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採用力アップセミナー 
＆ 

笠間市就職面接会を開催します 

 市では、茨城労働局との雇用対策協定に基づき、ハローワーク笠間との共催で第６回目となる笠間市
就職面接会を実施します。今年度は通常の面接会に加え、人材確保のヒントを掴む機会として、参加事
業所対象の採用力アップセミナーを午前中に開催します。 

笠間市就職面接会概要 
 
 

≪面接会内容≫ 
会   場：笠間市地域交流センターともべ「トモア」（笠間市友部駅前１番１０号） 
面接方法：事業所ごとのブースを設置し、相対方式により選考を実施します。 
 

≪スケジュール≫ 
午前１０時～１１時３０分  採用力アップセミナー  
                  対象者 午後の面接会参加企業 
                    講師    ＮＰＯ法人雇用人材協会    
午後１時～３時         笠間市就職面接会配信 
 

＊（新規）採用力アップセミナーについて 
新卒採用市場の情報や人材採用のコツなど講師によるレクチャーや講義を行います。 

講義のなかでは、昨年度の面接会で採用に結びついた事業者の人事担当者を交えて、成功事例を
レクチャーする内容となります。 
 

≪参加事業所≫ 
市内に事業所がある事業者２４社（別紙一覧をご覧ください） 
 

≪対象者≫ 
茨城県内の高等学校生徒（平成３１年３月卒業予定の方） 
平成３１年３月に大学・短大・専門学校を卒業予定の方（卒業後おおむね３年以内の方含む） 
事前申込者 高校 ２７名   大学等 ４名 

平成３０年１０月１７日（水） 



No 事業所名 所在地 事業内容 求人番号 職種 求人（人）
【高卒】

求人（人）
【大卒等】

就業場所 備考

08011-39789 整備要員 2

08011-73189 フロント 1

2 有限会社小池工務店 笠間市飯合 土木工事業 08011-2389
現場監督補助及
び現場作業

2

08011-17989 総合職 3

08011-7388 総合職 3

08011-58989 製造機械オペ
レーター

5

08011-2588 総合職 2

08011-29589 介護職員 3

08011-5688 介護職員 2

09016-335288 生産 4

09016-208489 生産 2

7 ベスパック株式会社　関東工場 笠間福田 プラスチック製
食品容器製造

08011-5489 機械オペレー
ター

3

8 グループホーム　すずらんの里 笠間市土師 高齢者介護 08011-71489 介護職 1

9 株式会社カワイ 笠間市矢野下 水道設備業 08011-23289 配管工 3

08011-16488 介護職 10

08011-17088 支援職 10

08011-18188 事務職 1

11 芳野工業株式会社 笠間市長兔路 建設業 08011-6789 土木・建築技術者 2

12 富士セメント工業株式会社 笠間市小原 建設製造業 08011-24989 技術職 2

08011-3888 介護職 2

08011-8289 介護職 6

08011-1288 介護職 2

08011-14789 介護職 2

15 不二製油株式会社　関東工場 笠間市安居 食品の製造販
売

27140-134289 製造職 3

08011-19288 開発 2

08011-76889 FRP製造 2

08011-20688 事務 1

08011-64189 介護職 4

08011-13688 介護職 2

18 有限会社IDAシステム 笠間市箱田 介護福祉 08011-19089 介護職 2

08011-15189 製造（３部門） 2～6

08011-15388 製造（３部門） 2～6

08011-15189 検査 1

08011-15388 検査 1

08011-4589 設計技術者 1

08011-3689 工場作業員 2

21 茨城冷機サービス株式会社 笠間市来栖
自動販売機設
置・修理・メンテ
ナンス

08011-57289 自動販売機設置 2

08011-21988 看護師 2

08011-23488 看護助手 2

08011-24088 薬剤師 1

08011-22388 准看護師 1

08011-80789 看護助手 1

08011-20489 技術職 3

08011-8488 技術職 1

24 株式会社ＤＣＬ 笠間市東平 社会福祉・委託
業務

08011-25188 職業指導員 1

高卒 大卒等

22社 13社 求人計 58 50

　※【大卒等】は，専門学校卒・短大卒を含みます。

20 大一機材工業株式会社 笠間市安居
建設関連機材
の製造及び賃
貸業

19 サンエツ工業株式会社 笠間市押辺 プラスチック部
品製造

17 特別養護老人ホーム　ヴィレッジか
さま

笠間市下市毛 老人福祉事業

16 北関工業株式会社 笠間市鯉渕 強化プラスチッ
ク製造・販売

14

4 笠間市稲田

株式会社オーリス　茨城砕石工場

高齢者、障害
者、障害児に
対する総合支
援

10 社会福祉法人　木犀会 笠間市鯉渕

大化工業株式会社　関東工場

笠間市箱田 砕石製造

高齢者介護

包装用プラス
チックフィルム
製造、販売

3 茨城共同サービス株式会社 笠間市安居 冠婚葬祭請負
業

社会福祉法人　聖桜会

社会福祉法人　愛の会
特別養護老人ホーム　笠間陽だま
り館

笠間市南友部 介護福祉

笠間市土師 高齢者介護

22 医療法人社団　聖嶺会　

平成30年度　笠間市就職面接会（H30.10.17開催）　参加企業一覧（申し込み順）

13

5 社会福祉法人　尚生会 笠間市笠間

6

笠間市八雲

1 株式会社本間商事 笠間市石井
自動車整備・販
売業

病院

23 泰榮電器株式会社 笠間市来栖 電気機械器具
製造業

1




