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1. 作業内容 予防接種予診票整理及び台帳記載事務
単価 885円(1時間あたり)、交通費別途(距離により算出)

募集人員 10名
文書整理の得意な方、台帳への記載をきちんと書ける方

契約形態
ｼﾙﾊﾞｰ派遣(短期)　※ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの提出が必要、台帳への
記載が行えるかチェックを行います。他派遣就業中
の方不可

※上記日数は予定日数。新庁舎建設後の就業となる
ため、就業日数に変動有。

就業場所 真岡市荒町5191番地　真岡市役所内会議室

11月 9日 1月 12日
10日
11日
12日
16日
17日
18日

契約形態
ｼﾙﾊﾞｰ派遣(長期)　※ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの提出が必要,他就業中
の方不可

常時2名にて就業予定

作業服あり、社販特別販売あり
2週間の体温測定データの提出が必要(ｺﾛﾅ対策)
月1回の検便提出の必要がある。初回のみ長靴代500円
クリーニング代500円が毎月かかる(就業者負担)

就業場所 真岡市鬼怒ヶ丘1-6-1
募集人員 若干名※現在ｼﾙﾊﾞｰ会員1名就業中

備考

2. 作業内容 工場内清掃ｽﾀｯﾌ　工場内床、備品等清掃
単価 885円(1時間あたり)、交通費別途(距離により算出)

作業日時 週3回　月、水、金曜日、10:00～12:00

就 業 者 募 集 ( 9 月 )

ご希望の募集がありましたら、事務局(℡0285-84-1110)までお電話ください。

応募手順

電話にて「応募」する旨を伝えた後、ご希望の「募集No」「会員番号」「氏
名」をお伝えください。また、内容等詳細をお知りになりたい場合は、その旨を
お伝えください。担当者がお答えいたします。

①

②

募集No 発注者 株式会社虎昭産業　北関東真岡工場　☆補充☆

作業日時 原則9:00～12:00(休憩時間　無し)

※その日の作業が終了した場合、終了時点までの就
業時間で賃金発生。マスク持参。

募集No 派遣先 真岡市　健康福祉部　健康増進課　☆新規☆



作業日時 週1回(曜日、時間は相談)
就業場所 真岡市八條1
募集人員 1名
契約形態 請負(最長就業期間5年)

募集No 発注者 本誓寺　☆新規☆
7. 作業内容 屋外清掃作業(草むしり・トイレ清掃を含む)

単価 1,720円(1回あたり2時間就業)

募集人員 1名
就業場所 真岡市東郷　前原ﾊｲﾂ

契約形態 請負(最長5年)

作業日時 毎週金曜日(3名にてﾛｰﾃｰｼｮﾝ、2名で就業)

募集No 発注者 MS REALTY 株式会社　☆新規☆
作業内容 ｱﾊﾟｰﾄ共有部分清掃作業(掃き掃除・蜘蛛の巣取り等)

単価 1,720円(1回あたり)
作業日時 月2回(隔週)

5.

就業場所 真岡市久下田801
募集人員 1名
契約形態 請負(最長就業期間5年)

募集No 発注者 芳全寺　☆補充☆
6. 作業内容 屋外清掃作業

単価 3,440円(1回あたり)

募集No 発注者 芳賀広域行政事務組合　芳賀地区ｴｺｽﾃｰｼｮﾝ　☆補充☆
3. 作業内容 雑ビンカレット・粗大ごみ・傘の選別業務他、作業場付近除草清掃業務

単価 885円程度(1時間あたり)

防護メガネ、マスク、カッター、ヘルメット　支給
厚手の手袋の用意が必要

契約形態
ｼﾙﾊﾞｰ派遣(長期)　※ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの提出が必要,他就業中
の方不可

作業日時 火 10:00～15:00、水 10:00～15:00、木 10:00～15:00、金 10:00～15:00

休憩　12:00～13:00
※ﾛｰﾃｰｼｮﾝ就業、その日の作業量に応じて時間変動有

就業場所 真岡市堀内1839
募集人員 1名

備考 破傷風予防注射が必要(派遣先負担)

募集No 発注者 西尾ﾚﾝﾄｵｰﾙ株式会社真岡営業所　☆補充☆
4. 作業内容 レンタル機の洗車及び美化作業

単価 1,032円(1時間あたり)、交通費別途(距離により算出)

ヘルメット支給

契約形態
ｼﾙﾊﾞｰ派遣(長期半年更新)　※ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの提出が必要,
他就業中の方不可

作業日時 月～金曜日9:00～16:00(繁忙期には若干の残業あり)
基本社内カレンダーに準ずる
※3名でのﾛｰﾃｰｼｮﾝ就業予定、現在2名就業中

就業場所 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘1-6-3
募集人員 1名

備考 高圧洗浄機で洗車を行うため、カッパや長靴等の用意が必要



契約形態 請負(最長5年,就業規程により満80歳までの就業)

募集No 発注者 真岡市　ｽﾎﾟｰﾂ振興課　☆補充☆
8. 作業内容 真岡市総合体育館貸館業務

施設の開錠・施錠、利用者の受付・使用予定表示　等
単価 ①7,130円　②4,300円　③860円※ﾛｰﾃｰｼｮﾝによって変動

作業日時 総合体育館開館日※ｶﾚﾝﾀﾞｰによる4名ﾛｰﾃｰｼｮﾝ就業
土・日・祝祭日　8:30～22;00、月～金　17:00～22:00
開館時間外　※利用状況により実施

就業場所 真岡市総合体育館　真岡市田町1251-1
募集人員 1名(10月から就業)

※健康である方、電話及び市民への応対が可能な方
ﾛｰﾃｰｼｮﾝ就業の可能な方

単価 1,720円(1回あたり)

契約形態 請負(最長5年)

募集No 発注者 真岡市 都市計画課　☆補充☆
11. 作業内容 下物井公園清掃作業(トイレ清掃を含む)

単価 5,160円(1回あたり)
作業日時 月・金曜日

原則ｶﾚﾝﾀﾞｰの作業日、1名にて作業
就業場所 桂公園、大根田公園、桜町史跡公園
募集人員 1名(10月から就業)

1名(10月から就業)
契約形態 請負(最長5年)

募集No 発注者 真岡市 都市計画課　☆補充☆
10. 作業内容 桂公園他清掃作業(トイレ清掃を含む)

募集No 発注者 真岡市 都市計画課　☆補充☆
9. 作業内容 東前公園他清掃作業

単価 2,150円(1回あたり)

作業日時 月曜日
原則ｶﾚﾝﾀﾞｰの作業日、1名にて作業

就業場所 下物井公園
募集人員 1名(10月から就業)
契約形態 請負(最長5年)

作業日時 月・木曜日※12月～3月は月曜のみ
原則ｶﾚﾝﾀﾞｰの作業日、2名にて作業

就業場所 東前公園・久保公園・南原公園・下高間木公園
募集人員



募集人員 1名(10月から就業)
契約形態 請負(最長5年)

募集No 発注者 真岡市 農政課　☆補充☆
12. 作業内容 両沼公園清掃作業(トイレ清掃を含む)

単価 860円(1回あたり)
作業日時 月・金曜日

原則ｶﾚﾝﾀﾞｰの作業日、1名にて作業
就業場所 両沼公園

0285-84-1110

※応募者が多数の場合は、発注者の要望・意向も考慮の上、抽選にて決定させていただ

きます。未就業者が最優先となります。

　尚、抽選対象の方及び就業が決定した方には、抽選することが確定した段階でご連絡

いたします。また、希望者が募集人員以下である場合、就業担当者からお電話差し上げ

ます。該当しなかった方にはご連絡致しませんのでご了承ください。

応募期限 年 9 月2020 10 日 ( 木 )

　除草・草刈り・低木剪定作業などの屋外作業は、常時募集してい
ます。ご希望の際は、事務局までご連絡ください。

連絡先　真岡市シルバー人材センター事務局


