
（公社）茨城県農林振興公社（無料職業紹介所）に登録している農業法人等求人一覧表

〈パート〉 平成31年3月5日現在

1 808
ハチマルハチ

FARMあさねぼう 露地野菜

キャベツ類,レタス類,ブロッコ
リー,カリフラワー,ナス,カブ,ト
マト,ピーマン,ホウレンソウ,コ
マツナ,他西洋野菜

パート 1 野菜の収穫,袋詰め,梱包,軽作業 常陸大宮市
労災,雇用
（採用時に加
入）

時給850円 無 13:30～18:00 週休2日（金曜日以外） 有

2 黒澤農産（黒澤　雅弘） 露地野菜 サツマイモ,干しいも パート 6
サツマイモの栽培管理作業全般,
干しいも加工

ひたちなか市 労災

時給850円～1,100円
通勤手当　1日　0～200円距離
により(雇用期間平成31年1月
～平成31年3月)

無 6:00～18:00の間で2時間以上
月8日（日曜他1日）
シフトによる週休2日制

3 (株)浜喜商店 露地野菜 サツマイモ パート 1 サツマイモの収穫,干しいもの製造 ひたちなか市
労災,雇用
健康,厚生

時給1,000円
通勤手当上限10,000円
(試用期間2週間時給に同じ）
（雇用期間平成30年10月～平成31年3
月）

無 8:00～17:00
土日（5～9月）
日（10～4月）
夏期6日・冬期6日・GW

4 ほしいも(株) 露地野菜,果樹,加工
ブドウ,サツマイモ,
干しいも

パート 5
栽培作業,出荷,販売,加工
（短期も可能）

東海村
労災（雇用,
健康,厚生は
時間による）

時給830円 無
8:00～16:00（4～10月）
7:00～16:00（11～3月）
(応相談）

希望による 有 有

5 (株)照沼勝一商店
稲作,畑作,施設野菜,
露地野菜,加工,直売所運営

干しいも,サツマイモ,
米,蔬菜類,加工

パート 5
さつまいも栽培を中心とした農作
業（干しいも製造・加工・出荷補助

東海村
労災,雇用,健
康,厚生（時
間による）

時給830円～900円
 (機械メンテできれば1,300円)
通勤手当上限10,000円

無
8:00～17:00
(3時間～応相談）

年間105日(シフトによる） 有

6 (株)倉本商店 稲作,露地野菜
ジャガイモ,キャベツ,
ニンジン,ダイコン,米

パート 6 農作業 茨城町
労災（雇用,
健康,厚生は
時間による）

時給830円～1000円 無
8:30～18:00の内，時間は
要相談

土日休み他相談に応じ
る

7 塙農園 施設野菜 トマト パート 1 農作業,パッケージ 茨城町 無
時給850円
通勤手当応相談

無
8:00～17:00の内，時間は
要相談

要相談

8 true green (吉井　安幸） 施設野菜,露地野菜
コマツナ,ホウレンソウ,
コリアンダー

パート 10 収穫作業 小美玉市 労災,雇用 時給822円～1,000円 無 8：00～17：00 日曜日・その他（応相談） 有

9 木村　智明 施設野菜,露地野菜

ダイコン,ジャガイモ,サトイ
モ,ピーマン,坊ちゃんかぼ
ちゃ,ホウレンソウ,ニンジ
ン,カブ

有機 パート 1 収穫,出荷,袋詰め,除草作業 小美玉市
労災,雇用
（採用時に加
入）

時給850円 無
8:00～18:00
（希望により応相談）

相談に応じる

10 村山蓮根（株） 露地野菜 レンコン パート 2
レンコン洗い,箱詰め
期間応相談

小美玉市 労災

時給850円～1,000円
通勤手当3,000～5,000円
(雇用期間 採用時～平成31年4
月)

無
8:00～13:00
季節により変動あり

土曜日・火曜日

11 (株)美野里牧場 酪農 乳牛 パート 3 搾乳,掃除 小美玉市
労災,雇用
（採用時に加
入）

日給10,000
（朝5,000円夕5,000円）

無
5:30～10:00
16:30～20:00
（朝・夕どちらかの勤務可）

応相談

12 (株)カモスフィールド 施設野菜,露地野菜
コマツナ,ホウレンソウ,
イチゴ,トマト

有機 パート 3 農作物の収穫と袋つめ作業 笠間市
労災,雇用
※20h以上

時給830円
通勤手当要相談

無
8:00～17:00要相談

夏季・冬季
(シフト制本人の希望による)

要相談
有

13 (有)ナガタフーズ
稲作,露地野菜,
加工

ダイコン,サツマイモ,ド
レッシング,大根のつま,
スイートポテト,米

パート 3 農作業全般,農作物の加工作業 笠間市
労災,雇用
健康,厚生

時給850円
通勤手当10円/㎞

無 希望時間帯による
月平均7日程度
会社カレンダーによる

有

14
農事組合法人
白鳥干いも生産組合

露地野菜
サツマイモ,馬鈴薯,
トマト,干しいも

パート 3
干し芋の袋詰め作業・石焼き芋の
焼成,袋詰め作業・サツマイモ洗浄
選別,箱詰め,カット作業他

鉾田市
労災,雇用
健康,厚生

時給822円～950円
通勤手当距離に応じて

無
8：00～17：00の間
3時間以上

日曜日　相談に応じる 有

※求人情報は随時更新しています

No. 法人等の名称 経営形態(部門） 主な品目
有機
農業

雇用形態 賃金等 賞与 労働時間（休憩含） 休日 HP保険,厚生等
募集
人数

仕事内容 所在地
居住
施設

求人情報の詳細については（公社）茨城県農林振興公社（０２９－３５０－８６８６）にお問い合わせください。
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15 平沼　邦雄 施設野菜
ミニトマト,ホウレンソウ,
メロン

パート 2 栽培作業,出荷作業 鉾田市 労災 時給850円 無 8：00～17：00 週1日,他要相談

16 深作農園（有）
稲作,畑作,施設野菜,露地
野菜,観光農業,その他（洋
菓子,カフェ店,レストラン）

イチゴ,メロン,コマツナ,
フルーツトマト,サツマ
イモ,米,人参,加工（洋
菓子）

有機 パート 10 農作業全般 鉾田市 労災,雇用
時給850円～1,000円
試用期間・通勤手当(規定によ
る）

無
7：00～17：00
3時間以上※応相談

相談に応じる 有

17 (有）矢澤園芸 施設野菜 大葉,ハーブ,パセリ 有機 パート 2 収穫作業・選別 鉾田市
労災,雇用※
応相談・勤務
時間による

時給822円～850円
（試用期間1ヶ月822円）
通勤手当上限10,000円
・年1回昇給

無 8：00～17：00 相談に応じる 有

18 小林農園(小林　英春） 施設野菜
トマト,メロン,ホウレンソ
ウ

パート 1 農作業一般(栽培・出荷作業） 鉾田市
労災,雇用※
採用時要相
談

時給900円 無
8:00～17:00（10～6月）
7:00～18:00（7～9月）
季節により変動

週1日（応相談） 有

19 小堀　久一 露地野菜,施設野菜
ピーマン(春,秋)春菊,
ミズナ,ホウレンソウ,
ハーブ類

パート 5 農作業 鉾田市 労災
時給822円～900円
(試用期間無し)
通勤手当上限5,000円

無
8：00～1700
(相談可）

週1日（応相談）

20 （有）大洋まほろ馬農場 施設野菜,露地野菜
フレッシュハーブ(50種
類),ベビーリーフ

パート 3 栽培管理・農作業全般 鉾田市
労災,雇用
健康,厚生

時給850円
通勤手当5,000円～8,000円
（距離に応じて）

無 8:00～17:00 月6回（シフト制） 有

21 新堀農園 施設野菜
メロン,ミニトマト,
ホウレンソウ他

パート 2 施設管理作業,収穫作業 鉾田市 労災
時給850円
通勤手当1日1,000円まで

有（実績に
よる）

8:00～17:00 週1～2日（応相談） 有

22 齋藤　紀夫
稲作,畑作,施設野菜,露地
野菜

チンゲンサイ,インゲン
マメ,エンドウマメ,コネ
ギ,
コマツナ,シュンギク,米

パート 10 農作業 行方市 労災,雇用 時給822円 無
8：00～1700(4月～10月）
7:00～16:00(11月～3月）

年間105日(応相談） 有

New 23 宮内青果（株） 露地野菜 サツマイモ パート 1 苗切り,定植,収穫 行方市 労災
時給900円～1100円
通勤手当0円～5000円

無
8:00～17:00
（相談に応じる）

相談に応じる

24 農事組合マルツボ 畑作,露地野菜,果樹
サツマイモ,ナガイモ,
ゴボウ,レンコン,ナシ

パート 5

農作物の生産に係わる仕事。 青
果物の袋詰めや箱詰め,出荷に係
わる仕事。 加工品の袋詰めや製
品づくりと出荷に係わる仕事。

かすみがうら市
労災,雇用
健康,厚生

時給850円
（試用期間　3ヶ月時給に同じ）
通勤手当1日100円

無 8:00～17:30
日曜日他（会社カレン
ダーによる）

25 野口れんこん 稲作,露地野菜, 施設野菜 レンコン,水稲 パート 3 レンコン,水稲栽培,収穫 土浦市
時給900円～1,200円
(試用期間3ヶ月時給900円)

無 6:00～17:00
週休二日(火曜・土曜)
(気候による変更有り)

有

26 (有）野口肥育牧場 肉用牛 和牛,F1 パート 1
肥育業務
（雇用の定め有り6ヶ月毎更新）

稲敷市
労災
（応相談）

時給850～1,000円
通勤手当上限5,000円

無
7:30～17:30
（相談に応じる）

月4～5日

27 つくば沼尻ファーム(沼尻務） 施設野菜,露地野菜
ネギ,レタス,白菜,ピーマン,
ゴボウ,長芋等多品目(年
間20品目以上)

パート 2 農作業全般 つくば市
労災,雇用
（労働時間に
より加入）

時給822円～950円
(試用期間3ヶ月時給822円)

無 8：00～17：00(実働7H) 週3日以上勤務で応相談

28 (株)HATAKEカンパニー 施設野菜,露地野菜
ベビーリーフ,ハーブ,
ミニ根菜,ホウレンソウ

有機 パート 10
生産業務及び
出荷業務

つくば市
労災,雇用
（労働時間に
より加入）

時給850円
通勤手当片道10㎞以上に対し
て10円/㎞

無 9:00～17：00 希望による　シフト制 有

求人情報の詳細については（公社）茨城県農林振興公社（０２９－３５０－８６８６）にお問い合わせください。
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29 （資）YAGIファーマーズCLUB 施設野菜,露地野菜
サトイモ,ハクサイ,ヤツ
ガシラ,ネギ,ホウレンソ
ウ,コマツナ

パート 2 農作業一般 つくば市

労災,雇用
健康,厚生
（労働時間に
より加入）

時給850円
有（会社業
績による）

9:00～17:00 週１日（応相談）

30 中山農産 稲作,施設野菜,露地野菜
米,ネギ,トマト,
ホウレンソウ,コマツナ

パート 2
米・野菜の生産・管理・出荷作業・
農地管理

つくば市 労災,雇用
時給850～1,000円
通勤手当上限5,000円
（試用期間1ヶ月時給に同じ）

無 8:00～17:00
日曜日,お盆,年末年始,
他応相談

31 文蔵　雄嗣 花き，稲作 フリージア,米 パート 1 農作業全般 つくばみらい市 労災
時給850円
通勤手当上限10,000円

無 8:30～18:00（応相談）
月6日（応相談）
土日出来ると尚可

32 高島　重和 稲作,露地野菜 米,ネギ,レタス パート 2 農作業全般 筑西市
労災,雇用
(採用時加入)

時給1,000円 無 8:00～17:00 土曜日

33 須藤　農園 稲作,施設野菜
スイカ,トマト,レタス,
米

パート 2 作物管理,収穫他 桜川市 労災 時給830～850円 無
8:00～17:00
(月平均残業40時間)

週休2日

34 平岡農園 露地野菜
レタス,キャベツ,ハクサ
イ

パート 2 種まきから収穫まで全般 八千代町
労災
(雇用保険は
採用時加入)

時給900円～1,200円
(試用期間1ヶ月時給900円)

無
7:00～17:00(3月～11月)
8:00～17:00(12月～2月)
気候により変更有

曜日・日数等は本人の希
望を優先(週休二日も可
能)

有

35 (株)清水農園 畑作,施設野菜,露地野菜
レタス,ニンジン,トウモロコ
シ,ニガウリ,ハクサイ,リー
フレタス等

パート 2 野菜の収穫から箱詰め作業 古河市 労災 時給850円 無
8:30～17:00
（相談に応じる）

土・日

36 古河農業生産(株) 露地野菜
キャベツ,レタス,
ナガネギ

パート 3 農作業全般 古河市

労災,雇用
健康,厚生(社
会保険は時間
による）

時給822円
有年2回
（実績によ
る）

8:00～17:30 土曜日,他相談に応じる

再掲 37 (有)三和園芸 花・植物
花苗,野菜苗,多肉植
物,
屋上緑化,鉢花

パート 5 植物の栽培・管理,出荷作業 古河市 労災,雇用 時給822円 無
①8:30～17:00(3月～5月,10月)
②9:00～16:00

土・日曜日,祭日

求人情報の詳細については（公社）茨城県農林振興公社（０２９－３５０－８６８６）にお問い合わせください。


