
※就業の見学可能、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの提出が必要

就業時間 8:00～17:00
休憩時間 10:00～10:15

12:00～13:00
15:00～15:15

※終了時間に若干の変動あり

※お昼休みは就業時間に含みません。

就業場所 栃木県真岡市東郷937
募集人員 1名※普通自動車免許所有者
契約形態 ｼﾙﾊﾞｰ派遣(長期)

募集No 発注者 大前神社　お宝骨董市実行委員会　☆補充☆
1. 作業内容 骨董市準備片付け・駐車場案内業務

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

単価 860円(1時間あたり)
作業日時 毎月第2土・日　8:00～17:00

就 業 者 募 集 ( 1 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

募集No 発注者 真岡市　根本山自然観察ｾﾝﾀｰ ☆補充☆
4. 作業内容 根本山自然観察ｾﾝﾀｰ清掃作業

単価 2,400円(1回あたり)

単価 860円(1時間あたり)
作業日時 月～金曜日(会社営業日に準ずる)

就業時間 8:15～12:15

作業日時 作業カレンダーの作業日、2名にて作業
毎月　月・土曜日　※12月～3月は週1回月曜日実施

就業場所 真岡市根本56番地11　根本山自然観察ｾﾝﾀｰ
募集人員 1名(2月から就業)
契約形態 請負(最長就業期間5年)

単価 日当5,800円程度　、半日2,900円程度　※作業量により変動

作業日時 不定期　※文化課から依頼の電話により就業
就業場所 真岡市内
募集人員 若干名　※足腰に自信のある方
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

※就業の見学可能、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの提出が必要

※現在ｼﾙﾊﾞｰから4名派遣中

※現在ｼﾙﾊﾞｰから1名派遣中
会員2名にて1日毎のﾛｰﾃｰｼｮﾝ

募集No 発注者 真岡市役所　文化課　☆補充☆
3. 作業内容 市内遺跡確認調査発掘作業

就業場所 栃木県真岡市松山町3-3
募集人員 1名
契約形態 ｼﾙﾊﾞｰ派遣(長期)

募集No 発注者 中川ﾋｭｰﾑ管工業株式会社関東工場　☆補充☆
2. 作業内容 資材倉庫管理業務



※4月からの単価

※4月からの単価

中道公園・愛宕公園・御新田公園・大沼公園・長田公園

募集人員 1名(4月から就業)
契約形態 請負(最長5年,就業規定により満80歳までの就業)

作業日時 火～土曜　7:30～8:30,17:00～22:00

月、日、祝祭日 7:30～22:00

4名によるﾛｰﾃｰｼｮﾝ就業
就業場所 大内農業構造改善センター　真岡市飯貝529

9. 作業内容 施設の開錠施錠、施設内点検、利用者受付、電話応対　等
単価 ①5,160円②8,170円③4,300円※就業ﾛｰﾃｰｼｮﾝによって単価変動

契約形態 請負(最長5年,就業規定により満80歳までの就業)

募集No 発注者 真岡市　大内農業構造改善センター　☆補充☆

4名によるﾛｰﾃｰｼｮﾝ就業
就業場所 山前農村環境改善ｾﾝﾀｰ　真岡市小林935-1
募集人員 1名(4月から就業)

単価 ①5,160円②8,170円③4,300円※就業ﾛｰﾃｰｼｮﾝによって単価変動

作業日時 火～土曜　7:30～8:30,17:00～22:00

月、日、祝祭日 7:30～22:00

募集No

8. 作業内容 施設の開錠施錠、施設内点検、利用者受付、電話応対　等

7. 作業内容 久下田公園清掃作業(ﾄｲﾚ清掃を含む)
単価 2,580円(1回あたり)※4月からの単価

発注者 真岡市　山前農村環境改善センター　☆補充☆

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 久下田公園
募集人員 １名(4月から就業)
契約形態 請負(最長5年)

就業場所 北原公園・緑地1号2号・戌亥公園・郷志谷公園

募集No 発注者 真岡市 都市計画課　☆補充☆

単価 4,730円(1回あたり)※4月からの単価
作業日時 月・木曜日※12月以降は月曜のみ

原則ｶﾚﾝﾀﾞｰの作業日、2名にて作業

募集人員 2名(4月から就業)
契約形態 請負(最長5年)

6. 作業内容 北原公園他清掃作業

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 1名(4月から就業)
契約形態 請負(最長5年)

発注者 真岡市 都市計画課　☆補充☆
5. 作業内容 東前公園他清掃作業

募集No 発注者 真岡市 都市計画課　☆補充☆

単価 2,150円(1回あたり)※4月からの単価
作業日時 月・木曜日※12月以降は月曜のみ

原則ｶﾚﾝﾀﾞｰの作業日、2名にて作業

募集No



※4月からの単価

※4月からの単価

13. 作業内容 工場内清掃作業
単価 3,200円(1回あたり)

普通運転免許及び配布物を載せられる自家用車をお持ちの方

契約形態 請負(最長5年)

募集No 発注者 日立ｴｰｱｲｼｰ㈱　☆補充☆

作業日時 毎月25日付近　1～2日程度(広報等配布ｶﾚﾝﾀﾞｰ進行)
就業場所 真岡市内、町会長宅まで配布
募集人員 2名

12. 作業内容 広報等の配布作業
単価 3,870～5,160円(1種類あたり)※配布物により変動

募集No 発注者 真岡市　情報政策課　他　☆補充☆

募集人員 1名(4月から就業)
契約形態 請負(最長5年,就業規定により満80歳までの就業)

募集No 発注者 真岡市　児童家庭課　☆補充☆
11. 作業内容 第1子育て支援センター　屋内清掃・駐車場等の除草作業

作業日時 火～土曜　7:30～8:30,17:00～22:00

月、日、祝祭日 7:30～22:00

4名によるﾛｰﾃｰｼｮﾝ就業
就業場所 中村農村環境改善ｾﾝﾀｰ　真岡市中247

女性1名(2月から就業)
契約形態 請負(最長5年)

単価 2,400円(1回あたり)
作業日時 基本年中無休(祝日、年末年始は休館)、8:45～11:45

就業カレンダーに準ずる、3名によるﾛｰﾃｰｼｮﾝ就業

就業場所 第1子育て支援センター　真岡市田町14-4
募集人員

10. 作業内容 施設の開錠施錠、施設内点検、利用者受付、電話応対　等
単価 ①5,160円②8,170円③4,300円※就業ﾛｰﾃｰｼｮﾝによって単価変動

募集No 発注者 真岡市　中村農村環境改善センター　☆補充☆

毎週金曜日(3名にてﾛｰﾃｰｼｮﾝ、2名にて就業)
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)

1名

募集No 発注者 MS REALTY 株式会社
14. 作業内容 アパート共有部分の清掃(掃き掃除、クモの巣取り等)

単価 1,600円(1回あたり)

契約形態 請負(最長就業期間5年)

作業日時 月2回(隔週)
就業場所 真岡市　東郷　前原ハイツ
募集人員

作業日時



ｴﾙﾌﾞﾘｰｽﾞﾌｧﾐﾘｰﾗﾝﾄﾞﾘｰ　二宮店
募集人員 女性1名

募集No 発注者 大栄商事㈱☆補充☆

契約形態 請負

15.
単価 1,850円(1回当たり)

作業日時 毎日(3名でﾛｰﾃｰｼｮﾝ、2名にて就業)
就業場所 真岡市久下田西2-12

作業内容 ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ内洗濯乾燥機及び周辺の清掃、床清掃

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、募集締め切り後ご連絡をいたします

が、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 1 月2020 14 日 ( 火 )

　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


