
＊ 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。

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

R5.2.28 セ－４３５６ 保育士・幼稚園教諭 不問 磐田市 1
170,000～

220,000
月給 通勤手当：規定(最高5,000円まで)。

シフト制
①7：30～16：30
②8：30～17：30
③9：30～18：30
降園時間や職員勤務体制
によって、勤務時間調整あ
り

60
土・日・祝・その他
GW・夏季・年末年始
土曜出勤日あり

常用

学歴：不問。
必要な免許：保育士必須。
幼稚園教諭免許(専修・1種・2種)必須。
必要な経験：ピアノ伴奏(あれば尚可)。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり（6ヵ月）。
車通勤：可（無料駐車場あり）

R5.2.28 セ－４３５７ 保育士・幼稚園教諭
～59歳(位)
定年を上限

磐田市 1
1,000～

1,000
時間給

通勤手当：規定(最高5,000円まで)。
その他手当
資格手当：3,000～5,000円

シフト制
①7：30～16：30
②16：30～18：30
③14：30～18：30
降園時間や職員勤務体制
によって、勤務時間調整あ
り

土・日・祝・その他
GW・夏季・年末年始
土曜保育希望がある場
合、土曜出勤日あり

パート

学歴：不問。
必要な免許：子育て支援員。
保育士あれば尚可。
幼稚園教諭免許(専修・1種・2種)あれば尚可。
看護師あれば尚可。
必要な経験：ピアノ伴奏(あれば尚可)。
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。
車通勤：可（無料駐車場あり）
昇給：あり(1時間当たり10円～100円)。
賞与：なし。
応募前見学：可(要確認)
制服貸与。

R5.2.28 セ－３４６６ 介護支援専門員 不問 浜松市西区 1
182,400～

198,200
月給

通勤手当規定最高12,200円まで。
調整手当・特殊手当・介護福祉士手
当・職務手当。
社会福祉士・介護福祉士手当。オン
コール。
昇給・賞与あり。

変形（1ヶ月単位）
08：30～17：30
時間外月平均3～5時間

60

シフト制
月9日（1月：10日、2月：
8日）
夏季、冬季

常用

学歴：不問。
介護支援専門員。
ケアマネの業務経験があれば尚可。
車通勤可（無料駐車場あり）。
試用期間：原則3ヶ月/時給900円～。
職場見学可。

R5.3.1 セ－４４５８
生活支援員
（世話人）

18歳～
労働基準法の規

定による
菊川市 1 944～1,000円 時間給

土・日・祝日手当
　１０００円／日　（６時間以上勤務し
た場合支給）
宿直手当
　３５００円／回（２２：００から翌日６：
００）

変形労働時間制：１ヶ月単
位
（１）9時00分〜17時00分
（２）17時00分〜9時00分
＊（２）のうち、２２時００分
～翌日６時００分は宿直時
間です。
　（２）の宿直は、月５回程
度ありますが、ご事情によ
り相談可

60 月９～１０日の休み パート
・家事経験のある方。障がい者支援に理解のある方。
・ワード基本操作。
昇給賞与：有

R5.3.8 セ－４４６３ ケアマネージャー ～64歳以下 静岡県内各施設 2
175,000～
200,000円

月給
資格手当：30,000～35,000円
車両借上手当：10,000円
他手当

8時30分～17時30分 60 シフト制：月8日以上 常用

介護支援専門員（ケアマネージャー）：必須
主任介護支援専門員があれば尚可
普通自動車運転免許：必須（ＡＴ限定可）
昇給、賞与：有

R5.3.8 セ－４４６４ ケアマネージャー 不問 静岡県内各施設 2 1,200円 時間給
8時30分〜17時30分
※上記時間帯で6時間以
上

60 シフト制 パート

介護支援専門員（ケアマネージャー）：必須
主任介護支援専門員　　あれば尚可
普通自動車運転免許：必須（ＡＴ限定可）
昇給、賞与：有

R5.3.8 セ－４４７０ 看護師 ～64歳以下 静岡県内各施設 2
214,000～
257,700円

月給
資格手当：30,000～40,000円
他手当

変形労働時間制：１ヶ月単
位
8時30分〜17時30分
※他、施設ごとによる

60 シフト制：月8日以上 常用
看護師、保健師、准看護師：いずれかの資格を所持で可
普通自動車運転免許：必須（ＡＴ限定不可）
昇給、賞与：有

求人登録一覧

ひとり親サポートセンター 西部支所

　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。



R5.3.8 セ－４４７１ 看護師 不問 静岡県内各施設 2 1,300～1,500円 時間給 通勤手当
8時30分〜17時30分
※上記時間で4時間以上
就業時間等相談可

シフト制 パート
看護師、保健師、准看護師：いずれかの資格を所持で可
普通自動車運転免許：必須（ＡＴ限定不可）
昇給、賞与：有

R5.3.8 セ－４４７２ 訪問看護師 ～64歳以下 静岡県内各施設 2
214,000～
257,700円

月給
資格手当：30,000～40,000円
他手当

変形労働時間制：１ヶ月単
位
8時30分〜17時30分

60 シフト制：月8日以上 常用
看護師、保健師、准看護師：いずれかの資格を所持で可
普通自動車運転免許：必須（ＡＴ限定不可）
昇給、賞与：有

R5.3.8 セ－４４７３ 保育士 ～64歳以下 浜松市中区 2
161,600～
185,000円

月給
資格手当：5,000円
他手当

7時00分〜19時30分の間
の8時間
早番・遅番あり

60 シフト制 常用
保育士：必須
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）：必須

R5.3.8 セ－４４７４ 保育士 不問 浜松市中区 2 970円 時間給 通勤手当

7時00分〜19時30分の間
の8時間
早番・遅番あり
勤務日数等ご相談ください

60 シフト制 パート
保育士：必須
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）：必須

R5.3.22 セ－４４８８
フィットネス施設

接客スタッフ
～59歳（位）
定年を上限

静岡県内各施設 1
209,200～

209,200
月給

通勤手当：実費（上限10,000円）
固定残業代あり：30,800円

9：00～19：00 60
日・祝・他ローテーショ
ン
年末年始・夏季

常用 試用期間あり：月給199,800円

R5.3.31 セ－４２４８ 保育士 不問 浜松市東区 1
178,080～

178,080
月給

通勤手当：規定(最高7,500円まで)。
昇給：あり(1月あたり0.00％～
5.00％)。
賞与：なし。
時給×21.2日×8h
7：00～8：00、17：00～20：00は時給
＋200円

7：00～18：00
上記時間帯で8時間程度

60

土・日・祝・その他
会社カレンダーによる
夏季・年末年始・GW
土曜出勤の際は平日休
み可

契約

学歴：高卒以上。
必要な免許：保育士　必須。
必要な経験：不問。
雇用期間の定め：あり(２ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：なし。労働条件の変更：なし。
お子様がいらっしゃる方も歓迎です。
企業内保育所利用可能
※定員がありますのでお問い合わせ下さい。

R5.3.31 セ－４２４９ 保育士 不問 磐田市 1
178,080～

178,080
月給

通勤手当：規定(最高7,500円まで)。
昇給：あり(1月あたり0.00％～
5.00％)。
賞与：なし。
時給×21.2日×8h
7：00～8：00、17：00～20：00は時給
＋200円

7：00～18：00
上記時間帯で8時間程度

60

土・日・祝・その他
会社カレンダーによる
夏季・年末年始・GW
土曜出勤の際は平日休
み可

契約

学歴：高卒以上。
必要な免許：保育士　必須。
必要な経験：不問。
雇用期間の定め：あり(２ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：なし。労働条件の変更：なし。
お子様がいらっしゃる方も歓迎です。
企業内保育所利用可能
※定員がありますのでお問い合わせ下さい。

R5.3.31 セ－４２５０ 保育士 不問 磐田市 1
1,050～

1,250
時間給

通勤手当：規定(最高7,500円まで)。
昇給：あり(1時間あたり0.円～25
円)。
賞与：あり(年1回、又は5,000円～
50,000円)。
早出手当7：00～8：00＋200円/時
遅番手当17：00～20：00＋200円/時
教育プログラム取得手当あり。

①7：00～9：00
②16：00～20：00
※①②選択可

土・日・祝・その他
会社カレンダーによる
夏季・年末年始・GW
土曜出勤の際は平日休
み可

パート

学歴：高卒以上。
必要な免許：保育士　必須。
必要な経験：不問。
雇用期間の定め：あり(２ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：あり：(２ヵ月)。労働条件の変更：なし。
お子様がいらっしゃる方も歓迎です。
企業内保育所利用可能
※定員がありますのでお問い合わせ下さい。
保育士資格取得支援制度：有

R5.3.31 セ－４２５１ 保育士 不問 磐田市 1
1,050～

1,250
時間給

通勤手当：規定(最高7,500円まで)。
昇給：なし。
賞与：なし。
早出手当7：00～8：00＋200円/時

教育プログラム取得手当あり。

①7：00～11：00
②8：00～12：00
③9：00～13：00
※①②③選択可
週5日程度

土・日・祝・その他(水曜
日)
会社カレンダーによる
夏季・年末年始・GW
土曜出勤の際は平日休
み可

パート

学歴：高卒以上。
必要な免許：保育士　必須。
必要な経験：不問。
雇用期間の定め：あり(２ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：あり：(２ヵ月)。労働条件の変更：なし。
お子様がいらっしゃる方も歓迎です。
企業内保育所利用可能
※定員がありますのでお問い合わせ下さい。
保育士資格取得支援制度：有



R5.3.31 セ－４２６９ 支援員
～６４歳(位)

定年65歳の為
浜松市内3拠点 1

207,000～
216,000

月給

通勤手当：規定(最高50,000円)。
昇給：あり(1月あたり0～5,000円)。
賞与：あり(年2回、又は0～400,000
円)
固定残業代：33,000円～34,000円。
残業手当は残業20時間分の時間外
手当(時間外労働の有無問わず定額
支給)超過分は追加支給。
資格手当：0円～10,000円。

9：00～18：00 1

その他
週休二日(シフト制)
年末年始など
休日出勤あり(振替休
日)

常用

学歴：不問。
必要な免許：福祉関係有資格者歓迎。
必要な経験：社会人経験1年以上必須。
福祉業界経験者優遇必須。
基本的なPC操作(ワード・エクセル・メール）。
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。
応募前見学：可。
車通勤：可(駐車場なし)。

R5.3.31 セ－４１６８
児童発達支援
管理責任者

不問

富士市、焼津市、
藤枝市、島田市、
牧之原市、御前崎
市、菊川市、掛川

市

1
168,000～

210,000
月給

通勤手当：規定(最高25,000円まで)
昇給：あり(1月あたり1000円～3000
円)
賞与：あり(年1回、計1.00月分)
資格手当：10000～10000円。
管理者手当：15000～15000円。
調整手当：27564円～33563円。
役職手当：0～10000円。
考課手当：0～2000円。
子ども手当：0～15000円。

変形労働時間制：1ヵ月
①10：00～18：30
②8：30～17：00
又は8：30～17：00の時間
の間の7時間平日は10時
からの勤務、土曜日の学
校の休暇中は8：30からの
勤務
※36協定有り

90

日・祝・その他
会社カレンダーにより基
本的には第一、第三土
曜日が休日、GW休暇、
夏季休暇、年末年始休
暇あり

常用

学歴：高卒以上。
経験：不問。
必要な免許・資格：福祉施設、介護施設等の事業所で5年以上の経験のうち、
3年以上児童福祉業に従事した者。
児童発達支援管理責任者受講修了者：必須。
エクセル、ワードを利用して支援計画書、報告書作成が出来る方。
普通自動車運転免許：必須(ＡＴ限定可)。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(2ヵ月)。
労働条件の変更：あり(時給1200円)
児童部門未経験者の方でも、児童発達支援管理責任者の為の社内研修がありますの
で、学びながら働くことが出来ます。
お気軽にお問い合わせください。

R5.3.31 セ－４１６９
児童指導員又は

保育士
不問

富士市、焼津市、
藤枝市、島田市、
牧之原市、御前崎
市、菊川市、掛川

市

1
188,851～

237,420
月給

通勤手当：規定(最高25,000円まで)
昇給：あり(1月あたり1000円～
20,000円)
賞与：あり(年1回、計1.00月分)
資格手当：0～10000円。
考課手当：0～2000円。
役職手当：5000～10000円。
子ども手当：10000～15000円。
処遇改善手当：5000～15000円。
調整手当：23851円～32420円。

変形労働時間制：1ヵ月
①10：00～18：30
②8：30～17：00
平日は10時からの勤務、
土曜日と学校の休暇中は
8：30からの勤務となります

90

日・祝・その他
会社カレンダーにより基
本的には第一、第三土
曜日が休日、GW休暇、
夏季休暇、年末年始休
暇あり

常用

学歴：高卒以上。
経験：児童施設での勤務があれば尚可。
必要な免許・資格：保育士、教員免許、社会福祉士等児童指導の要件を満たす方。
いずれかの資格で可。
基本的なエクセル、ワードの操作ができれば尚可。
普通自動車運転免許：必須(ＡＴ限定可)。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(2ヵ月)。
労働条件の変更：あり(時給940円)
※島田市中溝町に事業所内保育所があります。

R5.3.31 セ－４１７０
児童指導員又は
保育士(パート)

不問

富士市、焼津市、
藤枝市、島田市、
牧之原市、御前崎
市、菊川市、掛川

市
※応募時にご相談

ください

1
1,000～

1,200
時間給

通勤手当：規定(最高25,000円まで)
昇給：あり(1月あたり10円～50円)
賞与：なし。

①13：00～17：00：平日の
勤務時間
②14：00～18：30：平日の
勤務時間
③9：00～16：30
：土曜日と学校の休暇中
の勤務時間(休憩時間75
分)
※勤務の曜日はご相談に
応じます。

日・祝・その他
会社カレンダーにより基
本的には第一、第三土
曜日が休日、GW休暇、
夏季休暇、年末年始休
暇あり

パート

学歴：高卒以上。
経験：児童施設での勤務があれば尚可。
必要な免許・資格：保育士、教員免許、社会福祉士等児童指導の要件を満たす方。
いずれかの資格で可。
基本的なエクセル、ワードの操作ができれば尚可。
普通自動車運転免許：必須(ＡＴ限定可)。
雇用期間の定め：あり(期間6ヵ月)。
契約更新試用期間：あり(2ヵ月)。
労働条件の変更：あり(時給940円)
※島田市中溝町に事業所内保育所があります。

R5.3.31 セ－４１７１ 保育士 不問 島田市 1
168,000～

200,000
月給

通勤手当：規定(最高25,000円まで)
昇給：あり(1月あたり1,000円～
20,000円)
賞与：あり(年1回、計1.00月分)
資格手当：10,000円。
処遇改善1，2
専門手当あり(資格、研修による)

変形労働時間制：1ヵ月単
位
①8：00～17：00
②9：：00～18：00
③8：30～17：30

60
日・祝・その他
会社カレンダーによる

常用

学歴：高卒以上。
経験：保育士としての勤務経験があれば尚可。
必要な免許・資格：保育士：必須。
エクセル、ワードを使用して報告書作成及びメールが出来る方。
普通自動車運転免許：必須(ＡＴ限定可)。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(2ヵ月)。
労働条件の変更：あり(時給1000円)

R5.3.31 セ－４１７２ 保育士 不問 島田市 1
1,000～

1,300
時間給

通勤手当：規定(最高25,000円まで)
昇給：あり(1時間あたり60円～100
円)
賞与：あり(年1回、計1.00月分)
試用期間終了後処遇改善手当支給
3000～5000円。

①8：00～14：00
②8：：30～13：15
③12：00～18：00
④12：00～16：45
l※勤務時間については応
相談

60
日・祝・その他
会社カレンダーによる

常用

学歴：高卒以上。
経験：保育歴3年以上あれば尚可。
必要な免許・資格：保育士必須。
普通自動車運転免許：必須(ＡＴ限定可)。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(2ヵ月)。
労働条件の変更：あり(その間処遇改善手当なし)。



R5.3.31 セ－４０００
看護職員

(デイサービス）
不問

浜松市北区
1 1,250～1,300 時間給

通勤手当：規定（最高23，000円ま
で）
資格手当：介護福祉士2000円
処遇手当支給あり。
面接時に説明します。
※賃金は経験等により決定します。
昇給あり：1時間あたり10円
賞与なし

9：00～16：00

変形労働時間制　１ヶ月単
位

60

日曜・その他（勤務表に
よる）

週3日程度勤務

パート

学歴：不問。
雇用期間の定めなし。
試用期間あり（3ヶ月）。
労働条件変更なし。
必要な免許・資格：看護師・准看護師
いずれかの資格を所持で可。
必要な経験：看護師経験あれば尚可。
車通勤可：駐車場あり（無料）

R5.3.31 セ－３９２９
看護師

訪問入浴/運転業務な
し

不問 浜松市中区 1 2,600～2,750 時間給
通勤手当規定最高100,000円まで。
昇給：あり1時間あたり～60円

8：00～18：00
(8時間程度） 60

日・その他（希望によ
る）
労働日数について相談
可

契約

学歴：不問。
必要な免許・資格：看護師・准看護師：必須。
いずれの資格を所持で可。
車通勤可。
雇用期間定めの：あり（期間1年）。
移動時間は時給885円。
正看護師：2,750円准看護師：2,600円。
制服無料貸与。
雇用期間が1年を超える場合は無期雇用へ転換。
インフルエンザ予防接種補助金制度あり。

R5.3.31 セ－３８９９ 保育職 不問

湖西市
浜松市
磐田市
掛川市

4
168,600～

209,400
月給

通勤手当最高37,500円まで。
資格手当：(保育士5,000円または
幼稚園教諭5,000円）
昇給あり：1,000円～5,000円
賞与あり：年3回計4.90月分。
リフレッシュ手当：3,000円
扶養手当：16,000円/人
次世代育成手当：未就学児1人に
つき3,000円
※手当の有無は週所定労働時間に
より変わります。

交代制：あり
①07：00～16：00
②08：30～17：30
③10：00～19：00 60

その他(シフト制）

常用

学歴：不問。
雇用の定めなし。
必要な免許・資格：保育士（必須）
幼稚園教員免許（専修・1種・2種必須）。
必要な経験：タブレット端末等を使用していただく可能性があります。
車通勤可、転勤の可能性あり。

R5.3.31 セ－３９００
保育士

保育教諭
不問

湖西市
浜松市
磐田市
掛川市

4 1,000 時間給

通勤手当最高37,500円まで。
資格手当：毎月支給されます。契
約時間により金額が異なります。
昇給あり：1時間当たり10円
賞与なし。
土日祝は時給50円アップ

交代制：あり。
7:00～20:00の時間の時間
の間の6時間程度。
※時間帯はご相談くださ
い。

60

日・その他(シフト制）

パート

学歴：不問。
雇用の定めあり（期間6ヵ月）。
必要な免許・資格：保育士（必須）
幼稚園教諭免許（専修・1種・2種）：必須。
いずれかの資格を所持で可、
両方とも所持している方優遇します。
車通勤可。
無料駐車場あり。
転勤の可能性なし。

R5.3.31 セ－３６６４
塾講師・

編集及び一般事務
不問

浜松市浜北区・
中区・西区・南区・

磐田市

2
190,000～

240,000
月給

通勤手当規定最高17,000円まで。
昇給・賞与あり。

10：00～19：00
担当学年により
17：30迄可
時間外月平均10時間

60

日・祝・その他
（年末年始・夏季）
テストの採点等で月1回
程度、土曜日出勤にな
る可能性あり

常用

学歴：短大卒以上。
普通自動車免許（AT限定可）。
車通勤可（無料駐車場あり）。
雇用期間：定めなし。
試用期間：2～3ヶ月/労働条件変更なし。
学校行事による休み対応可。
勤務時間の希望面接時に応相談。
週休3日を希望の場合応相談（条件面変更あり）。
増員求人。応募前見学可。

R5.4.12 セ-4491 栄養士 不問 静岡県磐田市 1
175.000～

経験者；
200.000～

月給 通勤手当：実費（上限300.000） 8：00～17：00 60 日・祝 常用
学歴：短大卒以上
栄養士免許必須

R5.5.1 セ－４４９９ 管理栄養士
～62歳

定年を上限
浜松市西区 1

170,200〜
203,400

月給
通勤手当：実費（上限20,000円）
資格手当 10,000円
ベースアップ手当 4,000円

8：30～17：30 60 土・日・その他 常用
学歴：不問
管理栄養士：必須
普通自動車運転免許：必須（ＡＴ限定可）



R5.4.30 セ－４３８０
障がい者への支援(清

掃)
不問 浜松市南区 2

1,150～
1,150

時間給
通勤手当最高月額11,500円まで。 8：15～15：00

45
土・日・その他
年間カレンダーに同じ
夏季・GW・年末年始

パート

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：あり(期間6ヵ月)
契約更新の可能性：あり(原則更新)
試用期間：あり。
労働条件の変更：なし。
昇給：なし。
賞与：あり(年2回、又は、140,000円～160,000円)。
応募前見学：可。
職場見学が可能です。

R5.4.30 セ－３９７８ デザイナー
～59歳

定年年齢を上限
浜松市中区 1

250,000～
350,000

月給
通勤手当：規定（最高10,000円）
昇給、賞与あり
皆勤手当：5000円

8：40～18：00 80
日曜・祝日
その他（第2土曜日）
会社カレンダーによる

常用

学歴：高卒以上
雇用期間の定めなし。
試用期間なし。
必要な資格：普通自動車運転免許必須（AT限定可）。
必要な経験：デザイン経験者（経験年数3年以上）
車通勤可・駐車場あり（無料）
※イラストレーター・フォトショップの操作ができる方。

R5.4.30 セ－３９７９ デザイナー
～59歳

定年年齢を上限
浜松市中区 1 1,200 時間給

通勤手当：規定（最高10,000円）
昇給、賞与あり

8：40～18：00
勤務時間、日数相談可

80
日曜・祝日
その他（第2土曜日）
会社カレンダーによる

パート

学歴：高卒以上
雇用期間の定めなし。
試用期間あり（3ヶ月）.
労働条件変更なし。
必要な資格：普通自動車運転免許必須（AT限定可）。
必要な経験：デザイン経験者（経験年数3年以上）
車通勤可・駐車場あり（無料）
※イラストレーター・フォトショップの操作ができる方。

R5.4.30 セ－３９０９
正・准看護師

（さんくすキッズ保育園
内での看護業務）

不問 浜松市東区 1
1,450

時間給 通勤手当規定最高7,500円まで。

①08：00～13：00
②09：00～15：15（休憩15
分）
③13：00～16：00
④13：00～17：00
①～④選択可

0 日・祝・その他 パート
学歴不問。雇用期間の定めなし。試用期間あり2ヵ月。車通勤可（駐車場有り無料）。必
要な免許：看護師または准看護師(必須）。必要な経験：看護経験者（年数不問）。


