
★　この求人情報は先週１週間（７月１９日～７月２１日）に受理した新規求人及びおよそ３週間前

　　（６月２８日～７月２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８月４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）　　○黒部市勤労青少年ホーム

７月２８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！

　　　　　　★新型コロナウィルス感染防止のため、今後の状況により中止になる場合があります。
　　　　　　　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いします。

　　　　　　★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

７月２８日（水）
10:00～
　1時間

程度

魚津公共職業安定所

１階　会議室

株式会社　サンキョウテクノス
タッフ　富山営業所 18歳以上 2人

パックご飯の製造作業および製造付
帯業務

16040-3239511 入善町

２人
車の部品（ドア枠）ゴムの検査・

加工（入善）
16040-2466611

２人 自動車部品（枠ゴム）溶着成形 16040-2482611

１人 車載部品検査、箱詰業務 16040-2474611

２人 砂型成形業務 16040-2476111

44歳以下 １人 派遣会社の労務管理 16040-2511011

２人 車ドア（枠ゴム）部品溶着成形 16040-2470511

２人
車の部品（ドア枠）ゴムの検査・

加工（黒部）
16040-2472011

３人 電子部品製造オペレーター 16040-2696711

２人 飲料製造のオペレーター業務 16040-2725211

不問 ５人 電子部品の組立 16040-2478811 魚津市

不問 ３人 電子部品の組立作業 16040-2510411 滑川市

59歳以下 1人 製造スタッフ（未経験者可） 16040-3332711

59歳以下 1人
電子機器の組立・検査スタッフ（未経

験可）
16040-2992811

59歳以下 1人
製造設備のオペレーター（将来のマ

ネージャー候補者）
16040-2499311

不問 1人 アレルギー調理補助 16010-8760811 魚津市

59歳以下 2人
調理社員（黒部市学校給食セン

ター）
16010-11440111 黒部市

59歳以下 2人
調理社員（魚津市学校給食セン

ター）
16010-11450711 魚津市

59歳以下 1人
調理社員（魚津市学校給食セン

ター）
16010-10085411 魚津市

不問 1人 調理補助 16010-10626111 魚津市

８月１９日（木）
14:00～
　1時間

程度

魚津公共職業安定所

１階　会議室

小池産業株式会社
富山分室

不問 1人 営業 16040-3223011 魚津市

８月12日（木）
14:00～
　1時間

程度

魚津公共職業安定所

１階　会議室

株式会社　東洋食品
北陸事業部

朝日町不問

18歳以上

不問

魚津市

不問

８月３日（火）
株式会社　シキノハイ

テック
魚津公共職業安定所

１階　会議室

13:30～
　1時間

程度

７月２８日（水）
14:00～
　1時間

程度

魚津公共職業安定所

１階　会議室

株式会社
アイティ興産

入善町

黒部市

　　　　　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



　「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。

　○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   　  ８月４日（水） 午前９時３０分～午後３時３０分

  　  ８月１８日（水） 午前９時３０分～午前１２時００分

 ◆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）

　○看護職の就業支援相談　　　［原則　毎月第２水曜日］

  日　 時       ８月１１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）

　　　　　　　　　　　　 ・お問い合わせは、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。

　　　　　　★新型コロナウィルス感染防止のため、今後の状況により中止になる場合があります。
　　　　　　　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いします。

　　　　　　★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

７月２８日（水）
10:00～
　1時間

程度

魚津公共職業安定所

１階　会議室

株式会社　サンキョウテクノス
タッフ　富山営業所 18歳以上 2人

パックご飯の製造作業および製造付
帯業務

16040-3239511 入善町

２人
車の部品（ドア枠）ゴムの検査・

加工（入善）
16040-2466611

２人 自動車部品（枠ゴム）溶着成形 16040-2482611

１人 車載部品検査、箱詰業務 16040-2474611

２人 砂型成形業務 16040-2476111

44歳以下 １人 派遣会社の労務管理 16040-2511011

２人 車ドア（枠ゴム）部品溶着成形 16040-2470511

２人
車の部品（ドア枠）ゴムの検査・

加工（黒部）
16040-2472011

３人 電子部品製造オペレーター 16040-2696711

２人 飲料製造のオペレーター業務 16040-2725211

不問 ５人 電子部品の組立 16040-2478811 魚津市

不問 ３人 電子部品の組立作業 16040-2510411 滑川市

59歳以下 1人 製造スタッフ（未経験者可） 16040-3332711

59歳以下 1人
電子機器の組立・検査スタッフ（未経

験可）
16040-2992811

59歳以下 1人
製造設備のオペレーター（将来のマ

ネージャー候補者）
16040-2499311

不問 1人 アレルギー調理補助 16010-8760811 魚津市

59歳以下 2人
調理社員（黒部市学校給食セン

ター）
16010-11440111 黒部市

59歳以下 2人
調理社員（魚津市学校給食セン

ター）
16010-11450711 魚津市

59歳以下 1人
調理社員（魚津市学校給食セン

ター）
16010-10085411 魚津市

不問 1人 調理補助 16010-10626111 魚津市

８月１９日（木）
14:00～
　1時間

程度

魚津公共職業安定所

１階　会議室

小池産業株式会社
富山分室

不問 1人 営業 16040-3223011 魚津市

８月12日（木）
14:00～
　1時間

程度

魚津公共職業安定所

１階　会議室

株式会社　東洋食品
北陸事業部

朝日町不問

18歳以上

不問

魚津市

不問

８月３日（火）
株式会社　シキノハイ

テック
魚津公共職業安定所

１階　会議室

13:30～
　1時間

程度

７月２８日（水）
14:00～
　1時間

程度

魚津公共職業安定所

１階　会議室

株式会社
アイティ興産

入善町

黒部市

　　　　　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



ID: @cwr7681m

県東部ハローワークのイベント情報を

ＬＩＮＥでまとめてお届けします !

ハローワーク魚津

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
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。

訓練期間
8：5０～１6：1０ （土・日・祝日・年末年始を除く）

実施施設 富山県技術専門学院新川センター

定 員 10名

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 令和3年 ８月10日（火）～令和3年 9月２7日（月）

令和3年１０月13日（水）～ 令和4年 3月１8日（金）

訓練場所 〒938-0031 黒部市三日市10

最新の施工技術が学べます！！

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

公共職業訓練
介護サービス科

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11000円程度

の自己負担が必要です。）

訓練内容

在宅介護や施設介護（施設入所者の日常生活全般に関わる援助）

等に必要な知識と技能が習得できます。

訓練期間
8：5０～１6：1０ （土・日・祝日を除く38日間）

令和 3年 10月 27日(水)～ 令和３年 12月21日(火)

実施施設 富山県技術専門学院新川センター

定 員 20名

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 令和３年 8月 24日(火) ～ 令和３年 10月11日(月)

訓練場所
〒938-0031

黒部市三日市10

介護職員初任者研修資格取得できます !!

■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） 8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 20 8/24 (火) ～ 1/28 (金) 6ヶ月 6/28 (月) ～ 8/5 (木) 8/12 (木)

富山市 技術専門学院　本校 10 9/16 (木) ～ 2/25 (金) 6ヶ月 7/20 (火) ～ 8/31 (火) 9/6 (月)

富山市 技術専門学院　本校 10 10/7 (木) ～ 3/15 (火) 6ヶ月 7/26 (月) ～ 9/21 (火) 9/27 (月)

黒部市 技術専門学院　新川センター 10 10/13 (水) ～ 3/18 (金) 6ヶ月 8/10 (火) ～ 9/27 (月) 10/1 (金)

黒部市 技術専門学院　新川センター 20 10/27 (水) ～ 12/21 (火) 2ヶ月 8/24 (火) ～ 10/11 (月) 10/14 (木)

◎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

 （実施場所が富山市～黒部市から抜粋） 7月募集開始分まで掲載

実施
場所

訓練実施機関/施設 定員

富山市
(株)エーピーエス
アルファデータパソコンスクール富山校 10 8/24 (火) ～ 12/23 (木) 4ヶ月 7/2 (金) ～ 8/3 (火) 8/10 (火)

富山市
(株)建築資料研究社富山支店
日建学院富山校

10 9/16 (木) ～ 1/14 (金) 4ヶ月 7/28 (水) ～ 8/27 (金) 9/2 (木)

◎富山職業能力開発促進センター（ポリテクセンター富山） 7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 12 9/1 (水) ～ 2/28 (月) 6ヶ月 7/2 (金) ～ 8/6 (金) 8/17 (火)

■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） 6月募集開始分まで掲載

実施
場所

訓練実施機関/施設 定員

富山市
(株)スキル
(株)スキル

ＷＥＢクリエイター科 実践 15 9/1 (水) ～ 1/28 (金) 5ヶ月 5/28 (金) ～ 8/3 (火) 8/10 (火)

富山市
(株)エーピーエス
アルファデータパソコンスクール富山校

ビジネスパソコン・
　　　　　　　　簿記経理科

基礎 15 9/29 (水) ～ 12/28 (火) 3ヶ月 6/17 (木) ～ 8/23 (月) 9/2 (木)

環境エネルギー設備科
(配管・制御コース)

介護職員(初任者)養成科
(企業実習付)

訓練期間 募集期間

訓練期間

金属ものづくり基礎科

訓練科名

造園管理科

募集期間

選考日

テクニカルメタルワーク科

エコ住宅リフォーム科
（一般コース）

介護サービス科

選考日

訓練科名

ビジネス事務科
(企業実習付)

選考日訓練科名 訓練期間 募集期間

訓練科名 訓練期間 募集期間 選考日

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）

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、募集期間の変更や中止される場合があります。
また、新型コロナウィルス感染拡大防止の為、訓練開始日が予定日よりも遅くなったり、中止と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。

R3.7.21現在

　「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。

　○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   　  ８月４日（水） 午前９時３０分～午後３時３０分

  　  ８月１８日（水） 午前９時３０分～午前１２時００分

 ◆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）

　○看護職の就業支援相談　　　［原則　毎月第２水曜日］

  日　 時       ８月１１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）

　　　　　　　　　　　　 ・お問い合わせは、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。



※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。

令和 3年 8月 12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 ５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４５分（受付開始：午前９時４５分～）

■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） 8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 20 8/24 (火) ～ 1/28 (金) 6ヶ月 6/28 (月) ～ 8/5 (木) 8/12 (木)

富山市 技術専門学院　本校 10 9/16 (木) ～ 2/25 (金) 6ヶ月 7/20 (火) ～ 8/31 (火) 9/6 (月)

富山市 技術専門学院　本校 10 10/7 (木) ～ 3/15 (火) 6ヶ月 7/26 (月) ～ 9/21 (火) 9/27 (月)

黒部市 技術専門学院　新川センター 10 10/13 (水) ～ 3/18 (金) 6ヶ月 8/10 (火) ～ 9/27 (月) 10/1 (金)

黒部市 技術専門学院　新川センター 20 10/27 (水) ～ 12/21 (火) 2ヶ月 8/24 (火) ～ 10/11 (月) 10/14 (木)

◎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

 （実施場所が富山市～黒部市から抜粋） 7月募集開始分まで掲載

実施
場所

訓練実施機関/施設 定員

富山市
(株)エーピーエス
アルファデータパソコンスクール富山校 10 8/24 (火) ～ 12/23 (木) 4ヶ月 7/2 (金) ～ 8/3 (火) 8/10 (火)

富山市
(株)建築資料研究社富山支店
日建学院富山校

10 9/16 (木) ～ 1/14 (金) 4ヶ月 7/28 (水) ～ 8/27 (金) 9/2 (木)

◎富山職業能力開発促進センター（ポリテクセンター富山） 7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 12 9/1 (水) ～ 2/28 (月) 6ヶ月 7/2 (金) ～ 8/6 (金) 8/17 (火)

■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） 6月募集開始分まで掲載

実施
場所

訓練実施機関/施設 定員

富山市
(株)スキル
(株)スキル

ＷＥＢクリエイター科 実践 15 9/1 (水) ～ 1/28 (金) 5ヶ月 5/28 (金) ～ 8/3 (火) 8/10 (火)

富山市
(株)エーピーエス
アルファデータパソコンスクール富山校

ビジネスパソコン・
　　　　　　　　簿記経理科

基礎 15 9/29 (水) ～ 12/28 (火) 3ヶ月 6/17 (木) ～ 8/23 (月) 9/2 (木)

環境エネルギー設備科
(配管・制御コース)

介護職員(初任者)養成科
(企業実習付)

訓練期間 募集期間

訓練期間

金属ものづくり基礎科

訓練科名

造園管理科

募集期間

選考日

テクニカルメタルワーク科

エコ住宅リフォーム科
（一般コース）

介護サービス科

選考日

訓練科名

ビジネス事務科
(企業実習付)

選考日訓練科名 訓練期間 募集期間

訓練科名 訓練期間 募集期間 選考日

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）

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、募集期間の変更や中止される場合があります。
また、新型コロナウィルス感染拡大防止の為、訓練開始日が予定日よりも遅くなったり、中止と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。

R3.7.21現在


