
求人情報一覧
茨城県母子家庭等就業・自立支援センター　無料職業紹介所 R2.10.21 更新
電話：029-233-2355／FAX：029-353-6564

※詳しい情報を知りたい場合や相談したい場合、当センターへお問い合わせください。

※すでに採用が決定していることがあり、希望に添えないことがありますのでご了承ください。

※応募を希望される場合は、当センターの紹介状が必要となります。

※内職のお仕事を希望の方は、当センターへお問い合わせください。

№ 職種 就業場所 雇用形態 賃金 就業時間 休日 備考

1 水産担当 土浦市 アルバイト 時給855円 17時～20時30分 シフト制 週5日程度

2 農産担当 土浦市 アルバイト
時給855円～

860円
7時～10時30分 シフト制 週5日程度

3 レジ担当 土浦市 パート
時給870円～

895円
17時～20時30分 シフト制 週4日～5日

4 倉庫内作業 水戸市 アルバイト 時給855円 8時15分～10時15分 土・日 週5日程度

5 農産担当 水戸市 パート 時給955円
8時30分～12時
14時～17時

シフト制 週4日程度

6 倉庫内作業 つくばみらい市 パート 時給945円 8時30分～11時30分 土・日 週5日程度

7 倉庫内作業 つくばみらい市 パート 時給895円 17時30分～19時30分 土・日 週5日程度

8 倉庫内作業 守谷市 パート 時給950円
8時30分～12時15分
8時～11時45分

土・日 週5日程度

9 事務スタッフ 小美玉市 パート 時給870円
9時30分～16時30分
の間の4～6時間

土・日 週5日程度

10 レジ担当 牛久市 パート
時給895円～

905円
17時～22時の間の

3～4時間
シフト制 週4日～5日

11 保育士 水戸市 パート 時給1,123円 8時30分～17時 日・祝日 週5日程度

12 介護職員 笠間市 正社員
14,5500円～
245,000円

7時～16時・9時～18時
11時～20時・13時～22時 ローテーション

13 介護職員
(特別養護老人ホーム）

笠間市 パート
時給860円～
1,000円

7時～22時の間の
4時間以上 シフト制

14 レジ担当 ひたちなか市 パート 時給875円
9時～20時半の間

の7時間
シフト制 週4日程度

15 水産 ひたちなか市 パート 時給920円 8時～11時半 シフト制 週3日～5日

16 惣菜 ひたちなか市 パート 時給920円
8時～17時半の間

の7時間
シフト制 週3日～5日

17 世話人兼
生活支援員

水戸市 パート
時給880～
1,110円

8時～15時15分
12時～19時15分

シフト制 週3日～5日

18 グロサリー ひたちなか市 アルバイト 時給855円 8時半～12時 シフト制 週3日～5日

19 レジ担当 ひたちなか市 アルバイト
時給855円～

860円
9時半～20時半の間

の3時間
シフト制 週4日

20 惣菜 ひたちなか市 アルバイト
時給855円～

860円
17時～20時半 シフト制 週4日

21 畜産担当 牛久市 パート 時給945円 8時～11時半 シフト制 週3日～5日

22 レジ担当 牛久市 パート 時給935円
9時～17時の間
の3.5時間

シフト制 週4日～5日



23 共済担当 古河市 パート 時給955円 9時～17時 土・日
週5日

24 ケアキャスト(介護職) かすみがうら市 正社員
147,000円～
215,500円

7時～16時・9時～18時
11時～20時・17時半～9時 ローテーション

25 清掃・洗濯スタッフ
（環境整備）

かすみがうら市 パート
時給851円～

900円
9時～18時 ローテーション 週3日程度

26 ケアキャスト(介護職) かすみがうら市 準社員
147,000円～
215,500円

7時～16時・9時～18時
11時～20時・7時～13時・9時

～15時・11時～17時
ローテーション

27 配送担当 古河市 パート 時給1,185円 9時半～17時 土・日 週5日

28 倉庫内作業 鹿嶋市 アルバイト
時給855円～

910円
16時半～19時半 シフト制 週5日

29 事務作業 鹿嶋市 パート 時給870円 13時～17時 土・日 週5日

30 製造スタッフ 美浦村 正社員 177,120円 8時～17時 日・祝日

31 製造スタッフ 美浦村
パート・
アルバイト

時給900円
8時～17時・8時～18時

9時～16時
日・祝日 週5日

32 ケアキャスト(介護職) かすみがうら市 パート 時給900円 9時～18時 ローテーション 週3日程度

33 ケアキャスト(介護職) かすみがうら市 パート
時給1,000円～

1,100円
7時～22時の間

8時間
ローテーション 週3日程度

34 法人営業 水戸市 正社員
170,000～
250,000円

9時～17時 土・日・祝日

35 法人営業 筑西市 正社員
170,000～
200,000円

9時～17時 土・日・祝日

36 法人営業 古河市 正社員
170,000～
200,000円

9時～17時 土・日・祝日

37 法人営業
日立市・高萩市・
北茨城市

正社員
170,000～
200,000円

9時～17時 土・日・祝日

38 法人営業 神栖市 正社員
170,000～
200,000円

9時～17時 土・日・祝日

39 法人営業 つくば市 正社員
180,000～
250,000円

9時～17時 土・日・祝日

40 分譲マンション清掃員 水戸市 パート 時給855円 9時～11時 土・日・祝日 週5日

41 介護職 茨城町 正社員
160,000円～
200,000円

7時～16時・8時～17時半
10時半～19時半 シフト制

42 介護職 茨城町 パート
時給900円～
1,100円

8時半～17時半又は
7時～16時の間の7時間 シフト制 週5日

43 看護スタッフ（入所） 水戸市 正社員
194,000円～
278,000円

9時～18時
7時～16時

ローテーション

44 看護スタッフ 水戸市 パート
時給1,300円～

1,500円
9時～18時 シフト制 週3日～5日

45 介護スタッフ（入所） 水戸市 正社員
166,000円～
203,000円

7時～16時・9時～18時
10時～19時

17時15分～9時15分
ローテーション

46 リハビリテーションスタッフ 水戸市 正社員
257,000円～
294,000円

9時～18時 ローテーション

47 看護スタッフ（入所） 水戸市 正社員
170,000円～
230,000円

9時～18時
17時15分～9時15分

ローテーション

48 看護スタッフ 水戸市 パート
時給1,300円～

1,500円
9時～18時
4時間以上

ローテーション 週3日～5日

49 介護スタッフ（入所） 水戸市 正社員
145,000円～
198,000円

7時～16時・9時～18時
10時～19時

17時15分～9時15分
ローテーション

50 リハビリテーションスタッフ 水戸市 正社員
215,000円～
245,000円

9時～18時 ローテーション



51 看護補助スタッフ 水戸市 正社員
144,000円～
170,000円

7時～16時
9時～18時・10時～19時 ローテーション

52 入院病棟看護スタッグ 水戸市 正社員
160,000円～
320,000円

7時～16時
9時～18時・10時～19時 ローテーション

53 看護スタッフ（夜勤専任） 水戸市 パート 時給1,500円 17時30分～9時30分 ローテーション 週1日～2日

54 障害者職業カウンセラー
代替嘱託

笠間市 非常勤嘱託 205,640円 8時45分～17時 土・日・祝日

55 職場適応援助者
（ジョブコーチ）

笠間市 パートナー職員 205,640円 8時45分～17時 土・日・祝日

56 栄養士 水戸市 正社員
167,000円～
257,000円

5時30分～14時30分
8時～17時・10時～19時 ローテーション

57 調理師 水戸市 正社員
172,000円～
257,000円

5時30分～14時30分
8時～17時・10時～19時 ローテーション

58 栄養士 笠間市 正社員
170,000円～
225,000円

5時30分～14時30分
8時～17時・10時～19時 ローテーション

59 調理師 笠間市 正社員
170,000円～
225,000円

5時30分～14時30分
8時～17時・10時～19時 ローテーション

60 グロサリー 水戸市 アルバイト
時給855～
880円

17時～20時 シフト制 週5日

61 グロサリー 水戸市 パート 時給955円 8時半～12時 シフト制 週5日

62 生活支援員 水戸市 アルバイト
時給910～
1,130円

20時半～7時半 シフト制 週4日以内

63 倉庫内作業 下妻市 パート 時給905円 8時半～10時半 土・日 週5日

64 片付け 下妻市 アルバイト 時給855円 18時～20時 土・日 週5日

65 倉庫内作業 守谷市 パート 時給950円
8時半～12時15分
8時～11時45分

土・日 週5日

66 片付け 守谷市 アルバイト 時給895円 17時半～19時半 土・日 週5日

67 片付け 古河市 アルバイト
時給855～
895円

17時半～19時 土・日 週5日

68 共済担当 鹿嶋市 パート 時給955円 9時半～17時 土・日 週5日

69 倉庫内作業 鹿嶋市 パート 時給860円 8時半～10時半 シフト制 週5日

70 介護職/特養 茨城町 正社員
160,170～
205,200円

9時～18時・7時～16時
10時～19時・17時～9

時
シフト制

介護福祉士又はヘ
ルパー2級あれば尚

可

71
（障）就労支援A型事業所
での喫茶及び軽作業スタッ
フ

ひたちなか市 パート 時給851円 9時～14時半 日・祝日 週5日～6日

72 （障）就労継続支援A型事
業所での作業スタッフ

水戸市 パート
時給851～
920円

9時～14時半 日・祝日 週5日～6日

73 （障）就労継続支援A型事
業所での作業スタッフ

水戸市 パート
時給851～
920円

9時～14時半 日・祝日 週5日～6日

74 就労支援スタッフ 水戸市 パート
時給855～
920円

9時～16時 日・祝日 週3日～4日

75 就労支援スタッフ 水戸市 パート
時給855～
920円

9時～16時 日・祝日 週3日

76 就労支援スタッフ ひたちなか市 パート
時給855～
920円

9時～16時 日・祝日 週3日～5日

77 （障）就労継続支援A型事
業所での作業スタッフ

ひたちなか市 パート
時給851～
920円

9時～14時半 日・祝日 週5日～6日

78 （障）就労継続支援A型事
業所での作業スタッフ

ひたちなか市 パート
時給851～
920円

9時～14時半 日・祝日 週5日～6日



79 Web管理スタッフ ひたちなか市 パート 時給1,000円 9時～16時 土・日・祝日 週4日～5日

80 総務職 石岡市 パート 時給860円
８時半～17時半の間

の
6時間程度

シフト制 週4日～5日

81 看護職員（日勤） 水戸市 正社員
200,000～
240,000円

7時半～16時半・8時半～17時
半・10時～19時・19時～7時 ローテーション 夜勤月2～3回

82 介護職員 水戸市 正社員
185,000～
220,000円

7時～16時・・10時～19時半・
13時～22時・22時～7時 ローテーション

ヘルパー２級又は介護職
員初任者夜勤月3～4回

83 介護職員 水戸市 パート
時給880～
1,000円

7時～20時の間の
8時間程度

シフト制
週2～3日勤務
ヘルパー2級又は介護職員
初任者研修以上

84 看護職員 城里町 正社員
200,000～
240,000円

7時半～16時半・8時半～17時
半・10時～19時・19時～7時 ローテーション

宿直月2～3回
看護師又は准看護師

85 介護職員 城里町 正社員
185,000～
220,000円

7時～16時・10時半～19時半・
13時～22時・22時～7時 ローテーション

夜勤月3～4回
ヘルパー2級又は介護職員
初任者研修以上

86 介護職員 城里町 パート
時給880～
1,000円

7時～20時の間の
8時間程度

ローテーション
週2～3日以内
ヘルパー2級又は介護職員
初任者研修以上

87 タクシー乗務員 水戸市 正社員 168,000円
7時～22時・8時～22時・

12時～23時 交番表による

88 タクシー乗務員 水戸市 パート 時給860円 7:00～19:00 交番表による 週3日～4日

89 タクシー乗務員 土浦市 正社員 180,000円
8時～18時・11時～21時・

15時～2時 交番表による

90 タクシー乗務員 土浦市 パート 時給860円
8時～21時の間
の5時間以上

交番表による 週3日～4日

91 タクシー乗務員 ひたちなか市 正社員 168,000円
7時～22時・8時～20時・

14時～1時 交番表による

92 タクシー乗務員 ひたちなか市 パート 時給860円
7時～18時・8時～20時

14時～1時 交番表による 週3日～4日

93 タクシー乗務員 水戸市 正社員 168,000円
7時～23時・8時～0時・
10時～2時・17時～8時 交番表による

94 タクシー乗務員 水戸市 パート 時給860円 7時～19時 交番表による 週3日～4日

95 タクシー乗務員 那珂市 正社員 168,000円
8時～18時・9時～19時
13時～0時・18時～8時 交番表による

96 タクシー乗務員 那珂市 パート 時給860円 7時～19時 交番表による 週3日～4日

97 あん摩マッサージ指圧
師の助手

水戸市 パート
時給860～
1,000円

9時～18時
9時～14時

日・祝日 週5日程度

98 あん摩マッサージ指圧
師の助手

東海村 パート
時給860～
1,000円

9時～18時
9時～14時

日・祝日 週5日程度

99 施設介護員、支援員 那珂市 パート
時給1,010～
1,070円

6時半～21時半の間の希望時
間 シフト制

介護員初任者研修修了者
又は介護福祉士歓迎

100 訪問介護員 那珂市 パート
時給1,080～
1,140円

6時～26時の間の希望時
間 シフト制

ヘルパー2級または介
護員初任者研修修了
者

101 介護スタッフ 笠間市 パート 時給900円
8時～17時・10時～19時・
11時～20時・8時～17時の

間の3時間以上
シフト制 週3日～5日勤務

102 看護職 笠間市 パート
時給1,300～
1,500円

8時～17時の間の3時
間以上

シフト制 週3日～5日勤務

103 介護職 ひたちなか市 正社員
160,000～
300,000円

6時半～15時半・8時半～
17時半・9時～18時 シフト制

ヘルパー2級以上
介護福祉士優遇

104 一般事務 水戸市 紹介予定派遣
184,837円
（1,060円)

８時半～17時45分 日
派遣先雇用後は月1
回程度土曜出勤あ
り

105 顧客営業 水戸市 紹介予定派遣
226,548円
(1,305円）

８時半～17時45分 日
派遣先雇用後は月1
回程度土曜出勤あ
り

106 倉庫内作業 水戸市 紹介予定派遣
190,960円
(1,100円）

８時半～17時45分 土・日 祝日は出勤日



107 調理員 ひたちなか市 パート 時給900円
5時～9時

15時～18時半
土・日・祝 週5日程度勤務

108 調理員 ひたちなか市 パート 時給900円
4時半～9時・14時半～
１７時半・15時～18時

土・日・祝 週5日程度勤務

109 介護職 小美玉市 正社員
191,500円～
316,000円

7時～16時・８時半～17時
半・11時～20時・16時半～

9時半（夜勤）
シフト（月9日） 試用期間あり

110 介護職員 小美玉市 パート
時給970円～
1,360円

10時～14時 シフト制 週3～5日

111 クリーンスタッフ 茨城町 パート
時給860円～

900円

８時半～17時半の間
の

6時間程度
シフト制 週3日以上勤務

112 介護職 茨城町 正社員
143,900円～
197,800円

6時～15時・9時～18時
10時半～19時半

シフト制 試用期間あり

113 調理員 水戸市 正社員
143,900円～
175,800円

6時～15時半・9時～18
時・10時～19時

シフト制 試用期間あり

114 栄養士 石岡市 正社員
150,800円～
297,800円

6時～15時・8時半～
17半・10時半～19時半

シフト（月9日）
変形労働時間制
(1年単位）

115 調理員 石岡市 パート
時給860円～

910円
6時～19時半の間の

5時間以上
シフト制 週4日以上

116 調理員 石岡市 正社員
145,900円～
197,800円

6時～15時・８時半～
17時半・１０時半～１９

時半
シフト（月9日）




