
作業内容 レンタル機の洗車及び美化作業
(高圧洗浄機での清掃やレンタル機械の塗装補修)

就 業 者 募 集 ( 2 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

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

月1回の検便提出の必要がある。

就業場所 真岡市鬼怒ヶ丘1-6-1
募集人員 若干名

備考

募集No 発注者 株式会社虎昭産業　北関東真岡工場　☆補充☆

常時5名にて就業予定(現在3名就業中)

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)

発注者 西尾ﾚﾝﾄｵｰﾙ株式会社真岡営業所　☆補充☆

1. 作業内容 工場内清掃ｽﾀｯﾌ　工場内床、備品等清掃

週3回　月、水、金曜日、10:00～12:00(月10日程度)

クリーニング代500円が毎月かかる(就業者負担)
初回のみ長靴代500円(就業者負担)

単価 1,032円(1時間あたり)、交通費別途(距離により算出)
月～金曜日9:00～16:00(月10日程度)
※3名でのﾛｰﾃｰｼｮﾝ就業予定、現在2名就業中

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

募集No

2.

作業日時

備考

就業場所 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘1-6-3
募集人員 1名

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。ヘルメットをｼﾙﾊﾞｰから支給

重機等のレンタルを行っている会社のため、視力及
び聴力に問題のない方

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,他就業中の方不可



募集No 発注者 久保田陶器店　☆新規☆

3. 作業内容 全国陶器市にて、商品(陶器)の陳列・収納及び撤去

単価 980円(1時間あたり)、交通費別途(距離により算出)

作業日時 2022年3月11日(金)　9:00～17:00(7h)　休憩時間12:00～13:00

2022年3月21日(月)　16:00～21:00(5h)

就業場所 321-4415栃木県真岡市下籠谷99

井頭公園　全国陶器市特設会場

募集人員 2022年3月11日(金)　1名

2022年3月21日(月)　2名

備考
商品を慎重に取り扱える方

※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ警戒状況によって開催されず、就業が
流れる場合もあります。ご了承ください。

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

発注者 真岡市　公民館二宮分館　☆補充☆
作業内容 二宮コミュニティセンター貸館業務

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歳で終了)

募集No

4.

発注者 真岡市　スポーツ振興課　☆補充☆

施設の開錠施錠、施設内点検、利用者受付、電話応
単価 ①5,160円②8,385円③4,300円※時間帯によって単価変動

作業日時 月～金　7:30～8:30、17:15～22:15
土、日、祝祭日　7:30～22:15
4名によるﾛｰﾃｰｼｮﾝ就業(就業当番表に準ずる)

就業場所 真岡市石島893-15　二宮コミュニティセンター

就業場所 真岡市堀込1000　二宮体育館
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歳で終了)

募集No

5. 作業内容 真岡市二宮体育館貸館業務
施設の開錠施錠、利用者受付、電話応対等

単価 ①7,310円②4,300円③860円※時間帯によって単価変動

作業日時 月～金　17:00～22:00
土・日・祝祭日　8:30～22:00
4名によるﾛｰﾃｰｼｮﾝ就業(就業当番表に準ずる)

就業場所 北運動場
1名(4月から就業)
請負(最長5年)

募集人員
契約形態

募集No 発注者 真岡市　スポーツ振興課　☆補充☆
6. 作業内容 運動場清掃作業(北運動場)

3,440円(1回あたり)
作業日時 月曜日

単価



1名

アパート共有部分の清掃作業（掃き掃除・蜘蛛の巣取り等）

単価
作業日時

募集人員
契約形態 請負（最長就業期間5年）

1回当たり1,720円（2時間）
月2回（隔週）

就業場所 真岡市東郷　前原ハイツ

募集No 発注者 MS REALTY㈱　☆新規☆
11. 作業内容

募集No 発注者 真岡市　環境課(市営墓地)　☆補充☆
7. 作業内容 市営墓地(熊倉墓地)清掃作業

単価 1,720円(1回あたり)
作業日時 毎週月曜日※12月～3月は隔週

原則ｶﾚﾝﾀﾞｰの作業日、2名にて作業
就業場所 市営熊倉墓地
募集人員 1名(4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☆
8. 作業内容 公園・街路等清掃作業

単価 2,150円(1回あたり)
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 新高間木公園・大谷北公園・中丸公園・坪籠加公園・大塚公園

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 宇都宮地方検察庁　☆補充☆
作業内容 宇都宮地方検察庁真岡支部屋内清掃作業

単価 1,720円(1回あたり)
作業日時 火・木曜日
就業場所 真岡市荒町5116　宇都宮地方検察庁真岡支部
募集人員 1名(4月から就業)
契約形態 請負(最長5年)

備考 ※契約更新の場合に限ります

発注者 関東信越国税局真岡税務署　☆新規☆
作業内容 駐車場案内業務(確定申告期間)※交通誘導無し

単価 3,440円(1回あたり)
作業日時 8:30～12:30(休憩時間なし)

2月 3月
16日 (水) 22日 (水) 1日 (火) 7日 (月) 11日 (金)

(火)

17日 (木) 24日 (木) 2日 (水) 8日 (火) 14日
18日 (金) 25日 (金) 3日 (木) 9日 (水) 15日

就業場所 真岡市荒町5178　真岡税務署駐車場内
募集人員 若干名

2月：各日1名、3月：各日2名
契約形態 請負

募集No

9.

募集No

10.

21日 (月) 28日 (月) 4日 (金) 10日 (木)

(月)

募集No.7、

No.8はセット

で就業



コーポ等共有部分の清掃作業（掃き掃除・蜘蛛の巣取り等）

単価

※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

募集人員

月2022 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　　　

0285-84-1110

募集No

13.

12. 作業内容

年 2

契約形態

募集No 発注者 明和不動産㈱　☆補充☆

発注者

就業場所

作業内容
単価

作業日時 月2回　（第1・第2木曜）9時～11時
就業場所 真岡市久下田1379-1　コーポクラウディア
募集人員

明和不動産㈱　☆補充☆
コーポ等共有部分の清掃作業（掃き掃除・蜘蛛の巣取り等）

1回当たり1,720円（2時間）
月2回　（第3・第4木曜）9時～11時
真岡市久下田西3-27　ウエスタリーヴィラ
1名
請負

作業日時

1回当たり1,720円（2時間）

契約形態 請負
1名


