
職種
年令
指針 賃金（形態） 求人者名 就業時間 加入保険 必要な免許資格

時給 (1)6時30分～9時00分

855 (2)16時00分～19時30分

パート労働者 ～

採用人数　2人 1,100 08100- 7289701 就業場所 牛久市

日給 (1)13時30分～15時30分

1,500 (2)9時30分～11時30分

パート労働者 ～

採用人数　2人 1,500 08100- 7290501 就業場所 龍ケ崎市

時給 (1)14時50分～18時00分

1,200 (2)8時30分～12時00分

パート労働者 ～

採用人数　1人 1,400 08100- 7291001 就業場所 龍ケ崎市

時給 (1)8時00分～17時00分

1,228 (2)8時30分～17時30分

パート労働者 ～

採用人数　2人 1,328 08100- 7293601 就業場所 稲敷郡美浦村 8時00分～18時00分の間の4時間以上

時給 (1)15時00分～20時00分

851 (2)16時30分～21時00分

パート労働者 ～ (3)17時00分～21時00分

採用人数　2人 1,000 08100- 7297701 就業場所 稲敷郡美浦村

時給 (1)8時00分～16時00分

1,050
パート労働者 ～

採用人数　1人 1,050 08100- 7304201 就業場所 牛久市

時給 (1)14時00分～18時00分

860
パート労働者 ～

採用人数　1人 1,000 08100- 7309901 就業場所 取手市 9時00分～19時00分の間の4時間程度

時給 (1)11時00分～18時00分

1,100 (2)13時00分～19時00分

パート労働者 ～

採用人数　1人 1,100 08100- 7263701 就業場所 龍ケ崎市 8時30分～19時00分の間の6時間以上

時給 (1)11時00分～19時00分

1,100 (2)13時00分～19時00分

パート労働者 ～

採用人数　1人 1,100 08100- 7264801 就業場所 龍ケ崎市 8時30分～19時00分の間の6時間以上

時給 (1)11時00分～17時30分

2,050
パート労働者 ～

採用人数　1人 2,050 08100- 7265201 就業場所 北相馬郡利根町

時給 (1)7時55分～14時25分

880 (2)9時00分～15時30分

パート労働者 ～

採用人数　2人 1,300 08100- 7267001 就業場所 龍ケ崎市 7時55分～18時00分の間の6時間

時給 (1)7時55分～16時55分

860 (2)9時00分～18時00分

パート労働者 ～ (3)13時05分～22時05分

採用人数　2人 1,100 08100- 7272801 就業場所 龍ケ崎市

時給 (1)11時00分～15時00分

900 (2)18時00分～22時00分

パート労働者 ～

採用人数　2人 1,100 08100- 7275001 就業場所 牛久市 10時00分～22時00分の間の3時間以上

時給

900
パート労働者 ～

採用人数　1人 900 08100- 7284301 就業場所 牛久市 9時00分～18時00分の間の4時間以上

時給 (1)8時30分～17時30分

860
パート労働者 ～

採用人数　2人 900 08100- 7249801 就業場所 牛久市

時給 (1)8時00分～17時00分

1,000
パート労働者 ～

採用人数　2人 1,500 08100- 7224201 就業場所 稲敷市

造園土木工 59歳以下
吉岡緑地　株式会社

龍ケ崎市３０２６－６
雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ

限定不可）

定年を上限
(従業員数  4人)

ヘルパー／デイサー
ビス／牛久市 不問

株式会社　笑福
牛久市南７丁目３７番地７

雇用・労災 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

不問
(従業員数  58人)

事務員 不問
有限会社　牛久建装

牛久市岡見町６０－３
労災  

不問
(従業員数  10人)

【至急】ホール接
客

不問 合同会社　ひたち野　いし
ざき

牛久市田宮町番外１－６０
労災  

不問
(従業員数  6人)

介護職（グループホー
ム）／資格不問 不問 有限会社　ふれあい介護

サービス　グループホーム
ふれあい

龍ケ崎市貝原塚町３６０５－５
労災  

不問
(従業員数  16人)

介護職（グループホー
ム）／介護職員初任
者研修等／短時間

不問 有限会社　ふれあい介護
サービス　グループホーム
ふれあい

龍ケ崎市貝原塚町３６０５－５
労災 介護職員初任者研修

修了者ホームヘル
パー２級

不問
(従業員数  16人)

薬剤師 不問 社会福祉法人　河内厚生
会　もえぎ野

北相馬郡利根町もえぎ野台１丁
目１－８

労災 薬剤師

不問
(従業員数  120人)

保育士／（放課後ク
ラブほほえみ）

64歳以下
ケーエヌシー株式会社

龍ケ崎市塗戸町８５番地１
雇用・労災・
健康・厚生

保育士

定年を上限
(従業員数  10人)

保育士／放課後
クラブぬくもり

64歳以下
ケーエヌシー株式会社

龍ケ崎市塗戸町８５番地１
雇用・労災・
健康・厚生

保育士

定年を上限
(従業員数  9人)

放課後等デイサービ
ス支援員／取手市 不問 合同会社　Ｓ・Ｔ・Ｋ　しとく館

自立支援学習センター放課
後等デイ藤代駅前教室

取手市藤代南１丁目５－１５　千
葉ビル１Ｆ

労災 教員免許等児童指導
員の資格　あれば優
遇

不問
(従業員数  4人)

製造事務 不問 東京加工紙株式会社　筑
波工場

牛久市桂町２２００－６
雇用・労災・
健康・厚生

 

不問
(従業員数  62人)

教室運営補助、教
材採点

不問
公文式　きはら教室

稲敷郡美浦村大字木原２５９－５
労災・健康  

不問
(従業員数  2人)

介護職 不問 社会福祉法人　清栄会　特
別養護老人ホームみほ

稲敷郡美浦村受領八枚８８１
労災  

不問
(従業員数  49人)

医療事務 不問 医療法人　隆志会　斎藤ク
リニック

龍ケ崎市馴馬町６０２－７
労災  

不問
(従業員数  5人)

駐車場での車両
誘導／龍ヶ崎市

不問
株式会社　栄林

龍ケ崎市佐貫３－１１－１４
労災  

不問
(従業員数  2人)

令和2年11月20日 発行

所在地・就業場所

調理員／サービス付
高齢者住宅きらりハウ
ス

不問
有限会社　幸

牛久市さくら台３－３４－１０
労災  

不問
(従業員数  10人)

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方ハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ 下記の賃金欄は月額表示のため、形態が時給の場合は月換算額で表示しています。

◎ ハローワークでは、随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。

ハローワーク龍ケ崎
（龍ケ崎公共職業安定所）

℡ 0297-60-2727

※この情報に希望の求人がない方は、ハローワーク窓口へお越しください。
この情報の他にも、多数の求人を取り揃えておりスタッフが一緒にお仕事探しをサポートいたします。 1



職種
年令
指針 賃金（形態） 求人者名 就業時間 加入保険 必要な免許資格

令和2年11月20日 発行

所在地・就業場所

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方ハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ 下記の賃金欄は月額表示のため、形態が時給の場合は月換算額で表示しています。

◎ ハローワークでは、随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。

ハローワーク龍ケ崎
（龍ケ崎公共職業安定所）

℡ 0297-60-2727

時給 (1)7時00分～9時00分

1,875 (2)14時30分～16時30分

パート労働者 ～

採用人数　1人 1,875 08100- 7229901 就業場所 龍ケ崎市

時給 (1)16時00分～20時00分

900 (2)15時00分～20時00分

パート労働者 ～

採用人数　1人 1,000 08100- 7237901 就業場所 龍ケ崎市

時給

900
パート労働者 ～

採用人数　1人 930 08100- 7247401 就業場所 龍ケ崎市 8時00分～22時00分の間の4時間以上

時給 (1)8時30分～14時30分

992
パート労働者 ～

採用人数　1人 1,160 08100- 7248701 就業場所 取手市

時給 (1)7時30分～9時30分

1,000 (2)13時30分～15時30分

パート労働者 ～

採用人数　2人 1,000 08100- 7205401 就業場所 牛久市 9時00分～15時00分の間の2時間以上

時給

950
パート労働者 ～

採用人数　1人 980 08100- 7211901 就業場所 龍ケ崎市 8時00分～17時30分の間の6時間以上

時給 (1)8時30分～13時00分

860 (2)9時00分～13時00分

パート労働者 ～ (3)13時00分～17時00分

採用人数　2人 860 08100- 7168701 就業場所 牛久市

時給

1,050
パート労働者 ～

採用人数　1人 1,050 08100- 7171601 就業場所 龍ケ崎市 9時00分～17時00分の間の5時間以上

時給 (1)9時00分～18時00分

870 (2)13時00分～18時00分

パート労働者 ～

採用人数　1人 870 08100- 7193201 就業場所 牛久市

時給 (1)8時30分～17時30分

1,300
パート労働者 ～

採用人数　1人 1,400 08100- 7138001 就業場所 龍ケ崎市

時給 (1)8時30分～10時30分

900 (2)15時00分～18時00分

パート労働者 ～

採用人数　2人 900 08100- 7141401 就業場所 龍ケ崎市

時給 (1)18時00分～22時00分

851
パート労働者 ～

採用人数　1人 900 08100- 7144201 就業場所 龍ケ崎市

時給 (1)8時00分～12時00分

900 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 ～ (3)8時00分～17時00分

採用人数　4人 900 08100- 7165901 就業場所 取手市

時給 (1)13時00分～17時00分

900
パート労働者 ～

採用人数　1人 900 08100- 7167401 就業場所 取手市

時給 (1)8時30分～16時00分

950 (2)8時45分～14時00分

パート労働者 ～ (3)8時00分～17時00分

採用人数　1人 1,100 08100- 7158101 就業場所 龍ケ崎市

時給 (1)8時30分～16時00分

950 (2)8時45分～14時00分

パート労働者 ～ (3)8時00分～17時00分

採用人数　1人 1,100 08100- 7163301 就業場所 龍ケ崎市

調理員 不問 社会福祉法人桜光会　とき
わ保育園

龍ケ崎市中根台４－１７－２
雇用・労災  

不問
(従業員数  35人)

調理員 不問 社会福祉法人桜光会　こと
り保育園

龍ケ崎市小通幸谷町３０－２
雇用・労災  

不問
(従業員数  42人)

チョコレート製品の出
荷補助／取手市戸頭 不問 寺沢製菓　株式会社　取手

工場

取手市下高井２０４３
労災  

不問
(従業員数  10人)

チョコレート製品の検
品及び袋づめ業務 不問 寺沢製菓　株式会社　取手

工場

取手市下高井２０４３
労災  

不問
(従業員数  70人)

調理補助及びホー
ルでのサービス

不問 欧風レストラン　カウッパト
リ

龍ケ崎市松ケ丘２丁目８番地１
労災  

不問
(従業員数  2人)

運転手／６０歳以
上

60歳以上 医療法人竜仁会　牛尾病
院

龍ケ崎市馴柴町１－１５－１
労災  

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

(従業員数  375人)

看護師又は准看
護師

不問 社会福祉法人　筑竜会　特
別養護老人ホーム　ときわ
ぎ

龍ケ崎市若柴町１２２５
雇用・労災 看護師准看護師

不問
(従業員数  55人)

清掃／牛久市 不問 アイシービルメン　株式会
社

牛久市女化町３３９－２
労災  

不問
(従業員数  5人)

税務会計業務補
助

不問
佐伯優　税理士事務所

龍ケ崎市平台５－９－１８
労災 日商簿記３級日商簿

記３級以上

不問
(従業員数  5人)

電話交換手 不問 医療法人社団常仁会　牛
久愛和総合病院

牛久市猪子町８９６番地
労災  

不問
(従業員数  892人)

事務（非常勤） 不問 社会福祉法人桜光会　こと
り保育園

龍ケ崎市小通幸谷町３０－２
雇用・労災・
健康・厚生

 

不問
(従業員数  42人)

介護保険タクシー
スタッフ

不問 介護保険タクシーロコアク
シュ

牛久市中央２－５－２７
労災 介護職員初任者研修

修了者ホームヘル
パー２級

不問
(従業員数  人)

調理員／福祉セン
ターつつじ園／非常勤
職員（パートタイム）

不問 社会福祉法人　取手市社
会福祉協議会

取手市寺田５１４４－３
労災

不問
(従業員数  27人)

店舗スタッフ（パート、
アルバイト）／龍ケ崎
店

不問
株式会社　寺田商店

龍ケ崎市寺後３９５１
労災  

不問
(従業員数  6人)

店舗作業全般（レジ・
荷出し・清掃・商品整
理）

不問 株式会社　西松屋チェーン
龍ヶ崎城南ＳＣ店

龍ケ崎市光順田１７２６
労災  

不問
(従業員数  8人)

運転手（スクール
バス）

不問
有限会社　泉観光

龍ケ崎市半田町１１９８－１
雇用・労災 大型自動車第二種免

許大型自動車免許二
種

不問
(従業員数  11人)

※この情報に希望の求人がない方は、ハローワーク窓口へお越しください。
この情報の他にも、多数の求人を取り揃えておりスタッフが一緒にお仕事探しをサポートいたします。 2


