
　　　　　　　　　　　　　　     　令和３年１１月３０日（火）　１３：３０～１５：３０　(筑西合同庁舎本庁舎大会議室)

NO 業種 経験 資格・経験 学歴 年齢  募集人員 就業地

不問
普通自動車運
転免許

高卒以上（工
業系）

３５歳以下 正社員２人 筑西市

不問 不問 高校以上 １８歳～５９歳 正社員４人
古河市
筑西市

設備保全等、設
備関係業務、自
動車等整備の経
験が３年以上あ
れば尚可

普通自動車運
転免許

高校以上 59歳以下 正社員２人
古河市
筑西市

不問 不問 不問 不問
正社員以外１
人

古河市

3 製造業
溶接業務経験
者優遇（未経験
者可）

普通自動車運
転免許
あれば尚可

高校以上 １８歳～５９歳 正社員２０人 古河市

製造業

株式会社　トランテックス
古河工場

日野自動車１００％出資子会社
で業界シェアトップクラスのトラッ
クボデー架装メーカーです。この
度22年1月より古河市に新工場
を立ち上げ、稼働いたします。製
造業・ものづくりに携わりたい方
大募集です。

【製造員／システムバスの製造】
＊浴室製品の製造を担当して頂きます。
【日勤／夜勤】
１，浴室関連製品のプレス成形作業（スポットクーラーあり）
２，鋼板壁パネルや天井パネルの製造作業。
【日勤のみ】
３，浴室部材の梱包・出荷準備作業。
◎面接時に全部の職場を見学していただき、ご希望等を考慮して上記のいず
れかの作業に配属。

【廃プラスチック焼却作業等】
場内焼却所での焼却作業等を行っていただきます。
・事業所内焼却炉運転作業　・事業所内焼却炉運転作業に付随する作業　・事
業所内で発生する廃プラスチックの整理　・事業所内樹木（低木）の剪定　・事
業所内除草作業　・その他、上記に付随する作業
※外作業で重量物の扱いがあります

【新卒求人】　〇製造職

【製造スタッフ】
トラックボデーの生産ラインにて
組立・溶接・部品管理・部品製造・検査等の業務を行います。
※２０２２年１月稼働予定の新工場での募集になります。

普通自動車運
転免許

高校以上 ４０歳以下

【製造職（三交替）】
発泡プラスチックシート生産、もしくは発泡プラスチックビーズ生産に伴う作業
（三交替）
・各種計器の操作　・製品の検査、運搬、梱包等　・品質管理　・製造日報の記
録　・製品に関する品質改良、改善　・付属機械、器具の保守保全　他
＊就業場所は古河市又は筑西市（採用後に確定）

【製造職（設備保全）】
・発泡プラスチック生産設備、機械、器具等の保守及び保全
・新規設備、機械等の設置に伴う調整
・工場内各種設備に関わる修繕、修理
＊就業場所は古河市又は筑西市（採用後に確定）

2

事業所名 会社紹介 職種・仕事内容

【開発設計、品質保証】　【トライアル雇用併用求人】
＊給湯器、浄化槽等住宅設備機器の開発設計または品質保証業務を担当し
ていただきます。
・開発設計…CADを使用した図面作成、製品の試作、改良、新製品の開発
・品質保証…製品の性能確認、品質の管理、製品に関する問い合わせ対応

不問
普通自動車運
転免許

高卒以上（工
業系）

35歳以下

高校以上不問
普通自動車運
転免許

株式会社　ハウステック
結城工場

【生産技術】
＊製造部門の技術スタッフとして安全管理・品質管理・設備管理・作業改善を
担当していただきます。
＊パソコンはワード、エクセル、パワーポイントを使用します。

【機械保全】
＊浄化槽生産設備のメンテ、修理
＊自動機器の対応、現場改善を担当していただきます。

　　　　　　　         令和３年度  元気いばらき就職面接会（筑西会場）参加事業所一覧

製造業

皆さんが、毎日使用するシス
テムバス、システムキッチン、
ガス給湯器、浄化槽等住宅
設備の製造・販売を行ってい
る会社です。

【新卒求人】
〇施設管理員　〇製造員　〇生産技術員

正社員２人

筑西市

筑西市

正社員１人 筑西市

正社員１人

1

株式会社　積水化成品関
東

発泡スチロールのトップメー
カーである積水化成品グルー
プの関東地区を担う主要生産
拠点として、暮らしに役立つ製
品づくりを行っています。

18歳～５９歳

不問



NO 業種 経験 資格・経験 学歴 年齢  募集人員 就業地事業所名 会社紹介 職種・仕事内容

不問 不問 不問 ４０歳以下 正社員２０人 古河市

不問 不問 不問 １８歳以上 パート１人 古河市

不問
フォークリフト
運転技能者

不問 １８歳以上 パート２人 古河市

不問
普通自動車運
転免許

高校以上 ５９歳以下 正社員１人 筑西市

CADを使用した実
務経験がある方は
歓迎いたします
経験が浅くても、こ
れからCADを使い
こなしていこうとい
うやる気のある方
のご応募も歓迎い
たします。

普通自動車運
転免許

高校以上 ５９歳以下 正社員１人 筑西市
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１９７０年創業以来、「価値ある
製品を提供する」ことを掲げ、
チップスターなど安全・安心で
高品質な製品をお届けしてい
ます。

製造業

5 佳伸産業　株式会社

日本のものづくりを基礎から
支える、産業用機械をつくっ
ているのがわたしたち佳伸産
業です。自分で手を動かして
ものをつくるのが好きな方や、
黙々と作業をこなすのが得意
な方　そんな方々が活躍でき
る職場です。

製造業

【機械組立工】
＊旋盤（ＮＣ旋盤ふくむ）、フライス、ベンダー等工作機械を使用して、工場で使
用する産業用機械の製造を行っていただきます。
＊大手メーカーとの取引が中心で、安定して働くことのできる職場環境が魅力
です。
☆チームで仕事を行うので、お休みも取得しやすい環境です。
☆先輩達が丁寧に優しく指導します。安心してご応募ください。

【菓子製造】
◇菓子製造作業を行っていただきます
・ビスケット、スナック、キャンディ、チョコレート等の菓子の製造工程（仕込・成
型・焙焼・包装）における各種作業
・主に製造機械の操作やメンテナンス、製品の包装、製品の箱詰め作業など
※時期、生産ラインによって夜勤があります
（２１：３０～６：１５）
※自家用車等で自力通勤可能な方を募集
※一次面接はWeb面接を予定（Zoom使用）
　二次面接は直接面接になります

【機械設計】
＊ＣＡＤシステムを活用して、製造現場で使用する機械装置の設計を行ってい
ただきます。
＊あわせて付帯業務である、各種部品等手配業務（パソコンによる部品の注
文）なども行っていただきます。
☆経験が浅い方にも丁寧に指導してまいります、経験に応じて現場作業を経験
していただくこともございます。

【食堂の調理補助】
＊工場内付設の食堂にて食材の下ごしらえ（スライサー使用）、簡単な調理、清
掃作業等を行います
・炊飯、サラダ盛り付け、フライ、煮物等の調理業務
・食器洗浄（食洗機にて）、調理場の床掃除等の清掃業務
・入社後、教育研修を行いますので、未経験者の方でも料理に興味のある方、
大歓迎です
※食材などの重量物（２０ｋｇ程度）を運ぶ作業もあります
※実務２年経過後は調理師免許の受験資格を得ることができ、免許を取得す
る機会を設けられます

【フォークリフトでの運搬作業】
≪入荷業務≫：（早番・遅番・夜勤番交替勤務にて）
・工場で生産されている製品に携帯端末を使用し、入荷シールを貼り付け、所
定の場所に搬入する作業
・空パレットの整理
・入荷数量の管理等
≪出荷業務≫：（普通番業務にて残業・交替勤務もあり）
・携帯端末を使用し、出荷指示に従い製品を荷揃え
　（ピッキング）してトラックに積み込む作業

ヤマザキビスケット　株式
会社　古河事業所



NO 業種 経験 資格・経験 学歴 年齢  募集人員 就業地事業所名 会社紹介 職種・仕事内容

・製造工場での
就業経験
・衛生管理の知
識
あれば尚可

食品衛生責任者
第二種電気工事
士
あれば尚可

普通自動車運転
免許

高校以上 １８歳～６２歳 正社員２人 筑西市

不問 不問 不問 ６２歳以下 パート５人 筑西市

不問
フォークリフト
運転技能者
あれば尚可

不問 ６２歳以下 パート５人 筑西市

経験あれば尚
良し

普通自動車運
転免許

高校以上 18歳～59歳 正社員10人 筑西市

見習いの場合
は舗装又は土
木工事実務経
験５年以上

２級土木施工管
理技士，その他
の土木・舗装・線
路工事関係資格
（＊現場監督の
場合は，２級以
上の舗装又は土
木施工管理技
士），普通自動
車運転免許（AT
限定不可）

高校以上 ６４歳以下 正社員２人 筑西市

実務経験者優
遇
※未経験の方
は，研修期間
有り

普通自動車運転
免許
（AT限定不可）

不問 ６４歳以下 正社員２人 筑西市

プライフーズ株式会社

鶏肉を販売している会社で
す。トレーに鶏肉を並べ、ラッ
ピング後値付けまで行いま
す。スーパーで売られている
トレーに乗った鶏肉がありま
すが、その商品を作っている
工場です。

製造業6

【原料開梱・包装・洗浄作業】
・原料の開梱作業
・鶏肉類のトレー詰め、包装
・容器洗浄作業
・その他、付随する作業
※複数の従業員でお仕事をしますので、上記を分担しながら行います。

【製造管理【茨城】】
・食肉製造作業　　：整形、パック詰め、検品、包装、出荷仕分け等
・原材料入出庫作業：原材料入庫発注、製品受注量の管理、資材受発注
・作業工程管理：工場の作業ライン管理
・衛生管理：工場内の衛生状態の管理、指導
・機械等のメンテナンス作業
＊実家から勤務事業所までの距離が３０ｋｍ以上の場合、借上住宅制度適用
可（家賃の８割支給、他社内規定による）

【原料受入れ・搬出作業】
・鶏肉原料の受け入れ作業（フォークリフト使用）
・冷凍庫から原料出し入れ作業
・冷蔵庫内での商品仕分作業
・その他、付随する作業

【新卒求人】　〇製造管理

株式会社　布屋
日本マクドナルドフラン
チャイジー

7

マクドナルドフランチャイジー
である布屋は「人」を大切な財
産と考えております。「お客様
の満足度をより向上させる」と
いうゴールを共有する社員の
育成が企業を成長させると考
えております。

【店長候補】
【店舗運営に関するマネジメント】
人、エクイップメント（機器）、資材を管理することにより割り当てられたシフト
で、最高の店舗体験をお客様に提供し最高の業績を上げていきます。
　
◎昇給・賞与については業績により決定。

【新卒求人】
〇ハンバーガーレストランチェーン運営（店長候補／店長補佐）

【現場監督（経験者）又は見習い】
＊公共工事・民間工事の現場監督（現場代理人）業務及び工事施工、各種関
係作業
＊見習いの場合は実務経験５年以上で２級以上の舗装及び土木施工管理技
士を目指す者
◎各種施工管理士及び施工関連資格の取得支援制度有
※即戦力となる方を希望いたしますので、経験のある方からの応募をお待ちし
ております。

小売業

8 関東道路　株式会社

AS合材の製造プラント及び建
設系産業廃物のリサイクルプ
ラントを有し、原材料の製造
から施工までの、ワンストップ
マーケティングを実現

建設業

【現場作業員】
＊舗装工事、土木工事等の現場での実務作業を担当して頂きます。
・関係業務における各種資格免許等有れば尚可。
※大型自動車免許、大型特殊自動車免許、機械系車両免許等（資格取得支援
制度あり）
◎被災地を含め遠距離から転入の場合支援あり。詳細は面接時にご確認くだ
さい。



NO 業種 経験 資格・経験 学歴 年齢  募集人員 就業地事業所名 会社紹介 職種・仕事内容

不問

測量士・測量士
補
あれば尚可

普通自動車運
転免許（AT限
定解除があれ
ば尚可）

高校以上 ６４歳以下 正社員２人 筑西市

9 電気工事業 不問
普通自動車運
転免許
（AT限定不可）

不問 ４０歳以下 正社員１人 筑西市

基本的なパソコ
ン操作が出来
る方
現場作業者の
管理が行える
方（ＯＪＴ有）

普通自動車運
転免許
あれば尚可

不問 18歳～64歳 正社員２人 下妻市

不問 不問 不問 不問
正社員以外
３人

下妻市

不問
フォークリフト
運転技能者

不問 不問
正社員以外
２人

下妻市

不問
普通自動車運
転免許

高校以上以
上

59歳以下 正社員２人 水戸市

実務経験1年以
上（理工学系学
校卒の方は経
験不問でも可）
ＣＡＤ（機種不
問）

普通自動車運
転免許

高校以上 59歳以下 正社員２人 水戸市

運輸業

筑西市、つくば市を中心に工
場の電気配線、設備工事や
機械の制御盤製作などを手
掛けております。

10 ハナワ物流　株式会社

ベビー用品やガーデニング商
品の物流センターを運営して
いる創業６０年以上の地域密
着型企業です。

株式会社　木村電気工事

【測量士（男女大歓迎）】
＊公共工事（国、県、市町村）、民間工事の測量士及び現場監督（現場代理
人）業務の見習い、及び工事施工管理関係作業。
＊将来、各種施工管理技士を取得してもらいます。
※ＩＣＴ施工拡大に伴い、測量チームを新規編成
＊総敷地面積７０，０００ｍ２（東京ドーム１．５個分）に、本社と川島工場を有し、
アスファルト合材及び再生路盤材（再生骨材）等の製造販売、建設系リサイク
ル業を行い、また、土木・舗装系建設重機及び建設系車両を９０台保有し、製
造から施工までの一括管理を実現。上記のすべての仕事の中で、あなたの適
正に合わせ、一流の建設マンを目指してもらいます。

【新卒求人】
〇現場監督又は見習い　　〇現場作業員　　〇測量士（女性大歓迎）

8

AS合材の製造プラント及び建
設系産業廃物のリサイクルプ
ラントを有し、原材料の製造
から施工までの、ワンストップ
マーケティングを実現

関東道路　株式会社 建設業

11
日本システム・エイト　株式
会社

総合エンジニアリング企業と
して，技術精鋭を育み，茨城
県を中心に多角的分野にて
事業を展開しております。

ＩＴ関係

【プログラマ】
【トライアル雇用併用】
＊自動車関連および医療機器関連のソフトウエア開発業務を行っていただき
ます。
・制御系ソフトウエアの開発
・ファームウエア（組込），Ｗｅｂ系のソフトウェアの開発
・顧客との打合せ業務（社有車使用：ＡＴ車）
＊Ｃ，ＶＣ，Ｃ＋＋，ＶＣ＋＋，Ｃ＃，ＶＢ等の言語を使用します。
「未経験者可」

【機械設計エンジニア】
【トライアル雇用併用】
下記の業務を行っていただきます。
・医療用検査装置プロトタイプの開発業務
・建設機械及び生産設備に係る治工具等の設計業務
・半導体製造装置及び計測機器の生産設備に関わる設計業務
・製鉄関連をはじめとするプラント設計に関わる機械設計業務
・顧客との打合せ業務（社有車使用：ＡＴ車）
＊ＡｕｔｏＣＡＤ，ＳｏｌｉｄＷｏｒｋｓ使用しています。

【配送センター管理者】
○配送センター（ベビー用品・日用品）の管理・運営を行っていただきます。
・納期に合わせた現場のコントロール、パート作業者の時間管理等を中心に
行って頂きます。１部署５～５０名程の作業者を担当して頂きます。

【物流センター作業者】
出荷データに合わせて商品の仕分け作業を行って頂きます。用意された商品
をコンテナーに仕分けする作業です。
取扱商品は衣類を含むベビー用品がメインになります。

【フォークリフトによる倉庫内作業】
・ベビー用品又は日用品の入出庫作業、商品移動
※リーチリフト使用がメインです。
※その他付随する作業あります。

【電気工事士】
・室内外の電気配線工事
・工場や公共施設の電気設備工事
・エアコン設備
・弱電接備、高圧受電設備
・太陽光発電設備
・シーケンス（制御）等の電気工事に係わる仕事です。



NO 業種 経験 資格・経験 学歴 年齢  募集人員 就業地事業所名 会社紹介 職種・仕事内容

実務経験1年以
上（理工学系学
校卒の方は経
験不問でも可）

普通自動車運
転免許

高卒以上 59歳以下 正社員2人 水戸市

不問 不問 不問 59歳以下 正社員３人 土浦市

不問 不問 不問 ５９歳以下 正社員３人 土浦市

C言語、C＋＋、
C＃などにおけ
るシステム開
発経験

不問 不問 ５９歳以下 正社員２人 土浦市

ＩＴ関係12
株式会社テクノプロ
テクノプロ・エンジニアリン
グ社　つくば支店

情報システム、情報ネット
ワーク、組込・制御、機械、電
気電子、プラント・建築の各技
術分野を網羅する、国内最大
級の規模を誇る技術会社で
す。（東証一部上場グループ
企業）

不問 不問 不問

11
日本システム・エイト　株式
会社

総合エンジニアリング企業と
して，技術精鋭を育み，茨城
県を中心に多角的分野にて
事業を展開しております。

ＩＴ関係

【ＣＡＤオペレーター】
ＣＡＤオペレーターの業務に携わっていただきます。
使用ツール：ＡｕｔｏＣＡＤ、Ｓｏｌｉｄｗｏｒｋｓ等
・時々、現場に出て寸法等の計測作業あり
・テレワークの可能性あり（応相談）
・チームとして作業に従事してもらう為、しっかりとした教育も十分受けられま
す。
＊機械やモノづくりに興味のある方を歓迎いたします。
＊充実した社内研修環境がありますので、多少ブランクのある方でも安心して
就業できます！

【電子回路設計エンジニア】
自動車関連及び医療機器関連等の電子回路設計業務を行って頂きます。
・省電力化、ノイズ低減対策、省スペース化等を考慮した電子回路設計業務
・顧客との打合せ業務（社有車使用：ＡＴ車）

【新卒求人】
〇プログラマ・システムエンジニア　〇機械設計エンジニア　〇電気／電子回
路設計エンジニア

正社員３人 土浦市５９歳以下

【図書管理業務／エンジニア補助業務】
下記の業務を行って頂きます。
＊図書整理（ファイリング）、図書システムへのデータ入力・修正・管理業務。
＊機械設計やシステム開発の補助業務　など。
※未経験者歓迎！　まずは研修やＯＪＴにて業務に慣れることからスタートして
いただきます。未経験でも取り組みやすい業務から始め、少しずつ経験値を積
んでいきますのでご安心ください。

【ＳＥ（システムエンジニア）】
プラント制御システム、業務システム、車載システム等様々なソフトウェア、シ
ステムの開発業務です。
スキルや経験に合わせて得意な工程をお任せ致します。
◆フェース：要件定義～運用・保守
◆言語：Ｃ、Ｃ＃、Ｃ＋＋、Ｊａｖａ、Ｊａｖａ　Ｓｃｒｉｐｔ、ＮＥＴ系等
・未経験応募可能！
＊無料で通えるスクールがあり、研修制度が充実しているのでスキルアップが
可能です！

【ＷＥＢデザイナー】
ＷＥＢデザイナーとして以下業務を行っていただきます。
【業務詳細】
◆デザインコンセプトの立案
◆レイアウト構成
◆デザイン
◆コーディング（ＨＴＭＬ、ＣＳＳ、Ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ）
＊経験者大歓迎！＊未経験応募可能！
＊無料で通えるスクールがあり、研修制度が充実しているのでスキルアップが
可能です！

【ＩＴインフラ／サーバーネットワークエンジニア】
下記の業務を行っていただきます。
・サーバー基盤の設計・構築・運用・保守（Ｌｉｎｕｘ、Ｗｉｎｄｏｗｓ）
・ネットワークの設計・構築・運用・保守
・ご経験、スキルに応じて調整致します。
・未経験応募可能！
＊サーバー、ネットワークの知識、経験がある方を募集致します。
＊無料で通えるスクールがあり、研修制度が充実しているのでスキルアップが
可能です！

不問 不問 不問 ５９歳以下 正社員３人 土浦市



NO 業種 経験 資格・経験 学歴 年齢  募集人員 就業地事業所名 会社紹介 職種・仕事内容

不問

ヘルパー１級もしく
は次のいずれかの
免許・資格所持で
可／介護福祉士
／介護職員基礎
研修修了者／介
護職員実務者研
修修了者／普通
自動車運転免許
必須

不問 ５９歳以下 正社員１人 筑西市

不問

ホームヘルパー２
級／介護職員初
任者研修修了者
／介護福祉士／
いずれかの免許・
資格所持で可／普
通自動車運転免
許　必須

不問 不問 パート３人 筑西市

不問

ホームヘルパー２
級／介護職員初
任者研修修了者
／介護福祉士／
いずれかの免許・
資格所持で可／普
通自動車運転免
許　必須

不問 不問 パート３人 桜川市

不問

介護職員初任者
研修以上（入社後
に取得意思がある
方も可）介護職員
初任者研修修了
者　あれば尚可
普通自動車運転
免許　必須

不問 不問 パート１人 筑西市

桜川市

【訪問介護サービス／桜川市】
訪問介護業務
＊生活援助（掃除、洗濯、一般的な調理、配膳、下膳、買物、薬の受取）
＊身体介護（排泄介助、食事介助、入浴介助、清拭、体位変換、移動介助、移
乗介助）
＊介護保険外サービス（家事代行サービス）

不問

特記事項をご確認
下さい／ホームヘ
ルパー１級／介護
職員基礎研修修
了者／介護福祉
士／いずれかの免
許・資格所持で可
／普通自動車運
転免許　必須

不問 ５９歳以下 正社員１人

【事務／筑西市】
介護事業所での介護事務全般
・実績入力及び請求関連業務
・スタッフの勤怠処理　　・電話応対　　・環境整備、お客様対応
・他事業所、関係機関との連絡調整
訪問介護サービス事業所の事務業務を担当していただきます。

サービスに対する誠意・誇り・
情熱を大切にして、優しさを
強さに変える事業運営を志し
ています。

医療福祉

【訪問介護サービス／桜川市】
訪問介護業務
＊生活援助（掃除、洗濯、一般的な調理、配膳、下膳、買物、薬の受取）
＊身体介護（排泄介助、食事介助、入浴介助、清拭、体位変換、移動介助、移
乗介助）
＊介護保険外サービス（家事代行サービス）

【訪問介護サービス（サービス提供責任者）／筑西市】
＊訪問介護の利用申込みに関わる調整
＊帳票作成・管理
＊関係機関との連絡調整
＊ヘルパー業務管理・管理
＊シフト調整、勤怠管理、研修、業務ミーティング
＊人材育成、ヘルパー指導
＊顧客管理・顧客確保

【訪問介護サービス／筑西市】
訪問介護業務
＊生活援助（掃除、洗濯、一般的な調理、配膳、下膳、買物、薬の受取）
＊身体介護（排泄介助、食事介助、入浴介助、清拭、体位変換、移動介助、移
乗介助）
＊介護保険外サービス（家事代行サービス）

【訪問介護サービス／筑西市】
訪問介護業務
＊生活援助（掃除、洗濯、一般的な調理、配膳、下膳、買物、薬の受取）
＊身体介護（排泄介助、食事介助、入浴介助、清拭、体位変換、移動介助、移
乗介助）
＊介護保険外サービス（家事代行サービス）

13
株式会社ニチイ学館　土浦
支店

５９歳以下 正社員１人 筑西市不問

ヘルパー２級・介
護職員実務者研
修・介護職員初任
者研修／ホームヘ
ルパー１級／介護
職員基礎研修修
了者／介護福祉
士／いずれかの免
許・資格所持で可
／普通自動車運
転免許　必須

不問



NO 業種 経験 資格・経験 学歴 年齢  募集人員 就業地事業所名 会社紹介 職種・仕事内容

不問 不問 大学以上 ６４歳以下 正社員１人 坂東市

不問 不問 不問 ６４歳以下 正社員５人 坂東市

不問 不問 不問 ６４歳以下 正社員２人 坂東市

不問
精神保健福祉
士

不問 ６４歳以下 正社員２人 坂東市

不問 保育士 不問 ６４歳以下 正社員１人 坂東市

15 医療福祉
介護業界経験
者優遇

不問 高校以上 １８歳～５９歳 正社員１人 筑西市

【介護職】　　（グループホーム　よつ葉）
＊認知症対応型の入居施設です。
・ご入居様が、自分らしく安心して過ごせる住まいを目指して運営しています。
・食事や入浴など、身の回りの介護業務になります。また、ご入居者様へ季節
の行事や余暇活動等の提供も行います。
・研修制度もありますので、介護の基礎知識や専門知識なども学びながら、業
務を行えます。
・資格取得奨励会もあります。
・私たちと一緒に、「安心して働ける職場」を作っていきませんか。良い施設を
一緒に作っていきましょう。

【事務総合職管理職候補】　（ホスピタル坂東）
＊医事、経理、人事、広報等、病院運営業務を総合的に担っていただきます。
＊まずは、医事課業務全般の習得から始めていただきます。
＊業務レベル、適正性により、次の業務へのステップアップが可能です。

【看護助手】　（ホスピタル坂東）
○病院にて看護補助等
＊入院環境の整備　　＊入院患者の身の回りのお世話　　＊材料物品の受領
／返納／整理　　＊備品の手入れ　　＊患者搬送・書類整理　等
※就業時間については、配置により変動あり
　一般病棟・療養病棟・光明・精神科病棟のシフトあり

【介護職員】　（介護老人保健施設　寿桂苑）
〇入所者様への介護業務全般
　＊利用者の日常生活援助（食事／入浴／排泄／更衣介助等）
　＊余暇活動支援の実施等（レクリエーション補助／アクティビティ等）
　＊利用者様が、快適な日常を送れるためのサポート業務
　＊各種委員会・勉強会等への参加、等
※就業時間：早番・遅番・夜勤不可な場合相談に応じます
　　（１）早番（２）日勤（３）遅番（４）夜勤
　　　＜夜勤は、月４回～５回位になります＞

【精神保健福祉士】　（ホスピタル坂東）
○高齢者や障害者、生活困窮者等、日常生活上の様々な問題を抱えた方々に
対して、福祉に関する相談、指導業務等を行います。
＊その他、各関係機関との連携・連絡調整等も行います。

【保育士】　（託児所　七星）
○当院付属の託児所「七星」にて、下記の業務に従事して頂きます。
＊食事・オムツ替えを中心とする、身の回りの世話
＊日中の遊びの付き添い
＊昼寝の付き添い
＊散歩時の引率等

【新卒求人】
〇正・准看護師　〇精神保健福祉士　〇保育士　〇医療事務

認知症の方が、穏やかに安心
して過ごせるよう生活支援を
行っています。18名のご入居
者様がいらっしゃいますが、9
名が一つのユニットになって
おり、家庭的でとてもアット
ホームな環境になっていま
す。

14

当院は内科・整形外科などの
一般科と、精神科が併設して
いる県内でも特色のある病院
です。様々な職種の方々が働
いています。ご興味のある方
は是非お立ち寄り下さい。

医療福祉

株式会社　セキショウライ
フサポート

医療法人　清風会



NO 業種 経験 資格・経験 学歴 年齢  募集人員 就業地事業所名 会社紹介 職種・仕事内容

不問
普通自動車運
転免許

不問 18歳～59歳 正社員１人 坂東市他

不問
普通自動車運
転免許

不問 18歳～59歳 正社員１人 下妻市他

警備経験　あ
れば尚可
簡単なエクセ
ル・ワード操作

警備検定、指
導教育責任者
優遇
普通自動車運
転免許

高校以上 ５９歳以下 正社員１人 水戸市

警備経験　あ
れば尚可
簡単なエクセ
ル・ワード操作

警備検定、指
導教育責任者
優遇
普通自動車運
転免許

高校以上 １８歳以上
正社員以外１
人

水戸市

17

社会福祉法人　向日葵福
祉会

◎入居者の介護業務
・食事や入浴、掃除洗濯、レク
リエーションなどの日常生活
支援業務
・その他、業務にかかわる作
業全般を担当して頂きます。
◎経験の無い方には、仕事内
容等丁寧に指導いたします。

医療福祉16

【機械警備パトロール員／坂東市他】
＊コロナ禍においても増収・増益と「安定性と将来性」には自信があります。
・ターミナル（待機所）で管制センターからの指令を待つ
　→連絡が入り次第パトロールカーで施設に急行し、指令が入った箇所に異常
がないかを確認を実施し処理報告をする。
※エリア：坂東市、つくば市、取手市、守谷市　他
※パトロール車（社用車）での運転有
※お客様に安全と安心を提供するやりがいのある仕事です。
※研修制度は充実しており未経験の方でも安心です。

【機械警備パトロール／下妻市他】
・ターミナル（待機所）で管制センターからの指令を待つ
　→連絡が入り次第パトロールカーで施設に急行し、指令が入った箇所に異常
がないかを確認を実施し処理報告をする。
※エリア：下妻市、筑西市、結城市、つくば市　他
※パトロール車（社用車）での運転有
※お客様に安全と安心を提供するやりがいのある仕事です。
※研修制度は充実しており未経験の方でも安心です。

【警備員】
（請負業務）
・道路や建築工事現場における交通誘導警備
・店舗等駐車場における警備
＊研修３０時間以上有
（営業見習い）
・既存業者への営業業務
・見積書及び契約書等の作成
・パソコンの操作あり
＊社用車を使用することもあります。

【営業】
下記の業務を行っていただきます。
・既存業者への営業業務　　・新規業者開拓業務
・見積書及び契約書等の作成
・警備の現場業務及び現場指導に関する業務
・会社の営業管理全般に関する業務　　・パソコン操作あり
※将来の会社経営要員としての採用
　（社用車を使用することもあります）

【介護員／特別養護老人ホームひまわり苑】
◎特別養護老人施設「ひまわり苑」での入居者の介護業務。
・食事や入浴、掃除洗濯レクリエーションなどの日常生活支援業務
・その他、業務にかかわる作業全般を担当して頂きます。
・入居者１０人に対して２名～３名で業務にあたります。
・全室個室
・１５０床に増床による
◎経験の無い方には、仕事内容等丁寧に指導いたします。
◎６０歳以上の方からのご応募もご相談下さい。

サービス業
警備会社となります。水戸に
限らず県西地区でも人材を求
めております。

東証一部セントラル警備保障
（株）のグループ会社で県内
最大手の警備会社です。
ヒューマナイズドテクノロジー
をベースに機械警備・輸送警
備・施設警備等幅広く展開し
ています。

サービス業

株式会社　トスネット茨城
筑西営業所

18

新安全警備保障株式会社

経験あれば尚
可

普通自動車運
転免許（AT限
定不可）

不問 18歳～59歳 正社員10人 筑西市



NO 業種 経験 資格・経験 学歴 年齢  募集人員 就業地事業所名 会社紹介 職種・仕事内容

不問

警備検定等所
持者優遇
普通自動車運
転免許（AT限
定不可）

不問 18歳以上 パート５人
筑西市
（茨城県
内一円）

不問
普通自動車運
転免許

高校以上 18歳～59歳 正社員１人
小山市、
茨城県内

不問
普通自動車運
転免許
あれば尚可

不問 18歳～59歳
正社員以外５
人

小山市、
栃木市、
佐野市、
古河市

不問
普通自動車運
転免許
あれば尚可

不問 60歳以上
正社員以外５
人

小山市、
栃木市、
佐野市、
古河市

不問
普通自動車運
転免許
あれば尚可

不問 18歳～59歳
正社員以外７
人

桜川市

【【急募！】警備スタッフ（現場固定）】
※茨城県桜川市の固定現場における、道路交通誘導（車両・歩行者等）が主な
業務になります。
※６０歳以上の方の応募も歓迎致しますが、採用に関しては有期雇用等の雇用
条件が異なる場合があります。
※就職氷河期世代の方歓迎！

【新卒求人】
〇総合職　〇一般職

【警備スタッフ【６０歳以上専用求人】】
＊地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
　交通誘導、雑踏警備
※平日のみ（土日祝休み）の勤務も可能です。ご相談下さい。
※日勤のみ・夜勤のみ可
※勤務地は地域の各地ですが、住まいの近くを選定します。
　通勤は直行直帰が可能、時間を節約できます。
※東京、埼玉、茨城等遠隔地の勤務可能な方、大歓迎
◆勤務日数は週３日～相談可能です。

東洋ワークセキュリティ株
式会社　小山営業所

弊社は警備サービスを通じ
て、社会に安全と安心をお届
けする会社です。本社を仙台
に置き、全従業員数2,800名、
全国43拠点を抱え、来年茨城
県内にも出店を予定しており
ます。

サービス業

【新卒求人】
〇警備職
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【警備スタッフ◆平日のみ・日勤のみ・夜勤のみ可◆】
※地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
　交通誘導、雑踏警備
※平日のみ（土日祝休み）の勤務も可能です。ご相談下さい。
※日勤のみ・夜勤のみ可
※勤務地は地域の各地ですが、住まいの近くを選定します。
　通勤は直行直帰が可能、時間を節約できます。
※６０歳以上の方の応募も歓迎ですが、採用に際しては有期雇用等の雇用条
件が異なる場合があります。
※東京、埼玉、茨城等遠隔地の勤務可能な方、大歓迎
※就職氷河期世代歓迎！

【管理職候補（営業・業務・経理・実務・管理）】
まずは警備実務に従事して頂きながら国家資格取得を目指して頂きます。（国
家資格取得にかかる費用は会社が全額負担致します。）内勤に上がって頂い
た後に、警備実務で培った経験を、警備員の配置や勤怠管理、求人募集や採
用、教育、営業所や警備員のマネジメントに活かして頂きます。安心や安全を
提供する仕事の為、『ありがとう』と感謝の言葉をかけられた時はやりがいを感
じられますよ！
※階層ごとや職種ごとに対応した研修制度が整っていますので安心です。
※専任の講師が国家資格取得を全面的にバックアップ致します。
※就職氷河期世代歓迎！

【警備職（茨城県内一円】
＊道路工事や建築工事現場における交通誘導警備
＊店舗等駐車場における警備
＊イベント等における雑踏警備
＊入社時研修３０時間以上あり。
◎未経験の方でも安心して応募いただけます。
◎６０歳以上の方からのご応募歓迎いたします。

18
株式会社　トスネット茨城
筑西営業所

警備会社となります。水戸に
限らず県西地区でも人材を求
めております。

サービス業



NO 業種 経験 資格・経験 学歴 年齢  募集人員 就業地事業所名 会社紹介 職種・仕事内容

機械の保守点
検、修理業の
経験者

フォークリフト
運転技能者、
第二種電気工
事士
あれば尚可

普通自動車運
転免許

高卒以上 ５９歳以下 正社員２人
結城郡八
千代町

機械の保守点
検、修理業の
経験　必須
部下管理・指導
経験
あれば尚可

第二種電気工
事士／第二種
電気主任技術
者／フォークリ
フト運転技能者
あれば尚可／
いずれかの免
許・資格所持で
可／普通自動
車運転免許

高校以上 ５９歳以下 正社員２人
結城郡八
千代町

業種問わず営
業経験
農業経験者優
遇
パソコン操作
（ワード・エクセ
ル）

フォークリフト
運転技能者
あれば尚可

普通自動車運
転免許

高校卒業以
上

５９歳以下 正社員１人
結城郡八
千代町

ドライバー経験
ある方

大型特殊免許
（農耕車限定）／
中型自動車免許
／８トン限定中
型自動車免許
必須／フォークリ
フト運転技能者
あれば尚可
普通自動車運転
免許

不問 不問
正社員以外２
人

結城郡八
千代町

【新卒求人】
〇ファーム職（生産部）　〇総務事務（管理部）
〇製造職（製造部）

株式会社　エッグドリーム
八千代

最新設備を備えた県内最大
級の鶏卵メーカー。モットー
は、「安心・安全」で「高品質」
な卵を食卓へ届けること。

畜産業

【肥料搬送ドライバー・倉庫内作業】
・２ｔ、３ｔトラックにて、各農家様の田畑へ
　農地還元用肥料を搬送する作業
・倉庫内清掃作業等

【肥料営業】
土づくりから、日本の食卓を支える仕事。
有機ＪＡＳ認証を取得した有機肥料の営業活動です。
◯有機肥料（乾燥鶏糞）営業
　商社、大規模農家などへのルート営業を中心に行っています。
◯耕起受託営業
　主に大規模農家へのルート営業を中心に行っています。

【設備保全・メンテナンス（卵パッキング工場）】
卵のパッキング工場の設備保全全般に携わって頂きます。
これまでの経験スキルを活かせるお仕事です！
・パックライン設備の定期点検等の設備管理
・故障箇所の応急処置・修理
・発電機、ボイラー設備管理
・現場効率化のための改善業務
・設備更新対応
・主な仕事内容に関わる計画書、報告書の作成

【設備保全・メンテナンス（鶏舎）】
鶏舎設備の保守、点検、修理が主な仕事内容です。
・鶏舎設備への給油・給脂
・部品交換作業（スプロケット、モーター等）
・鶏舎設備の改善作業なども行って頂きます。
経験者大歓迎です。
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