間給 通勤手当：規定(最高100,000円まで)

店舗の営業時間内
(1日最大8時間)

60 その他(応相談) パート

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：調剤事務経験者優遇。
パソコンを使っての業務経験のある方。
雇用期間の定め：あり(期間6ヵ月)。
試用期間：あり(3ヵ月)。

R5.3.31 チ－４０００
保険代理店での事

務スタッフ
不問 島田市 2

200,000～
380,000

月給
通勤手当規程支給(上限10,000円/
月）

9：00～18：00 60 土・日・祝 常用

学歴：高卒以上
必要な免許：不問。
必要な経験：保険業界経験者歓迎。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)

R5.3.31 チ－４００１
保険代理店での事

務スタッフ
不問 島田市 2 100,000～ 月給

通勤手当規程支給(上限10,000円/
月）

9：00～18：00
※上記時間内、週4日、1日5
時間～相談可

60 土・日・祝 常用

学歴：高卒以上
必要な免許：不問。
必要な経験：保険業界経験者歓迎。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)

R5.3.31 チ－４００２
保険代理店での事

務スタッフ
不問 島田市 2 1,200～ 時間給

通勤手当規程支給(上限10,000円/
月）

9：00～18：00
※上記時間内、週3日、1日5
時間程度～相談可

60 土・日・祝 常用

学歴：高卒以上
必要な免許：不問。
必要な経験：未経験者歓迎。
雇用期間の定め：あり(期間1年)
契約更新の可能性：あり(自動更新)
試用期間：あり(3ヵ月)

R5.3.31 チ－４００３ 保険更新のスタッフ 不問 島田市 2
182,000～

368,000
月給

通勤手当規程支給(上限10,000円/
月）
その他の手当
※基本給は経験・スキルに応じて優
遇いたします。

9：00～18：00 60 土・日・祝 常用

学歴：高卒以上
必要な免許：不問。
必要な経験：保険業界経験者歓迎。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)
労働条件の変更：なし。
昇給：あり。
賞与：あり。
面接時に応募書類を持参してください。

R5.3.31 チ－４００４
保険の更新のス

タッフ
不問 島田市 2 91,000～ 月給

通勤手当規程支給(上限10,000円/
月）

9：00～18：00
※上記時間内、週4日～、
1日5時間～相談可

60 土・日・祝 常用

学歴：高卒以上
必要な免許：不問。
必要な経験：保険業界経験者歓迎。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)

R5.3.31 チ－４００５
保険の更新のス

タッフ
不問 島田市 2 1,200～ 時間給

通勤手当：規程支給(上限10,000円/
月）

9：00～18：00
※上記時間内、週4日～、
1日5時間～相談可

60 土・日・祝 パート

学歴：高卒以上
必要な免許：不問。
必要な経験：未経験者歓迎。
雇用期間の定め：あり(期間1年)。
契約更新の可能性：自動更新。
試用期間：あり(3ヵ月)



R5.3.31 チ－３８８１ 税理士業務補助
～４４歳(位)
キャリア形成

掛川市 1
160,000～

250,000
月給 通勤手当：実費(最高5,000円)。 9：00～17：00 60 土・日・祝 常用

学歴：不問。
必要な免許：日商簿記2級あれば尚可。
普通自働車運転免許(AT可)必須。
必要な経験：ワード・エクセル操作。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3カ月)

R5.3.31 チ－３８８２ 採用管理事務 不問 静岡市清水区 1 1,100～1,300 時間給 通勤手当：実費(最高12,827円)。 8：10～17：00 50
土・日
GW・夏季・年末年始
長期連休あり

契約

学歴：高卒以上。
必要な免許：不問。
必要な経験：一般的なPC操作経験必須。
(データ入力、インターネット、メールのやり取り)
雇用期間の定め：あり(6ヵ月)。
契約更新の可能性：条件あり。
試用期間：なし。

R5.3.31 チ－３８８３ 採用管理事務 不問 静岡市清水区 1 1,100～1,300 時間給 通勤手当：実費(最高12,827円)。

9：10～16：00
または8：10～17：00の間の
5時間程度
※週4日～5日(労働日数に
ついては相談可)

50
土・日
GW・夏季・年末年始
長期連休あり

パート

学歴：高卒以上。
必要な免許：不問。
必要な経験：一般的なPC操作経験必須。
(データ入力、インターネット、メールのやり取り)
雇用期間の定め：あり(6ヵ月)。
契約更新の可能性：条件あり。
試用期間：なし。

R5.3.31 チ－３８５０
営業店での窓口
及び後方事務

不問
焼津市内

藤枝市内のいずれ
か

5
1,050～

1,050
時間給

通勤手当：実費(上限なし） 9：00～17：00
時間外月平均2時間

60
土・日・祝
年末年始休暇(12/31
～1/3)

パート

学歴：不問. 。
必要な免許：不問。
必要な経験：銀行・信用金庫等の経験者必須。
必要なPCスキルワード、エクセル程度。
雇用期間の定め：あり（期間　1年）。
契約更新の可能性：（条件あり）。
試用期間：あり（3ヵ月）。
労働条件の変更：なし。
昇給：あり（10円～）
賞与：あり（年2回、又は20,000円～30,000円）。
勤務時間・日数については相談可。
各種保険・年次有給休暇は
雇用条件により法定通り加入・付与します。

R5.3.31 チ－３８５１ 受付事務 不問 葵区 2
190,000～

270,000
月給

通勤手当：実費(上限なし）。

9：00～18：00
残業は基本的にありません
が、もし発生した場合には法
定通り割増賃金をお支払い
します。

60

その他(火・他)
定休日以外はシフトを
組んで希望日に休み
ます。夏季冬季休暇あ
り。

常用

学歴：不問.。
必要な免許：不問。
必要な経験：必要なPCスキル：簡単な入力操作。
雇用期間の定め：なし。
契約更新の可能性：（条件あり）。
試用期間：あり（3ヵ月）。

R5.4.24 チ－４１１５ 事務職員 不問 静岡市駿河区 1
1,000～

1,000
時間給 通勤手当：実費（上限55,000円）

（1）9：00～17：00
（2）9：30～16：30

60
土・日・祝
年末年始

パート
学歴：不問
ワード、エクセル、パワーポイント、電子メール等ができること。

R5.4.27 チ－４１１６ 事務補助 不問 静岡市葵区 1
975～
1,139

時間給 通勤手当：実費（上限75,000円）
（1）9：00～16：00
（2）9：00～15：00

60 土・日・祝 パート
学歴：不問
ワード、エクセル等の操作のできる方。


