
公益社団法人　四日市市シルバー人材センター

TEL　059-354-3670　　令和２年３月25日

ＮＯ 勤務地 就業内容 人数 就業時間 就業日 期間 性別 備考

北1 中野 ﾘｻｲｸﾙ分別 3名 8:00～16:00 月～金 継続 男・女
曜日のローテーション可
70歳まで

北2 伊坂町 夜間電話応対配車係 1名 17:00～7:00 ローテーション 継続 男

北3 大矢知 送迎 1名
8：00～9：00
12：00～14：00
16：40～17：40

月～土、祝 継続 男 68歳まで

北4 伊坂町 調理補助等 1名 6：00～8：00 月～日 継続 女

北5 千代田 調理補助、食事の配膳 2名
6：30～8：00
7：00～8：00
17：00～18：30

月～日、祝 継続 女 勤務日数　相談可

北6 中村町 洗車、清掃作業 1名 10：00～17：00 月～日、祝 継続 男 曜日・時間は相談可

北7 広永 工業用ｺﾞﾑ製品のﾊﾞﾘ取り等 1名 8：00～17：00 月～金 継続 女 実働4～5時間/日　80時間/日
65歳以下

北8 中村町 洗車、清掃作業 2名 9:30～17：00 月、火、木～日、祝 継続 男 曜日・時間は相談可

北9 萱生町 学生寮のゴミの分別、清掃（通路、階段） 1名 8：00～12：00 火、金 継続 男

北10 垂坂 集球 1名 5：00～7：00 15日/月 継続 男

北11 茂福 清掃 1名 13：00～16：00 1日/週 （土、日、祝以外） 継続 女

北12 天カ須賀 ﾘｻｲｸﾙ分別作業 1名 8：00～17：00 木、金 継続 男

就　業　募　集　情　報
北部地区（富田・富洲原・大矢知・八郷・下野・保々）
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東1 浜一色 調理補助、片付 1名 7：00～9：00 月～日 継続 女 70歳まで

東2 霞 観覧席等清掃（開催日のみ） 1名 7:30～9:30 （6：30～ 2～3/週 継続 男

東3 霞 観覧席等清掃（開催日のみ） 1名 7:30～12:00（6：30～ 2～3/週 継続 女

東4 高浜 調理、配膳等 4名 6：00～9：30 月～日、祝 継続 女 10円/ｋｍ

東5 霞 事務所、WC清掃 2名 8：00～16：00 月～金 継続 女 勤務形態、時間相談可

東6 霞 WC清掃（10ケ所） 1名 9：00～15：30 月、水、金 継続 女

東7 霞 仮設事務所の雑役業務（ﾓｯﾌﾟ掛け、作業服洗濯、
WC清掃）

2名 10：00～15：00 月～土 継続 女 3/2～4/17

東8 金場町 洗車 1名 10：00～17：00 水、木、土、日 継続 男

東9 八田 工場清掃 1名 8：00～12：00 1～3/週 継続 女

東10 霞 商品の品出し 1名
7：00～9：00
13：00～17：00
17：00～20：30

月～日、祝 継続 女

東部地区（橋北・海蔵・羽津）
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中1 西新地 一般事務 1名 10:00～18:00 火、金 継続 女 パソコン出来る若い人

中2 鵜森 ﾚﾝﾀｶｰの洗車、移動、ﾊﾟｿｺﾝ操作 3名 8:00～20:00 月～日 継続 男 曜日・時間は相談可、駐車場無し 派遣　65才迄

中3 新正 豚のｹｰｽ洗い、清掃 1名 8:00～15：30 月～金 継続 男

中4 久保田 清掃（床、WC、窓） 1名 7:00～9:00
15:00～17:00

月～日 継続 女 3～4日/週、時間相談可

中5 久保田 農業（米栽培、野菜栽培管理、出荷作業） 3名 8：30～17：30 月～日、祝 継続 男女 農作業経験者　65歳迄

中6 北浜田 簡単な調理補助 1名 18：30～22：00 火、金、土、日 継続 女

中7 諏訪町 調理補助、片付皿洗い等 1名 11：00～22：00 月～日、祝 継続 女 2時間以上/日

中8 諏訪栄町 食器洗い（洗浄機あり） 2名 17：00～23：00 月～土、祝 継続 女 時間相談可

中9 浜田町 保育士の補助 1名 7:30～8：30
17：00～18：00

月～土 継続 女 保育士の資格不要

中10 高砂町 調理、洗い場（洗浄機有り） 1名 11：00～14：00
18：00～21：00

火～日、祝 継続 男女

中11 浜田町 清掃 1名 6：00～12：00 月～金 継続 女 2時間/日

中12 栄町 お客様対応（TELにて受付） 1名 24時間
（内3～4時間）

月～日、祝 継続 男女 パソコン出来る方

中13 久保田 精肉（ﾊﾟｯｸ詰め、商品出し、見切り作業） 1名 9：00～13：00 火、金、土、日 継続 女

中14 十七軒町 ﾊﾟｯｶｰ車（運転手、助手） 各1名 8：30～17：00 月～金 継続 男

中部地区（中部）
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南1 貝家町 居室、食堂の清掃 1名 6:30～10:00 週3～5日 継続 男女

南2 大治田 食材盛り付け、配膳、食器類等の洗浄、片付 1名   5:30～20:30　　 月～日 継続 女 ローテーション可

南3 楠町 ﾛｰﾘｰ車の出荷準備及び出荷、製造補助作業 1名 4:00～8:30 月～金 継続 男

南4 小古曽 院内清掃 1名 16:00～19:30 月、水、金 継続 女

南5 河原田 事務所内外、倉庫（ＷＣ）清掃 1名 8:30～15:30 月、水、金 継続 女

南6 楠 ごみ回収補助 各1名 8:30～16:30 月、水木、金 継続 男 64歳まで

南7 波木町 福祉、食事作り 1名 6：30～8：30
16：30～19：00

3日/週 継続 女

南8 六呂見 事務所内清掃 1名 16:00～18：00 月～金 継続 女 70歳まで

南9 塩浜 事務所、駐車場の清掃 1名 9:00～10:00 月～金 継続 女

南10 大治田 調理補助、片付皿洗い等 2名 5：30～9：30
15：00～19：00

月～日、祝 継続 女

南11 日永 ﾏﾝｼｮﾝ（4F建）共用部清掃 1名 9：00～11：00 月～金/１日 継続 男 9/1～

南12 塩浜 清掃（共用部分、会議室、事務室、更衣室） 1名 8：00～11：00
14：00～17：00

月～日、祝 継続 女

南13 小古曽 事務所の清掃 1名 8：00～12：00 月～金 継続 女 60歳代

南14 日永 食材の盛り付け、配膳、片付 1名 17：30～19：30 月～日、祝　ｼﾌﾄ制 継続 女

南15 泊 清掃 2名

6：00～9：00
7：00～10：00
17：00～22：00
22：00～1：00

月～日、祝 継続 女 11/1～

南16 貝家町 入居の方の見守り
簡単な昼食作り

1名 10：00～16：00 土 継続 女

南17 日永 浴槽の清掃 1名 9：00～12：00 月～日、祝　ｼﾌﾄ制 継続 男

南18 泊小柳 ｶｰﾄ回収、ｶｺﾞ集め 1名 11：00～20：00 月～日、祝　ｼﾌﾄ制 継続 男 70歳まで

南19 塩浜 工場内清掃 1名 8：30～12：30 月、水、金 継続 女

南20 南小松 製品の品質検査（燃焼試験） 1名 8：15～12：15
12：45～16：45

月～金 継続 女

南21 塩浜 事務所内の清掃 1名 9：00～11：00 1回/週 継続 女 5/11～

南22 貝家町 入居の方の見守り
簡単な昼食作り（最大6食まで）

1名 10：00～16：00 土 継続 女

南23 河原田 製品製造補助 1名 9：00～14：55 月～金 継続 男 実働5H

南部地区（日永・塩浜・楠・内部・河原田）
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西1 平尾町 一般ｺﾞﾐのﾙｰﾄ回収（15ケ所） 1名 8:00～17:00 金 継続 男 70才迄

西2 智積町 浴場館内清掃 2名 7:30～10:30 月～日 継続 女 曜日は相談可

西3 下海老町 従業員の出欠、点呼及び敷地内清掃 1名 5：00～8：00 月～土 継続 男 運行管理者、運送業管理経験者

西4 西坂部 喫茶室での接客、調理 1名 11：00～16：00 火～日、祝 継続 女

西5 生桑 展示車両の洗車、清掃、展示場の清掃 1名 9：30～12：00 月、木、金 継続 男

西6 生桑 店舗内清掃 1名 7：30～9：30 ローテーション 継続 女

西7 生桑 学習塾ｽﾀｯﾌの補助 1名 16：00～18：00 金 継続 女 70才迄

西8 山之一色 ピッキング 2名 8：00～15：00 土、日 継続 男

西部地区（三重・県・桜・川島・神前）
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西南1 芝田 病院清掃（病室、廊下、ＷＣ） 2名 7:30～11:30 月～日 継続 女

西南2 山田町 屋内外ＷＣ、更衣室等の清掃 1名 8:30～12:00 月～金 継続 女 70才迄

西南3 山田町 介護補助 3名 10:00～16:00 月～金 継続 女

西南4 城西町 病院清掃（待合室、廊下、診察室）駐車場ｺﾞﾐ拾い 1名 8：00～9：00
13：00～15：00

週2～3日 火、木、土 継続 女

西南5 城北 病室内の清掃、ﾍﾞｯﾄﾞﾒｰｷﾝｸﾞ 2名 9：00～16：00 月～土 継続 女 曜日、時間は相談可

西南6 中川原 工場内WC、会議室等清掃 2名 9：00～16：00 月～金 継続 女 ﾛｰﾃｨｼｮﾝ　4/1より就業

西南7 ときわ 自動車の洗車 1名 12:00～17:00 月～日、祝 継続 男 曜日、時間は相談可

西南8 東日野 車両の洗車 1名 10：00～17：00 金 継続 男

西南9 山田町 風呂場の清掃 1名 7：30～9：00
18：00～19：30

月、火、木、金、土 継続 男・女

西南10 山田町 清掃 1名 8：30～12：30
13：00～17：00

月～日、祝 継続 女

西南11 赤堀 製造補助 1名 8：30～17：00 3日/週 継続 女 4時間就業/日

西南12 水沢 農作業全般（根菜類） 3名 9：00～12：00 月～金 継続 男・女

西南部地区（常磐・四郷・小山田・水沢）
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公1 楠運動施設 共用部、トイレ清掃 1名 8：00～11：00 ローテーション 継続 女 ローテーション

公2 維持修繕 除草・剪定等の緑化整備 2名 8：30～17：00 ローテーション 継続 男 4月からの就業予定 月/13日（土、日、祝休）

公3 維持修繕（追加業務） 除草・剪定等の緑化整備 5名 8：30～17：00 ローテーション 継続 男 4月からの就業予定 月/13日（土、日、祝休）

公4 中央緑地運動施設 グラウンドなどの施設整備、除草・剪定などの緑
化整備

2名 早番・中番・遅番の
ローテーション

ローテーション 継続 男 4月からの就業予定 ＰＣ操作必須 土・日・祝の出勤場合有り

公5 霞ヶ浦緑地運動施設
第3野球場

共用部の清掃等（トイレ含む） 1名 8：30～14：00 ローテーション 継続 女 4月からの就業予定 ローテーション

公6 霞ヶ浦緑地運動施設
第3野球場

グラウンドなどの施設整備、除草・剪定などの緑
化整備

1名 早番・中番・遅番の
ローテーション

ローテーション 継続 男 4月からの就業予定 ＰＣ操作必須 土・日・祝の出勤場合有り


