２月２７日号
滑川公共職業安定所
滑川市辰野１１番地６

TEL

076（475）0324

※ この情報は ２月１８日～ ２月２２日にハローワークに申し込まれた求人のうち、就業場所が
滑川市、上市町、立山町、舟橋村の求人を掲載しています｡
※ 発行日は原則水曜日ですが、休日の都合で変更になる場合があります。
※ 求人情報は、上市町役場、立山町役場、舟橋村役場、上市町図書館、立山町図書館、立山舟橋商工会本所・
舟橋支所（舟橋駅２Ｆ図書館内）及び社会福祉協議会（滑川、上市、立山、舟橋）でも閲覧できます。
※ 土日祝・夜間には、ハローワーク滑川の玄関横に設置してある求人情報ボックスをご利用ください。

ハローワークインターネットサービスでも求人情報が検索できます

https://www.hellowork.go.jp/

求人情報のご利用にあたって

☆ 求人の詳しい内容をお知りになりたい方、面接を希望される方 は ハローワーク滑川 まで
お越しください。
☆ 応募書類を送付する際や面接選考の際には、ハローワーク滑川の発行する紹介状を
添えてください。
☆ ハローワークでは随時紹介しています。
この中にもすでに応募を締め切っている求人もありますので、早めにハローワーク滑川
にお越しください。
☆ 求人情報には、雇用期間に定めのあるものも含まれています。
詳細については相談窓口でお尋ねください。
コース

３月

日

程

時

間

場

無料
基本

３月７日（木）

所

サン・アビリティーズ滑川

9：30～11：30

１Ｆ大研修室
※受付は 30 分前より行います。

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の方など。
この「就職支援セミナー」は失業認定時に「求職活動実績」として認定され
るものです。

内容

求職活動の進め方・自己理解・応募資料の作成・面接技法の向上にかかる

【

会

場

】

サン・アビリティーズ滑川
滑川市柳原 1537-2

講義・実習を行い求職に必要な知識や技法を内容としたセミナーです。

厚生連滑川病院

写

市役所

至富山

ショッピングセンター

至魚津

エール

（TEL：076-475-3342）

滑川駅
辰野跨線橋

地鉄

滑川駅

★基本コース

ハローワーク滑川

①再就職までの過程と求人情報
柳原新町交差点

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
★演習コース

ﾍｱｰｻﾛﾝうちい

ｻﾝｱﾋﾞﾘﾃｨｰｽﾞ滑川
運
動
公
園

職務経歴の整理と職務経歴書作成のポイント

入
口

駐車場
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ
柳原南交差点

申込方法

受講をご希望の方は「受講申込」が必要です。ハローワークの受付・
相談窓口にある「就職支援セミナー受講申込書」にご記入の上、
ご提出ください。
2 つのコースを受講希望の方は、各コースの受講申込書をご記入ください。
※受講受付後「申込書」をお返ししますので、当日会場でお見せください。

柳原仕入交差点

しまむら

（すし屋）

滑川消防署

ＪＡ
柳原交差点

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ

祭ばやし
柳原東交差点

至魚津

パスタ

国道 8 号線

野町東交差点

至魚津
至滑川Ｉ｡Ｃ｡

０７６－４７５－０３２４

専門学校

写
ショッピングセンター

至富山

ハローワーク滑川

総
合
体
育
セ
ン
タ
ー

ｸｽﾘのｱｵｷ

滑川消防署前交差点
県道 135 号線
至富山

稲泉交差点

お申込・お問合せ

柳原宮ノ東交差点

室
内
温
水
プ
ー
ル

ハロートレーニング（職業訓練）一覧 (訓練開始日順）

各訓練の詳細はお近くのハローワークにお尋ね下さい。

訓練
種別

区分

定
員

30県
企業組合労協センター事業団
129

一般

25

H31/2/4(月)

H31/3/5(火)

H31/3/26(火)

H31/9/25(水) 6ヶ月

H31/3/11(月)

11(株)スキル
0050

実践

15

H30/11/19(月)

H31/2/28(木)

H31/3/29(金)

H31/8/28(水) 5ヶ月

H31/3/6(水)

31県 学校法人富山国際学園
1013
富山短期大学

一般

実施
場所

訓練科名

技専
富山市 介護職員（実務者）養成科
本校
支援

富山市 Ｗｅｂクリエイター科

技専
富山市 介護福祉士養成科
本校

訓練
番号

訓練実施校名

募集期間
募集開始～終了

H31年2月20日現在
訓練期間

選考日

訓練開始～終了

8

H31/1/29(火)

H31/3/5(火)

H31/4/3(水)

H33/3/31(水) 24ヶ月

H31/3/11(月)

砺波 南砺市 パソコン事務科

県技術専門学院砺波センター

一般

10

H31/2/1(金)

H31/3/4(月)

H31/4/4(木)

H31/7/9(火) 4ヶ月

H31/3/11(月)

新川 黒部市 ビジネス実務科（パソコン・経理）

県技術専門学院新川センター

一般

20

H31/2/13(水)

H31/3/12(火)

H31/4/4(木)

H31/7/18(木) 4ヶ月

H31/3/19(火)

ポリ

高岡市 ＣＡＤ／ＣＡＭ技術科

ポリテクセンター富山

8

H31/2/4(月)

H31/3/8(金)

H31/4/4(木)

H31/9/27(金) 6ヶ月

H31/3/16(土)

ポリ

高岡市 ＣＡＤ／ＮＣ技術科

ポリテクセンター富山

12

H31/2/4(月)

H31/3/8(金)

H31/4/4(木)

H31/9/27(金) 6ヶ月

H31/3/16(土)

ポリ

高岡市 電気設備技術科

ポリテクセンター富山

15

H31/2/4(月)

H31/3/8(金)

H31/4/4(木)

H31/9/27(金) 6ヶ月

H31/3/16(土)

一般

8

H31/1/29(火)

H31/3/5(火)

H31/4/5(金)

H33/3/31(水) 24ヶ月

H31/3/15(金)

一般

8

H31/1/29(火)

H31/3/5(火)

H31/4/5(金)

H33/3/31(水) 24ヶ月

H31/3/13(水)

一般

5

H31/1/29(火)

H31/3/5(火)

H31/4/5(金)

H33/3/31(水) 24ヶ月

H31/3/13(水)

一般

10

H31/1/29(火)

H31/3/5(火)

H31/4/8(月)

H33/3/31(水) 24ヶ月

H31/3/12(火)

一般

8

H31/1/18(金)

H31/3/12(火)

H31/4/8(月)

H33/3/31(水) 24ヶ月

H31/3/15(金)

一般

20

H31/2/1(金)

H31/3/13(水)

H31/4/9(火)

H31/7/18(木) 4ヶ月

H31/3/22(金)

若年者 10

H31/2/1(金)

H31/3/13(水)

H31/4/9(火)

H32/3/19(木) 12ヶ月

H31/3/19(火)

技専
本校
技専
本校
技専
本校
技専
本校
技専
本校

31県
1012
31県
1014
31県
1023
31県
1021
31県
1032

滑川市 介護福祉士養成科
射水市 介護福祉士養成科
射水市 保育士養成科
高岡市 保育士養成科
富山市 美容師養成科

社会福祉法人周山会
富山医療福祉専門学校
学校法人浦山学園
富山福祉短期大学
学校法人浦山学園
富山福祉短期大学
高岡第一学園
幼稚園教諭・保育士養成所
学校法人和楽学園
専門学校富山ビューティーカレッジ

技専 富山市 ＯＡ事務科（販売事務）

県技術専門学院本校

技専 富山市 金属加工科（企業実習付）

県技術専門学院本校

技専 富山市 金属ものづくり基礎科

県技術専門学院本校

技専
本校
技専
本校
技専
本校
技専
本校
技専
本校
技専
本校

富山市 介護福祉士養成科
富山市 美容師養成科
富山市 精神保健福祉士養成科
射水市 情報システム科
射水市 ホテル・ブライダル科
射水市 総合医療事務科

31県
1011
31県
1031
31県
1041
31県
1051
31県
1061
31県
1071

学校法人臼井学園
北陸ビジネス福祉専門学校
学校法人臼井学園
富山デザイン・ビューティ専門学校
学校法人臼井学園
北陸ビジネス福祉専門学校
学校法人浦山学園
富山情報ビジネス専門学校
学校法人浦山学園
富山情報ビジネス専門学校
学校法人浦山学園
富山情報ビジネス専門学校

新川 黒部市 エコ住宅リフォーム科（一般）

県技術専門学院新川センター

新川 黒部市 エコ住宅リフォーム科（企業実習付）

県技術専門学院新川センター

砺波 南砺市 介護サービス科

県技術専門学院砺波センター

ポリ

ポリテクセンター富山

高岡市 テクニカルメタルワーク科

一般

10

H31/2/1(金)

H31/3/13(水)

H31/4/9(火)

H31/9/20(金) 6ヶ月

H31/3/19(火)

一般

8

H31/1/29(火)

H31/3/5(火)

H31/4/10(水)

H33/3/31(水) 24ヶ月

H31/3/15(金)

一般

8

H31/1/29(火)

H31/3/12(火)

H31/4/10(水)

H33/3/31(水) 24ヶ月

H31/3/15(金)

一般

8

H31/1/29(火)

H31/3/12(火)

H31/4/10(水)

H32/3/31(火) 12ヶ月

H31/3/15(金)

一般

3

H31/2/12(火)

H31/3/18(月)

H31/4/12(金)

H32/3/31(火) 24ヶ月

H31/3/23(土)

一般

8

H31/2/12(火)

H31/3/18(月)

H31/4/12(金)

H32/3/31(火) 24ヶ月

H31/3/23(土)

一般

5

H31/2/12(火)

H31/3/18(月)

H31/4/12(金)

H32/3/31(火) 24ヶ月

H31/3/23(土)

一般

10

H31/2/18(月)

H31/3/28(木)

H31/4/12(金)

H31/9/25(水) 6ヶ月

H31/4/2(火)

若年者 10

H31/2/18(月)

H31/3/28(木)

H31/4/12(金)

H32/3/19(木) 12ヶ月

H31/4/2(火)

20

H31/3/11(月)

H31/4/22(月)

H31/5/9(木)

H31/7/3(水) 2ヶ月

H31/4/24(水)

10

H31/3/12(火)

H31/4/19(金)

H31/5/14(火)

H31/11/5(火) 6ヶ月

H31/4/25(木)

20

H31/3/20(水)

H31/5/7(火)

H31/5/23(木)

H31/7/12(金) 2ヶ月

H31/5/10(金)

若年者 10

H31/4/5(金)

H31/5/22(水)

H31/6/5(水)

H32/5/18(月) 12ヶ月

H31/5/27(月)

H31/5/22(水)

H31/6/5(水)

H31/11/19(火) 6ヶ月

H31/5/27(月)

一般

新川 黒部市 介護サービス科

県技術専門学院新川センター

技専 富山市 木材加工科（企業実習付）

県技術専門学院本校

技専 富山市 木材加工科（一般）

県技術専門学院本校

一般

10

H31/4/5(金)

ポリ

高岡市 ＣＡＤ／ＣＡＭ技術科（導入訓練付）

ポリテクセンター富山

橋渡

12

H31/4/11(木)

H31/5/22(水)

H31/6/11(火)

H31/12/26(木) 7ヶ月

H31/5/30(木)

ポリ

高岡市 ＣＡＤ／ＣＡＭ技術科

ポリテクセンター富山

8

H31/4/25(木)

H31/6/6(木)

H31/7/2(火)

H31/12/26(木) 6ヶ月

H31/6/15(土)

ポリ

高岡市 機械加工技術科（若年者コース）

ポリテクセンター富山

12

H31/4/25(木)

H31/6/6(木)

H31/7/2(火)

H31/12/26(木) 6ヶ月

H31/6/15(土)

ポリ

高岡市 電気設備技術科

ポリテクセンター富山

15

H31/4/25(木)

H31/6/6(木)

H31/7/2(火)

H31/12/26(木) 6ヶ月

H31/6/15(土)

ポリ

高岡市 組込みソフトウェア科

ポリテクセンター富山

18

H31/4/25(木)

H31/6/6(木)

H31/7/2(火)

H31/12/26(木) 6ヶ月

H31/6/15(土)

★訓練種別★

・ポリはポリテクセンター訓練

一般

若年者

・支援は求職者支援訓練

・技専、新川、砺波は県技術専門学院訓練

・技専本校、技専新川、技専砺波は県委託訓練

富山労働局のホームページで
募集中の訓練が確認できます →→

ハロートレーニング説明会のご案内
日

時：平成３１年３月２０日（水）
午後２時００分～午後３時３０分
（受付開始：午後１時４５分～）

場

所：滑川公共職業安定所 ２階会議室
滑川市辰野１１番地６

説明内容：
・職業訓練制度について
・訓練施設の訓練内容について
富山県技術専門学院・ポリテクセンター富山・
その他訓練施設（変更の場合があります）
・ジョブカードについて
・個別相談（希望の方）

（富山労働局ＨＰ＞ハロートレーニング一覧）

●ご持参いただくもの●
・ハローワークカード
・筆記用具
・雇用保険受給資格者証（失業給付を受けている方のみ）
●雇用保険を受給中の方は、「求職活動実績」として認定
されます。
●お申込み・お問合せ先●
ハローワーク滑川
職業相談窓口
ＴＥＬ ０７６（４７５）０３２４
※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下さい。
※先着順で定員(20 名)になり次第、申込みを締め切らせていただきます。
（この説明会は月１回の開催を予定しております）

富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社富山事業所
会社見学会・説明会を開催します！
当社は世界の富士ゼロックスブランドを支える国内唯一の生産会社です。複合機・プリンターで使用される
トナーカートリッジを製造しており、高い技術力と生産性を兼ね備えた消耗品のマザー工場です。
○日 時

○場 所

平成３１年３月１２日（火）、１５日（金）
午前１０時３０分～１２時頃まで
会社見学後、希望者との個別相談にも応じます。
（採用については、最短で４月１日付けとなります。）
富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社富山事業所
滑川市大島１２７７－６

※

１０時２０分、正門前に現地集合となります。

※ 参加を希望される方は３月１１日（月）までにハローワーク滑川職業相談窓口までお申込みください。
（事前予約が必要です。）
職

種

複写機用消耗品の製造・組立業務

電話連絡可 ハローワーク滑川 ０７６－４７５－０３２４
雇用形態

求人番号

期間契約社員

16070-3874881
16070-315091

(３月に求人番号が変わります。)

＊ハローワークカードをお持ちでない方は、事前に求職登録が必要です。なお、雇用保険受給資格をお持ちの方は、求職活動実績となります。＊

社会福祉法人 福梅会
生活支援ハウスほたるの里

株式会社 此川運輸
求人説明会・面接会のお知らせ
○就業場所

○日

求人説明会・面接会のお知らせ

株式会社 此川運輸 滑川営業所
（滑川市東金屋５６）
株式会社 此川運輸 黒部輸送センター
（黒部市荻生４０９３）

時

滑川市下梅沢４２４

○日

平成３１年３月４日（月）

時

１４時００分～１６時００分

平成３１年３月４日（月）
１０時００分～１２時００分

○場

○就業場所

所

○場

所

ハローワーク滑川 ２階会議室
職

職

ハローワーク滑川 ２階会議室

種

人数

長 距 離 運 転 手 （ 大 型 ） ３人

雇用形態

求人番号

年齢

正社員

16040-567591

不問

種

人数

デ イ サ ー ビ ス 看 護 職 １人

雇用形態

求人番号

年齢

正社員

16070-163091

５９歳以下

★担当者の方から直接仕事内容や条件などを確認できます。説明を聞くだけでも構いません。
ハローワークカードを持参のうえ、お気軽にご参加ください。

★担当者の方から直接仕事内容や条件などを確認できます。説明を聞くだけでも構いません。
ハローワークカードを持参のうえ、お気軽にご参加ください。

★面接をご希望の方は、ハローワークカード・履歴書持参でご参加ください。
詳細については、相談窓口でご確認をお願いします。

★面接をご希望の方は、ハローワークカード・履歴書持参でご参加ください。
詳細については、相談窓口でご確認をお願いします。

★雇用保険受給資格をお持ちの方は、求職活動実績となります。お帰りの際、受付にて活動印を
押させていただきますので、雇用保険受給資格者証を持参ください。

★雇用保険受給資格をお持ちの方は、求職活動実績となります。お帰りの際、受付にて活動印を
押させていただきますので、雇用保険受給資格者証を持参ください。

★参加予約は不要です。
ハローワークカードをお持ちでない方は、事前に求職登録が必要になります。

★参加予約は不要です。
ハローワークカードをお持ちでない方は、事前に求職登録が必要になります。

アクサ生命保険 株式会社
富山営業所 滑川分室

富山倉庫 株式会社
富山倉庫 株式会社
求人説明会・面接会のお知らせ

○求人企業

○就業場所

○日

時

求人説明会・面接会のお知らせ

富山倉庫 株式会社 富山東営業所
（中新川郡上市町久金新３１５）

○就業場所

滑川市田中町１３２（滑川商工会議所内）

平成３1年３月５日（火）

○日

平成３１年３月５日（火）

時

１０時００分～１２時００分
○場

所

１４時００分～１６時００分

ハローワーク滑川 ２階会議室

職

種

人数

雇用形態

○場

求人番号

所

年齢

職
業

３人

パート

16070-597491

不問

フ ォ ー ク リ フ ト 倉 庫 作 業 員

２人

パート

16070-670291

不問

検

査

・

梱

包

作

ハローワーク滑川 ２階会議室

★担当者の方から直接仕事内容や条件などを確認できます。説明を聞くだけでも構いません。
ハローワークカードを持参のうえ、お気軽にご参加ください。
★面接をご希望の方は、ハローワークカード・履歴書持参でご参加ください。
詳細については、相談窓口でご確認をお願いします。

種

人数

雇用形態

求人番号

年齢

正社員

16070-483991

６４歳以下

商 工 会 議 所 共 済 ・
１人
福 祉 制 度 推 進 ス タ ッ フ

★担当者の方から直接仕事内容や条件などを確認できます。説明を聞くだけでも構いません。
ハローワークカードを持参のうえ、お気軽にご参加ください。
★面接をご希望の方は、ハローワークカード・履歴書持参でご参加ください。
詳細については、相談窓口でご確認をお願いします。

★雇用保険受給資格をお持ちの方は、求職活動実績となります。お帰りの際、受付にて活動印を
押させていただきますので、雇用保険受給資格者証を持参ください。

★雇用保険受給資格をお持ちの方は、求職活動実績となります。お帰りの際、受付にて活動印を
押させていただきますので、雇用保険受給資格者証を持参ください。

★参加予約は不要です。
ハローワークカードをお持ちでない方は、事前に求職登録が必要になります。

★参加予約は不要です。
ハローワークカードをお持ちでない方は、事前に求職登録が必要になります。

アルコット 株式会社

立山貫光ターミナル 株式会社
立山黒部サービス 株式会社

求人説明会・面接会のお知らせ

求人説明会・面接会のお知らせ

○日

時

○就業場所

平成３１年３月７日（木）

ホテル立山
（中新川郡立山町芦峅寺室堂）

１０時００分～１２時００分
○場
職種

所

立山黒部サービス 株式会社 舟橋事務所
（中新川郡舟橋村舟橋４５-３）

ハローワーク滑川 ２階会議室
就業場所

人数

雇用形態

求人番号

年齢

医療法人社団 秀林会
吉見病院
（滑川市清水町３番２５号）

１人

パート

16010-2204391

不問

老人保健施設 なごみ苑
（滑川市野町１６８６番地）

１人

パート

16010-578691

不問

客室清掃

スカイホテル滑川
（滑川市辰野１３７５）

２人

パート

16010-1817691

６９歳以下

オフィス清掃

株式会社 不二越
滑川事業所
（滑川市大掛１７６）

１人

パート

16010-3405091

不問

館内清掃

グリーンビュー立山
（中新川郡立山町千寿ケ原）

１人

パート

16010-557591

不問

清掃

○日

時

平成３１年３月７日（木）
１４時００分～１６時００分

○場

所

ハローワーク滑川 ２階会議室
職

★担当者の方から直接仕事内容や条件などを確認できます。説明を聞くだけでも構いません。
ハローワークカードを持参のうえ、お気軽にご参加ください。
★面接をご希望の方は、ハローワークカード・履歴書持参でご参加ください。
詳細については、相談窓口でご確認をお願いします。
★雇用保険受給資格をお持ちの方は、求職活動実績となります。お帰りの際、受付にて活動印を
押させていただきますので、雇用保険受給資格者証を持参ください。
★参加予約は不要です。
ハローワークカードをお持ちでない方は、事前に求職登録が必要になります。

人数

雇用形態

求人番号

年齢

ホテルフロントスタッフ
（ホテル立山）

種

５人

準職員
住み込み

16010-2361991

不問

ホテルフロント当直スタッフ
（ホテル立山）

１人

準職員
住み込み

16010-4454891

１８歳以上

ホテルレストランスタッフ
（ホテル立山）

１０人

準職員
住み込み

16010-2364891

不問

従業員食堂賄い
（ホテル立山）

１人

準職員
住み込み

16010-2363791

不問

ホテルスタッフ
（ホテル立山）

２０人

パート
通勤

16010-2359191

不問

貨物自動車運転手
（立山黒部サービス 株式会社 舟橋事務所）

２人

準職員
通勤

16010-2336691

不問

★担当者の方から直接仕事内容や条件などを確認できます。説明を聞くだけでも構いません。
ハローワークカードを持参のうえ、お気軽にご参加ください。
★面接をご希望の方は、ハローワークカード・履歴書持参でご参加ください。
詳細については、相談窓口でご確認をお願いします。
★雇用保険受給資格をお持ちの方は、求職活動実績となります。お帰りの際、受付にて活動印を
押させていただきますので、雇用保険受給資格者証を持参ください。
★参加予約は不要です。
ハローワークカードをお持ちでない方は、事前に求職登録が必要になります。

北陸綜合警備保障 株式会社
富山交通管理センター

アサヒシステム工業 株式会社
求人説明会・面接会のお知らせ

求人説明会・面接会のお知らせ
○就業場所

富山県内各地（呉東）
※応募者の希望地を中心に配置を致します

○日

時

平成３１年３月１２日（火）
１０時００分～１２時００分

○場

所

ハローワーク滑川 ２階会議室

職

種

人数

交 通 誘 導 警 備 員 （ ア ル バ イ ト ） ５人

○就業場所

厚生連滑川病院
（滑川市常盤町１１９）

○日

平成３１年３月１４日（木）

時

１０時００分～１２時００分
○場

雇用形態

求人番号

年齢

パート
雇員

16010-301491

１８歳以上

所

職

ハローワーク滑川 ２階会議室

種

清 掃 （厚生連滑川病院）

人数

雇用形態

求人番号

年齢

２人

パート

16010-1364291

不問

★担当者の方から直接仕事内容や条件などを確認できます。説明を聞くだけでも構いません。
ハローワークカードを持参のうえ、お気軽にご参加ください。

★担当者の方から直接仕事内容や条件などを確認できます。説明を聞くだけでも構いません。
ハローワークカードを持参のうえ、お気軽にご参加ください。

★面接をご希望の方は、ハローワークカード・履歴書持参でご参加ください。
詳細については、相談窓口でご確認をお願いします。

★面接をご希望の方は、ハローワークカード・履歴書持参でご参加ください。
詳細については、相談窓口でご確認をお願いします。
★雇用保険受給資格をお持ちの方は、求職活動実績となります。お帰りの際、受付にて活動印を
押させていただきますので、雇用保険受給資格者証を持参ください。

★雇用保険受給資格をお持ちの方は、求職活動実績となります。お帰りの際、受付にて活動印を
押させていただきますので、雇用保険受給資格者証を持参ください。
★参加予約は不要です。
ハローワークカードをお持ちでない方は、事前に求職登録が必要になります。

★参加予約は不要です。
ハローワークカードをお持ちでない方は、事前に求職登録が必要になります。

『福祉・介護のお仕事就職支援セミナー』

アイディック 株式会社
立山デリカセンター

を開催します！！

求人説明会・面接会のお知らせ

ハローワーク滑川では、福祉・介護分野で働くことに関心のある方を対象とした「福
祉・介護のお仕事就職支援セミナー」を開催します。未経験の方、介護職など福祉のお
仕事に少しでも興味のある方はお気軽にご参加ください！

○就業場所

中新川郡立山町寺田１５６７

○日

平成３１年３月１４日（木）

時

雇用保険を受給中の方は求職活動実績にもカウントされますのでぜひご参加ください。

１４時００分～１６時００分
○場

所

内

ハローワーク滑川 ２階会議室

容

＊福祉・介護分野は未経験だがこれから働いてみようと考えている方、関心・興味の
ある方に最適です。

※3月に求人番号が変わります

職

種

人数

雇用形態

求人番号

年齢

持参するもの

パ ッ ケ ー ジ サ ラ ダ 製 造 ５人

正社員

※16070-3970881

４９歳以下

パ ッ ケ ー ジ サ ラ ダ 製 造 （ 短 時 間 ） ５人

パート

16070-118491

不問

務

ス

タ

ッ

フ １人

パート

16070-120591

不問

★担当者の方から直接仕事内容や条件などを確認できます。説明を聞くだけでも構いません。
ハローワークカードを持参のうえ、お気軽にご参加ください。
★面接をご希望の方は、ハローワークカード・履歴書持参でご参加ください。
詳細については、相談窓口でご確認をお願いします。
★雇用保険受給資格をお持ちの方は、求職活動実績となります。お帰りの際、受付にて活動印を
押させていただきますので、雇用保険受給資格者証を持参ください。
★参加予約は不要です。
ハローワークカードをお持ちでない方は、事前に求職登録が必要になります。

①下記受講申込書（ハローワークの受付印が押されているもの）
③雇用保険受給資格者証（雇用保険を受給中の方のみ）

②筆記用具

日

時

平成３１年３月１９日（火） PM２：００～PM３：３０

場

所

ハローワーク滑川

参加人数
事

○福祉・介護の仕事内容、施設・求人の状況、必要な資格や
その取得方法などの説明

主

催

定員１０名

２階会議室

℡076-475‐0324

（先着順とし、定員になり次第締め切らせて頂きます）

富山労働局
ハローワーク滑川
（社福）富山県社会福祉協議会 富山県健康・福祉人材センター

「事業所ＰＲシート」を見てみませんか
ハローワーク滑川には、各事業所の求める人材や事業所の特徴など、求人票では伝わりにくい内容を事業所ＰＲシートとして公開し、
ワーク・ナビでの画像情報の他、待合椅子にファイリングして掲載しています。
事業所への応募についてご検討の際に是非参考にしてください。
なお、掲載されている事業所が必ずしも、現在、求人を募集しているわけではありません。求人の状況については、事前に職業相談
窓口にお問い合わせください。

掲載事業所一覧(平成３１年２月１８日現在)
事業所名

所在地

大浦電気土木株式会社(ユースエール認定企業)

滑川市

株式会社マツダ(ユースエール認定企業)

滑川市

アイディック株式会社立山デリカセンター

立山町

株式会社内山精工

上市町

社会福祉法人 風の詩

上市町

有限会社カネツル砂子商店

滑川市

上市通運株式会社

上市町

特定非営利活動法人 かみいち福祉の里

上市町

株式会社 ケイエステック

立山町

広進工業株式会社

滑川市

独立行政法人 国立青少年教育振興機構 国立立山青少年自然の家

立山町

交通設備株式会社

滑川市

有限会社 後藤防水工事

滑川市

佐藤鉄工株式会社

立山町

サワケンホーム 澤井建設株式会社

富山市

社会福祉法人周山会 老人保健施設なごみ苑

滑川市

竹本容器株式会社 ジェイ・トム事業所

立山町

中越合金鋳工株式会社

立山町

医療法人社団藤聖会 上市老人保健施設つるぎの庭

上市町

藤堂工業株式会社

滑川市

富山スガキ株式会社

立山町

富山大扇工業株式会社

上市町

日本郵便株式会社滑川郵便局

滑川市

社会福祉法人新川会 四ツ葉園

上市町

ファインプラス株式会社

滑川市

株式会社ＰＬＡＮＴ プラント３滑川店

滑川市

株式会社 ファーストオート

上市町

社会福祉法人 中新川福祉会 ふなはし荘

舟橋村

富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社 富山事業所

滑川市

株式会社 ベステック

滑川市

平成工業株式会社

滑川市

北陸建工株式会社

滑川市

北陸熔断株式会社

滑川市

北陸鋼産株式会社

滑川市

北陸電機製造株式会社

滑川市

株式会社 ホシナパック

滑川市

細川機業株式会社

上市町

丸新志鷹建設株式会社

立山町

株式会社 マクロ・コム・ジャパン

上市町

歯科ミントクリニック

滑川市

医療法人社団 秀林会 吉見病院

滑川市

ＹＫＫＡＰ株式会社 滑川製造所 Ｍ＆Ｅセンター

滑川市

