
★　この求人情報は先週１週間（３月４日～３月８日）に受理した新規求人及びおよそ３週間前

　　（２月１２日～２月１５日）に受理した求人のうち応募可能な求人を掲載しています。

★　次回発行は３月２０日の予定です。

☆　面接を希望される方は、ハローワーク魚津の窓口で「紹介状」の交付を受けてください。

☆　求人票は採用条件の目安です。入社の際に求人者は書面で条件等を明示することになっていますので、十分ご確認ください。

☆　随時紹介を行っており、掲載した求人の中には既に採用済みとなっている場合もありますので、ご了承ください。

☆　魚津所ではナビシステム（求人情報検索システム）により求人公開をしております。また、ネットワーク化により、全国にある

　　ハローワークで受理した求人は県内全てのハローワークでご覧いただけます。

☆　ハローワークインターネットサービスでは、インターネットに公開を希望された求人をご覧になることができます。

　　https://www.hellowork.go.jp/ （直接応募された場合は安定所の紹介にはなりませんので、ご注意ください。）

　　○求人内容でわからないことや詳しいことを知りたい。

　　○過去に出ていた求人の状況を知りたい。　　　　　　　などの相談も行っています。お気軽にご利用ください。

　　　

ハ ロ ー ワ ー ク 魚 津

求　人　情　報

◆下記の場所にも求人情報を配置しておりますのでご利用ください◆

○黒部市働く婦人の家　　　　　　○朝日町商工会　　　　　　○サンウェル（入善町健康交流プラザ）

３月１３日号 

魚津公共職業安定所 
魚津市新金屋1-12-31 
魚津合同庁舎 １階 
 ℡ 0765(24)0365 

ハローワーク魚津の職業相談窓口をご利用ください！ 

基本コース

★日　程★

　再就職に向けての自己分析の視点と方法、再就職の目標設定について説明します。

　　　現在、就職活動中の皆様にとって、困りごとはありませんでしょうか？

　　　「就職支援セミナー」では、就職活動におけるさまざまな事柄について学ぶことができます。

　　　ぜひ参加して就職活動でのポイントを学んでいただき、就職を目指してください！

➣対象者：富山県内各ハローワークに求職登録されている雇用保険受給者等の方

➣この「就職支援セミナー」は、「求職活動実績」（１回カウント）に認められます。

　　当日受講された方には、「受講証明書」をお渡しいたします。

➣参加費、テキスト代ともに無料です。

①再就職までの過程と求人情報

　「求職活動のながれ」「就職情報の入手・活用」「求人情報の活用」を解説します。

　また富山県の雇用状況や企業が求める人材像についても説明します。

②就職活動の心構えと自己理解

③応募書類の作成と面接の受け方

　魅力的な履歴書・職務経歴書の作成ポイントを説明します。

　面接での自己アピールや想定される質問と答え方のポイントを学習します。

　　今月の予定はありません（来月以降は調整中です）

就職支援セミナー
～就職活動を頑張る皆様を応援いたします！～

演習コース

★日　程★

　３月　１５日　（金） ９：３０　～　１１：３０ 新川文化ホール　１０４号室

新川文化ホール

魚津市宮津１１０

℡　0765－23－1123

魅力的な履歴書・職務経歴書の作成

  これまでの仕事の経験を振り返り、面接の際のアピールポイントの分析を行います。

会 場

お申し込み・お問い合わせは、ハローワーク職業相談の窓口まで

ハローワーク魚津 TEL ０７６５－２４－０３６５

主催：富山労働局・ハローワーク

新川まなびの森　天神山交流館

魚津市天神野新１４７－１

℡　0765－31－7001



★該当の求人に興味のある方、面接を希望される方は、お気軽にご参加ください。説明を聞くだけでもかまいません。

★面接を希望される方は、履歴書をご持参ください。また、求職登録が済んでない方は、 事前に求職登録が必要になります。

★雇用保険受給者の方は、求職活動実績となりますので、雇用保険受給資格者証もお持ちください。

場　　　　所 事　業　所　名 年　齢
人
数

職　　　種 求人NO. 就業場所

１８歳
以上

２０人 店舗営業（ホールスタッフ）【魚津店】 18010-4551291

不問 １０人
店舗営業（ホールスタッフ）【魚津店】

（パート）
18010-4548691

１８歳
以上

３人 店舗営業（ホールスタッフ）【黒部店】 18010-3152791 黒部市

２人 販売パート 17080-11657581

４人 販売スタッフ（パート） 17080-11374481

２人 販売パート 17080-11654381

５人 販売スタッフ（パート） 17080-11457781

２人 販売パート 17080-11428681

３人 販売スタッフ（パート） 17080-11369281

１人 営業（産業廃棄物処理） 16040-526591

１人 工場内外での運転及び作業 16040-525291

７人
（請）警備員（交通誘導、

駐車場スタッフ）
16040-270091

５人
（請）警備員（交通誘導員）

（パート）
16040-268891

５人
（請）警備員（駐車場スタッフ）

（パート）
16040-269291

魚津市～
入善町

魚津市

黒部市

入善町、朝日町

不問３月２７日（水）
14:00～
　1時間

程度

魚津職業安定所
１階　会議室

（株）クスリのアオキ

魚津市

３月２８日(木)
14:00～
　1時間

程度

魚津合同庁舎
４階　会議室

（株）エスアール
富山事業所

５９歳
以下

（株）パトロード富山
１８歳
以上

滑川市～
朝日町

魚津市

３月１９日（火）
14:00～
　1時間

程度

魚津職業安定所
１階　会議室

（株）大西商事

会社説明会・面接会は、求人事業所の担当者が指定の日時にハローワーク魚津にて、求人内容を説明のうえ面接するものです。

日　　　時

木造住宅の増改築に関する計画・設計・施工に必要な知識と技能

を習得できます。さまざまな学科や実技をとおして住宅リフォー

ムの基礎、次世代省エネ基準対応住宅の施工実技も行います。

公共職業訓練

エコ住宅リフォーム科
受講生募集のご案内

お申込み 最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）

費 用
受講料は無料（ただし教科書代・諸経費として25000円程度

の自己負担が必要です。）

訓練内容

訓練期間

8：5０～１6：1０ （土・日・祝日・年末年始を除く）

一 般 平成 31年 4月 12日 ～ 平成 31年 9月 25日

実施施設 富山県技術専門学院新川センター

定 員 一般コース10名 企業実習付コース10名(おおむね45歳までの方)

応募資格 公共職業安定所（ハローワーク）に求職申し込みをされている方
公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示を受けられる方

募集期間 平成 31年 2月18日（月）～平成31年 3月 28日（木）

訓練場所
〒938-0031

黒部市三日市10

企業実習付 平成 31年 4月 12日 ～ 平成 32年 3月 19日

　　　～ハローワーク魚津がお仕事探しを応援します～

★担当者制による個別相談や職業紹介など
★登録日から概ね３～６ヶ月

職業相談窓口ではこんな相談をしています。

◆どんな仕事を選択すればいいの？

◆求職活動の進めかたは？

◆履歴書や職務経歴書の書き方

◆面接のアドバイスや模擬面接（予約制）

◆職業訓練を受けたい

ハローワークと自治体で連携し、支援を行っていきます。

お気軽にご来所、またはお電話ください

（０７６５）－２４－０３６５

職業相談窓口



　「看護職・介護職を対象とした出張相談会」を開催しています！
 「看護」、「介護・福祉」に関する資格を持ちながら、実際の仕事は未経験の方、過去に経験があるものの、ブランクがあって職場復帰をためらっておられる方、

  その他業務に必要な資格や職場の実態などについて関心のある方などを対象に、専門の相談員をお招きして、定期的に相談会を開催しています。

　○看護職の就業支援相談　　　［原則　毎月第２水曜日］

  日　 時      ３月１３日（水） 午前１０時～午後４時

 ◆お問合せ先：公益社団法人　富山県看護協会
　 富山県ナースセンター（ＴＥＬ０７６－４３３－５２５１）

　○福祉・介護のお仕事相談コーナー ［原則　毎月第１・３水曜日］

  日　 時      ３月２０日（水） 午前９時３０分～午後４時

 ◆お問合せ先：社会福祉法人　富山県社会福祉協議会
　 富山県健康・福祉人材センター（ＴＥＬ０７６－４３２－６１５６）

  　※３月２０日は、相談会会場において「介護の仕事 就職支援セミナー」を開催！

　　　◎介護の仕事、施設、資格のことなど、専門の相談員がわかりやすく説明します。

　　　・午後１時３０分から　（午後１時１５分から受付）　（１時間半程度）

　　　・定員１０名　先着申込順　（事前に申込みください。定員になり次第締め切ります。)

　　　 ・「雇用保険受給資格者証」（雇用保険受給中の方）をお持ちの方はご持参ください。求職活動実績１回となります。

　　　 ・お問い合わせ・お申込みは、ハローワーク魚津 受付・職業相談窓口まで　電話０７６５－２４－０３６５

会場はいずれもハローワーク魚津 です。

※３月２０日は午後１時３０分から「介護の仕事就職支援セミナー」開催のため、

２時間程度相談会を中断いたします。あらかじめご了承ください。

介護分野の仕事に関心の

ある方なら、どなたでも
参加できます！



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

■公共職業訓練一覧表

◎富山県技術専門学院

 （実施場所が本校及び新川センターのものを抜粋） 3月募集開始分まで掲載

実施
場所

訓練実施施設 定員

富山市 技術専門学院　本校 10 4/9 (火) ～ 3/19 (木) 12ヶ月 2/1 (金) ～ 3/13 (水) 3/19 (火)

富山市 技術専門学院　本校 10 4/9 (火) ～ 9/20 (金) 6ヶ月 2/1 (金) ～ 3/13 (水) 3/19 (火)

富山市 技術専門学院　本校 20 4/9 (火) ～ 7/18 (木) 4ヶ月 2/1 (金) ～ 3/13 (水) 3/22 (金)

黒部市 技術専門学院　新川センター 10 4/12 (金) ～ 3/19 (木) 12ヶ月 2/18 (月) ～ 3/28 (木) 4/2 (火)

黒部市 技術専門学院　新川センター 10 4/12 (金) ～ 9/25 (水) 6ヶ月 2/18 (月) ～ 3/28 (木) 4/2 (火)

黒部市 技術専門学院　新川センター 20 5/23 (木) ～ 7/12 (金) 2ヶ月 3/20 (水) ～ 5/7 (火) 5/10 (金)

◎富山県民間委託職業訓練　・・・民間教育訓練機関等に委託して実施する職業訓練

 （実施場所が高岡市～黒部市から抜粋） 2月募集開始分まで掲載

実施
場所

訓練委託先 定員

射水市 富山情報ビジネス専門学校 3 4/12 (金) ～ 24ヶ月 2/12 (火) ～ 3/18 (月) 3/23 (土)

射水市 富山情報ビジネス専門学校 8 4/12 (金) ～ 24ヶ月 2/12 (火) ～ 3/18 (月) 3/23 (土)

射水市 富山情報ビジネス専門学校 5 4/12 (金) ～ 24ヶ月 2/12 (火) ～ 3/18 (月) 3/23 (土)

※応募資格については窓口にご確認ください。

◎介護労働安定センター富山支所（受講指示対象者講習）
実施
場所

訓練実施施設 訓練科名 定員

富山市
(公財)介護労働安定センター
　　　　　　　　　　富山支所

42 6/3 (月) ～ 11/13 (水) 6ヶ月 2/15 (金) ～ 5/20 (月) 5/21 (火)

◎富山職業能力開発促進センター（ポリテクセンター富山） 3月募集開始分まで掲載

実施
場所

訓練実施施設 定員

高岡市 ポリテクセンター富山 10 5/14 (火) ～ 11/5 (火) 6ヶ月 3/12 (火) ～ 4/19 (金) 4/25 (木)

■求職者支援訓練一覧表
　 （実施場所が富山市～黒部市のものを抜粋） 3月募集開始分まで掲載

実施
場所

訓練実施施設 定員

富山市 ＧＮＯパソコンスクール オフィストレーナー科 実践 9 5/7 (火) ～ 10/4 (金) 5ヶ月 3/1 (金) ～ 3/29 (金) 4/5 (金)

富山市
(有)ステップアップ
　　　　　　　　富山校

ビジネスＰＣ事務基礎科 基礎 15 5/10 (金) ～ 8/9 (金) 3ヶ月 3/1 (金) ～ 3/25 (月) 4/10 (水)

富山市 クレッセントパソコンスクール 基礎から学ぶ簿記パソコン科 基礎 12 5/14 (火) ～ 9/13 (金) 4ヶ月 3/1 (金) ～ 4/5 (金) 4/12 (金)

富山市 (株)スキル ＷＥＢクリエイター科 実践 15 6/3 (月) ～ 10/31 (木) 5ヶ月 3/1 (金) ～ 4/26 (金) 5/10 (金)

富山市
(株)建築資料研究社
　　          日建学院富山校

パソコンも学べる
　　　介護職員初任者養成科

実践 13 5/10 (金) ～ 8/9 (金) 3ヶ月 3/4 (月) ～ 4/4 (木) 4/10 (水)

募集期間訓練期間訓練科名

金属加工科
(企業実習付コース）おおむね４５歳まで

金属ものづくり基礎科

2021/3

ＯＡ事務科
（販売事務コース）

エコ住宅リフォーム科
(企業実習付コース）おおむね４５歳まで

エコ住宅リフォーム科
（一般コース）

介護サービス科

募集期間

選考日

訓練科名

選考日

選考日

選考日

訓練期間

訓練期間

訓練科名 募集期間

2021/3

総合医療事務科　※

訓練期間 募集期間

介護労働講習
　　　（実務者研修を含む）

情報システム科　※ 2021/3

ホテル・ブライダル科　※

選考日訓練期間 募集期間訓練科名

テクニカルメタルワーク科

受講を希望される皆様へ
《注意》 募集定員に満たない場合は、募集期間を変更する場合があります。また募集定員に達しない場合は中止になる場合も

あります。 今後開催される予定や訓練内容の詳細については 職業相談窓口にて確認してください。
H31.3.11現在

職業訓練について、詳しくは、
富山労働局のホームページをご確認ください。

（富山労働局ＨＰ＞ハロートレーニング一覧）

※参加をご希望の方は、事前に受付又は職業相談窓口にお申し出ください。

※先着順で定員になり次第に、申込みを締め切らせていただきます。

平成 ３１年 ３月 １４日（木）

★この説明会は月に１回程度の開催を予定しております

★新しい技能を身につけて就職したい！とお考えの方は

ぜひご参加ください

ハロートレーニング説明会のお知らせ

お問合せ先
ハローワーク魚津 職業相談窓口 TEL 0765（24）0365

訓練施設
■富山県技術専門学院 ■独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 富山支部

（富山職業能力開発促進センター ポリテクセンター富山）ほか

日 時

魚津合同庁舎 ４階会議室 魚津市新金屋１－１２－３１

内 容 県内の職業訓練施設の担当者に、訓練内容や施設情報などを直接聞く

ことができる絶好の機会です。お気軽にご参加ください！

場 所

ＡＭ１０時～ＡＭ１１時５０分（受付開始：午前９時４５分～）


