
 

ハローワーク三国　　☎0776-81-3262

 

                           ハローワーク三国のホームページにも掲載しています。

                 ≪ハローワーク三国の職業相談窓口をご利用ください≫

  　　　 ◎この他にも多数の求人情報・事業所の写真などの最新情報があります。

  　　 　◎さまざまな就職支援サービスを行っています。

  　　 　　「職業相談・紹介」 「応募書類の作成相談」　「職業訓練受講相談」「職業適正診断（要予約）」等

  　　　 ◎タッチパネル操作で簡単に検索ができる求人公開システムをご利用いただけます。

            ご自身で全国の求人を閲覧できます。求人によっては作業風景などの画像もご覧いただけます。

  　　　　　   ★★ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。★★

  　　　　　　       ご自宅のパソコンやお手持ちのスマートフォンからも求人情報の検索ができます。

　　　　　　　　　　　　 ※シニア向け求人情報誌は、一般求人情報誌と統合しました。

　　　　　　　　　　　　　  この情報誌中で、従来より数を増やして掲載しています！

                           次回発行日は、6月29日（その後は7月10日・7月20日）です。 

ハローワーク三国求人情報
                                                                              Ｈ30.6.20発行

       ◆◇◆職種別に最新求人を掲載しています ◆◇◆

 　　　   ※ハローワークでは職業紹介を随時行っております。既に決定済みとなっている場合はご了承下さい。

              　　　 ★発行日のお知らせ★

            

             ～ この情報は、あわら市役所・坂井市役所（各支所）・セントピアあわら・ＪＲ芦原温泉駅・ 

               三国イーザ・PLANT‐2 坂井店・ピアゴ丸岡の各施設内で配布しています。～ 

ハローワークインターネットサービス  検 索 



求人番号 賃金(パートは時間額）

職種 賃金形態 年齢

雇用形態 休日 週休２日制

雇用期間

18040- 3521181 165,500円～253,000円

≪月給制≫

(1) 8時30分～17時30分 18歳以上 2 名

(2) 6時00分～15時00分

正社員 (3)12時00分～21時00分 他 その他

雇用期間の定めなし (4)17時00分～9時00分

18040- 3344081 213,000円～253,000円

≪月給制≫

(1) 8時30分～17時30分 不問 1 名

(2) 9時30分～18時30分

正社員 日祝他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3194681 153,000円～240,000円

≪月給制≫

(1) 8時30分～17時15分 不問 1 名

正社員 他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3323481 170,000円～230,000円

≪月給制≫

(1) 8時00分～17時00分 59歳以下 1 名

(2) 8時30分～17時30分

正社員 (3) 9時00分～18時00分 日祝他 その他

雇用期間の定めなし (4) 9時30分～18時30分

18040- 3330581 150,000円～180,000円

≪月給制≫

(1) 9時00分～18時00分 不問 1 名

正社員 土日他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3165881 152,800円～234,000円

≪月給制≫

(1) 8時00分～17時00分 不問 2 名

(2) 8時10分～17時00分

正社員 (3) 9時00分～17時00分 日祝他 その他

雇用期間の定めなし 又は 7時00分～18時00分の間の7時間以上

18040- 3180781 213,000円～240,000円

≪月給制≫

(1) 8時30分～17時30分 不問 1 名

(2) 8時00分～17時00分

正社員 日他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3010281 160,000円～230,000円

≪月給制≫

(1) 8時15分～17時15分 18歳以上 2 名

(2)17時00分～ 9時00分

正社員 他 その他

雇用期間の定めなし

ハローワーク三国求人情報 【医療・福祉の職業】 (フルタイム)

◎ 職種別に最新求人を掲載してあります。この他にも多数の求人情報がありますので、ハローワーク三国の職業相談窓口をご利用ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳しくはハローワークの職業相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
◎ ハローワークでは職業紹介を随時行っております。既に決定済となっている場合がありますので、ご了承ください。
◎ この情報は、あわら市役所・坂井市役所(各支所)・セントピアあわら・ＪＲ芦原温泉駅・三国イーザ・PLANT-2坂井店・ピアゴ丸岡の各施設内で配布
　  しています。

番
号

仕事の内容

求人者名 画像あり：
事業所写真

就業場所 募集人数

就業時間
必要な免許資格

加入保険等 　　　〃

1

5

4

2

3

8

6

7

◇老人福祉施設または
　サービス高齢者向け住宅において
　介護職員として入所者の介護・
　介助業務
＊月に１，２回研修があります。
◎就業場所については、ご希望を
　お聞きします。

◇外来診療に関する医療業務全般
＊現在４人の看護師が従事して
　います。
＊就業時間(１）～(４）を４人で
　交替勤務します。

◇乳幼児の一日保育
＊園児との心の会話等による保育
　です。

◇施設を利用する高齢者の介護全般
＊食事・排泄・入浴等の介助や
　レクレーションの参加等。
＊現在２０名程度の方がご利用
　されており、８名で担当して
　います。

社会福祉法人　生喜会 画像あり

介護職員 坂井市丸岡町長畝
１６－３－１ ホームヘルパー２級

又は　介護福祉士　又は

雇用・労災・健康・厚生 介護職員初任者研修

◇一般外来看護業務
＊医師の指示にしたがっての
　診療補助
＊患者さんの体温、血圧、脈拍数等
　の測定

医療法人　キムクリニック 画像あり

看護師 坂井市丸岡町一本田
２５－２３－１ 看護師　又は　准看護師　

雇用・労災・健康・厚生

医療法人　恵仁会　柴田医院

看護師 あわら市二面
４丁目１０９ 看護師 又は　准看護師

雇用・労災・健康・厚生・財形

◇利用者の一般就労に向けての
　職業指導・就労支援
◇運転業務全般
（ワゴン車で施設利用者の送迎）
◇Ａ型事業所運営に関する
　一般事務・庶務全般

コスモ計画　株式会社

職業指導員
＜ハッピーワーク丸岡＞ 坂井市丸岡町一本田

３７－２　２階 普通自動車免許一種

雇用・労災・健康・厚生

社会福祉法人　照育会
るんびに保育園

保育士 坂井市坂井町下兵庫
５６－４ 保育士

雇用・労災・健康・厚生

◇在宅介護高齢者への居宅介護
　サービス提供のため必要な支援を
　行うお仕事です。
＊介護認定や申請及び介護保険関連
　の様々な手続きの代行
＊在宅介護に関する相談窓口
＊居宅サービス計画の作成
＊デイサービス・訪問介護等、
　提供事業者との連絡調整など

社会福祉法人　白女林 画像あり

介護支援専門員 坂井市三国町中央
１丁目１－１５ 介護支援専門員

雇用・労災・健康・厚生

雇用・労災・健康・厚生 普通自動車免許ＡＴ

社会福祉法人　坂井来春会 画像あり

介護職
＜デイサービスさかい＞ 坂井市坂井町折戸

１－５８

雇用・労災・健康・厚生

◇訪問介護業務及び
　看護小規模多機能施設内での
　介護業務
◇介護記録の記載、その他付随する
　業務
◇利用者様の送迎
（キャラバン運転可能な方大歓迎）

シンシアパーム株式会社

介護スタッフ 坂井市坂井町下兵庫
１３２－６－１ 介護職員初任者研修

又は　介護福祉士
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求人番号 賃金(パートは時間額）

職種 賃金形態 年齢

雇用形態 休日 週休２日制

雇用期間

18040- 3638381 1,340円～1,500円

≪時給制≫

不問 1 名

パート労働者 他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3502781 850円～1,000円

≪時給制≫

(1) 7時00分～10時00分 不問 3 名

(2)10時00分～13時00分

パート労働者 (3)16時00分～18時30分 他 毎　週

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3651281 850円～850円

≪時給制≫

(1)10時00分～16時00分 不問 2 名

パート労働者 土日祝他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3577581 850円～850円

≪時給制≫

(1) 8時30分～15時00分 不問 2 名

パート労働者 土日祝他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3489581 1,000円～1,000円

≪時給制≫

不問 1 名

パート労働者 土日祝他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3509981 900円～965円

≪時給制≫

不問 2 名

パート労働者 日他 毎　週

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3136381 800円～1,000円

≪時給制≫

(1) 8時00分～12時00分 不問 1 名

(2)13時00分～17時00分

パート労働者 日他 その他

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3532381 950円～950円

≪時給制≫

(1) 8時30分～16時30分 不問 2 名

(2) 8時00分～13時00分

パート労働者 (3)13時00分～18時00分 土日祝他 毎　週

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

又は 8時00分～18時00分の間の
4時間以上

画像あり

雇用・労災

◇入所されている方への
　介護補助業務
＊食事介助・オムツ交換・
　トイレ誘導　など
※介護補助業務の経験ある方の募集

社会福祉法人　あわら市社会福祉
協議会　金津雲雀ヶ丘寮

画像あり

正・准看護師
（病棟） あわら市花乃杜

１丁目２番３９号 看護師　又は　准看護師

◇障害のある方と共に就労しながら
　技術指導を行っていただきます。
＊就労支援の一例に見本帳作成が
　あります。主に、台紙にサンプル
　貼る・製本をする・検品等の作業
　です。
＊その他、生活指導

株式会社　ひなた工房

福祉用具アドバイザー 坂井市坂井町上兵庫
３８－９－１ 普通自動車免許ＡＴ

障害者支援員 あわら市伊井
６－１１－１

3

1

2
介護補助 あわら市春宮

３丁目２８－２１

又は 8時30分～18時00分の間の
4時間以上

雇用・労災

雇用・労災

◇顧客への福祉用具アドバイス
（繊細な心遣いが必要です）
◇搬入（納品）・搬出業務　
◇顧客管理　など
（在宅顧客のモニタリングや
　関係者カンファレンス出席等）
※繁忙期の月末３日間は勤務希望

株式会社　ケア・システム 画像あり

◇病棟の看護業務
＊患者さんの見回り、服薬の指導、
　食事の介助など
＊体温、血圧、脈拍数などの測定

医療法人　泉壽会（加納病院）

ハローワーク三国求人情報 【医療・福祉の職業】 (パートタイム)

◎ 職種別に最新求人を掲載してあります。この他にも多数の求人情報がありますので、ハローワーク三国の職業相談窓口をご利用ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳しくはハローワークの職業相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
◎ ハローワークでは職業紹介を随時行っております。既に決定済となっている場合がありますので、ご了承ください。
◎ この情報は、あわら市役所・坂井市役所(各支所)・セントピアあわら・ＪＲ芦原温泉駅・三国イーザ・PLANT-2坂井店・ピアゴ丸岡の各施設内で配布
　  しています。

番
号

仕事の内容

求人者名 画像あり：
事業所写真

就業場所 募集人数

就業時間
必要な免許資格

加入保険等 　　　〃

4

5

◇お年寄りの介護
＊食事・排泄・入浴など、
　生活上必要な援助を行います。

医療法人　聖仁会　藤井医院 画像あり

介護助手
＜ひまわりの丘＞ 坂井市三国町陣ケ岡

１６－１３－１８

雇用・労災

◇長寿園での、介護業務全般
＊食事・入浴・排泄等の介助
＊レクリェーション等の支援　など

社会福祉法人　長寿幸元会
（長寿園）

雇用・労災

坂井市三国町黒目
１８－１８

◇環境整備をしながら、乳幼児の
　保育をして頂きます。
＊食事・睡眠・排泄・着替えなどの
　基本的な生活や遊びなどの
　集団生活を通して、社会性の育成
　を行います。
＊園児数は約６０名です。

画像あり

保育士

社会福祉法人　米納津保育所

保育士

雇用・労災

8

介護職員 坂井市丸岡町八ケ郷
２２－４

保育士 坂井市坂井町大味
２７－１４ 保育士

雇用・労災

6

7

雇用・労災

画像あり

又は 8時00分～17時30分の間の
4時間以上

又は 8時00分～17時00分の間の
5時間程度

◇園児の保育
＊乳幼児の世話一般など　
＊食事、睡眠、排泄、着替えなどの
　お世話

社会福祉法人　大関保育園

- 3 -



求人番号 賃金(パートは時間額）

職種 賃金形態 年齢

雇用形態 休日 週休２日制

雇用期間

18040- 3212881 216,500円～360,000円

≪月給制≫

(1) 8時30分～17時30分 不問 2 名

正社員 土日祝他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3665481 160,000円～250,000円

≪月給制≫

不問 1 名

正社員 他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3184081 169,000円～205,000円

≪月給制≫

(1) 8時30分～17時30分 不問 2 名

(2) 8時30分～12時30分

正社員 日祝他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3573081 180,000円～250,000円

≪月給制≫

(1) 9時00分～17時30分 39歳以下 1 名

正社員 土日祝他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3033581 160,400円～162,000円

≪日給制月額≫

(1) 9時30分～18時30分 不問 1 名

(2)10時00分～19時00分

正社員 他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3257381 300,000円～300,000円

≪月給制≫

(1) 8時00分～17時30分 不問 1 名

正社員 他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3226981 136,800円～250,000円

≪月給制≫

(1) 8時40分～17時25分 39歳以下 2 名

(2)12時15分～21時00分

正社員 他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3229781 160,000円～230,000円

≪月給制≫

(1) 9時00分～18時00分 不問 1 名

正社員 月他 毎　週

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～21時00分の間の
8時間

加入保険等 　　　〃

4

ハローワーク三国求人情報 【販売・サービスの職業】 (フルタイム)

◎ 職種別に最新求人を掲載してあります。この他にも多数の求人情報がありますので、ハローワーク三国の職業相談窓口をご利用ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳しくはハローワークの職業相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
◎ ハローワークでは職業紹介を随時行っております。既に決定済となっている場合がありますので、ご了承ください。
◎ この情報は、あわら市役所・坂井市役所(各支所)・セントピアあわら・ＪＲ芦原温泉駅・三国イーザ・PLANT-2坂井店・ピアゴ丸岡の各施設内で配布
　  しています。

番
号

仕事の内容

求人者名 画像あり：
事業所写真

就業場所 募集人数

就業時間
必要な免許資格

ホールスタッフ
＜蟹の坊＞

1

◇営業業務
＊役所、コンサル、ゼネコン等へ
　の定期訪問（福井県嶺北管内）
◇窓口業務
＊配車、出荷等
◇製造管理業務
＊工場内の生産管理、在庫管理及び
　コンクリート製品の研究開発

営業職
または総合職

株式会社　ホクエツ北陸
福井営業所

又は 9時00分～21時00分の間の
8時間

5

6

8

7

2

3

◇国内および海外における
　自社オリジナル商品の開発と
　販売計画
◇デザインイメージを起案
（ＰＣを使って行います）
※小売店での商品開発経験者希望

商品開発

◇外来診療ドクターの補助、および
　看護補助が主な仕事になります。
◇カルテ、伝票の整理
（パソコン操作も多少あり）
◇医療器具の洗浄業務
＊就業時間（２）は水曜日の勤務
　です。

診療補助業務

◇メガネフレーム・レンズの機能や
　ファッションについて
　お客様へのアドバイス
◇商品の陳列・磨き作業　などメガネ販売員

◇ヘア・メイク・着付け等、
　美容全般のアシスタント業務
＊金曜日はナイター営業により
　２１時までの勤務です。アシスタント

◇主に食肉及び食肉惣菜の販売・加工を
　担当していただきます。
＊お客様の対応、接客、他商品の製造、
　加工、補充、発注が主な業務
＊販売方法は対面販売、要望に応じて切る
＊コロッケ、かつ類など惣菜の盛付、油で
　揚げる　等
＊イーザ店～本店の間で配送をする場合が
　まれにあります。（社用車ＡＴ使用）
※日祝日、年末年始勤務できる方

食肉及びお惣菜の販売・
製造・加工
＜イーザ店＞

営業

◇接客サービス業務
＊注文取り、配膳、お会計、
　片づけ、清掃　など

◇カットリボンの販売・営業
◇既存先及び新規開拓
◇営業先は嶺北地方で社用車を
　使用します。
◇県外出張あり（月１回程度）
＊現在、男性が従事しています。

坂井市丸岡町一本田中
３４－７２

雇用・労災

坂井市丸岡町八ケ郷
８字１６ 普通自動車免許一種

雇用・労災・健康・厚生

株式会社　第一望洋楼 画像あり

坂井市三国町宿
１丁目１６

雇用・労災・健康・厚生

医療法人　至捷会　木村病院 画像あり

あわら市北金津
５７－２５

雇用・労災・健康・厚生

矢地繊維工業　株式会社 画像あり

あわら市矢地
１－３－１ 普通自動車免許ＡＴ

雇用・労災・健康・厚生・財形

有限会社　いちしまミート

坂井市三国町三国東
５丁目１－２０ 普通自動車免許ＡＴ

雇用・労災・健康・厚生

ゲンキー　株式会社 画像あり

坂井市丸岡町下久米田
３８－３３ 普通自動車免許一種

ＣＨＵ’Ｓ　ｆｏｒ　ｍａｋｅｓ 画像あり

雇用・労災・健康・厚生・財形

株式会社　さかの　メガネのスカイ 画像あり

坂井市丸岡町一本田
１１－３　ピアゴ丸岡店 普通自動車免許ＡＴ

雇用・労災・健康・厚生
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求人番号 賃金(パートは時間額）

職種 賃金形態 年齢

雇用形態 休日 週休２日制

雇用期間

18040- 3189481 800円～850円

≪時給制≫

(1) 6時00分～11時30分 不問 1 名

パート労働者 月火水木金祝他 毎　週

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3197481 800円～900円

≪時給制≫

(1) 6時00分～ 9時00分 不問 1 名

(2)10時00分～13時30分

パート労働者 (3)16時00分～19時00分 他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 2995381 780円～780円

≪時給制≫

(1)10時00分～14時00分 不問 2 名

(2)19時00分～ 0時00分

パート労働者 (3)21時00分～ 0時00分 他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3578481 800円～1,000円

≪時給制≫

(1) 6時00分～10時00分 不問 3 名

(2)10時30分～14時30分

パート労働者 (3)17時00分～21時00分 他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3120981 830円～900円

≪時給制≫

不問 1 名

パート労働者 他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3111681 1,000円～1,200円

≪時給制≫

(1) 7時15分～11時30分 不問 3 名

(2)17時00分～22時00分

パート労働者 (3)18時00分～22時00分 他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3556181 800円～850円

≪時給制≫

(1)15時00分～21時00分 不問 2 名

(2)16時00分～21時00分

パート労働者 他 その他

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3397681 786円～786円

≪月給制時給≫

(1) 9時00分～17時00分 60歳以上 1 名

パート労働者 土日祝他 毎　週

雇用期間の定めなし

坂井市三国町三国東
２丁目９番２３号
「アプトケア三国内」

雇用・労災

株式会社　勝木書店　ＫａＢｏＳ
プラスゲオ　丸岡店

画像あり

坂井市丸岡町猪爪
２丁目１０１－１

必要な免許資格

加入保険等 　　　〃

ハローワーク三国求人情報 【販売・サービスの職業】 (パートタイム)

◎ 職種別に最新求人を掲載してあります。この他にも多数の求人情報がありますので、ハローワーク三国の職業相談窓口をご利用ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳しくはハローワークの職業相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
◎ ハローワークでは職業紹介を随時行っております。既に決定済となっている場合がありますので、ご了承ください。
◎ この情報は、あわら市役所・坂井市役所(各支所)・セントピアあわら・ＪＲ芦原温泉駅・三国イーザ・PLANT-2坂井店・ピアゴ丸岡の各施設内で配布
　  しています。

番
号

仕事の内容

求人者名 画像あり：
事業所写真

就業場所 募集人数

8

7

1

就業時間

◇スイミングスクール及び
　アスレチックジムの受付業務　
＊利用受付
＊入会の説明
＊玄関やフロント周りの清掃　など

5

6

4

3

2

◇新規先、既存先への自動車販売・
　修理の営業
＊営業範囲は福井県内
＊１日７時間の勤務です。
※営業経験者の募集です。

営業

フロント

◇施設内のレストラン・宴会場での
　接客、配膳業務
＊主な仕事は、料理セッティング、
　料理出し、後片付け等レストラン・宴会場の

サービススタッフ

又は 8時30分～19時00分の間の
5時間以上

又は 8時30分～16時00分の間の
3時間以上

あわら市大溝
１丁目２５－１５ 普通自動車免許一種

雇用・労災・健康・厚生

◇厨房内での施設利用者の給食の
　調理作業
＊その他、付随する作業全般
※土日のみの勤務です。調理員

◇高齢者介護支援施設内での食事の
　提供の仕事です。
＊食べやすいように利用者の方に
　応じて、食材に刻み・ミキサー掛け・
　とろみつけ等を施す作業
＊配膳
＊ワゴンでのお届け
＊食器類の、下洗い・片付けなど
＊利用者５０名程度への提供になります

配膳・調理補助

◇展望カウンターにて展望券の
　販売・電話受付・予約受付
◇売店にてお土産品の販売等・
　店舗の向上・簡単な事務
◇食堂の手伝い　など　

受付・販売・接客

◇宿泊のお客様への料理の運搬
（配膳・下げ膳）
＊お酌の仕事はありません。

接客係

◇書店・レンタルショップ「ゲオ」
　のスタッフ業務
＊レジ業務・商品陳列
＊書籍・雑誌類の発注
＊レンタル商品の返却後処理　など

販売員

社会福祉法人　かすみが丘学園 画像あり

坂井市丸岡町女形谷
５９－１７

労災

シバフーズ

雇用・労災

北潟リゾート　株式会社
（湖畔荘　ｈａｎａ　ゆらり）

あわら市北潟
２１１ 普通自動車免許一種

又は　普通自動車免許ＡＴ

労災

ツーリング観光　株式会社
（東尋坊タワー）

画像あり

坂井市三国町安島東尋坊
６４－４－４１ 普通自動車免許ＡＴ

雇用・労災

坂井市丸岡町長崎
６－７７

雇用・労災

株式会社　栄光自動車工業

荒磯亭（株式会社　雄島館） 画像あり

坂井市三国町米ケ脇
４－４－３４

雇用・労災

アクアスポーツ　株式会社
Ｍ・Ａフィットネスクラブ

画像あり

- 5 -



求人番号 賃金(パートは時間額）

職種 賃金形態 年齢

雇用形態 休日 週休２日制

雇用期間

18040- 3655681 150,000円～180,000円

≪月給制≫

(1) 8時30分～17時30分 34歳以下 1 名

正社員 日祝他 隔　週

雇用期間の定めなし

18040- 3659781 170,300円～198,000円

≪月給制≫

(1) 8時00分～17時05分 18歳～35歳 10 名

(2)16時55分～ 2時00分

正社員 (3)22時55分～ 8時00分 他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3633781 170,000円～170,000円

≪月給制≫

(1) 8時00分～17時00分 34歳以下 1 名

正社員 日祝他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3667881 139,810円～139,810円

≪時給制月額≫

(1) 8時30分～17時10分 不問 2 名

正社員 日祝他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 2973481 180,000円～180,000円

≪月給制≫

(1) 7時30分～15時45分 18歳以上 2 名

(2)15時30分～23時15分

正社員 (3)23時00分～ 7時45分 土日他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 2876981 200,000円～300,000円

≪月給制≫

(1) 8時10分～17時30分 35歳以下 1 名

正社員 日祝他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 2928181 165,000円～250,000円

≪月給制≫

(1) 8時00分～17時00分 不問 1 名

正社員 日祝他 隔　週

雇用期間の定めなし

18040- 3564181 156,000円～195,000円

≪月給制≫

(1) 8時30分～17時30分 不問 2 名

正社員 土日他 その他

雇用期間の定めなし

あわら市伊井
６０字

ハローワーク三国求人情報 【生産工程の職業】 (フルタイム)

◎ 職種別に最新求人を掲載してあります。この他にも多数の求人情報がありますので、ハローワーク三国の職業相談窓口をご利用ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳しくはハローワークの職業相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
◎ ハローワークでは職業紹介を随時行っております。既に決定済となっている場合がありますので、ご了承ください。
◎ この情報は、あわら市役所・坂井市役所(各支所)・セントピアあわら・ＪＲ芦原温泉駅・三国イーザ・PLANT-2坂井店・ピアゴ丸岡の各施設内で配布
　  しています。

番
号

仕事の内容

求人者名 画像あり：
事業所写真

就業場所 募集人数

就業時間
必要な免許資格

加入保険等 　　　〃

電子部品組立・検査 坂井市丸岡町一本田中
４６－１０

雇用・労災・健康・厚生・財形

◇車関係や家電商品等の部品に
　取付けるボリュームスイッチなど
　の組立と検査作業
＊組立には、カシメ機などの治具を
　使用します。
＊検査は、通電による音の確認で
　行います。
＊椅子に座っての作業になります。

有限会社　エムティ加賀

1

◇工作機械の設置・解体・
　メンテナンス
◇工具類の整理・管理
◇パソコン操作
（ワード・エクセル等簡単な入力・
　メール対応）

マシーンツールセンター　株式会社

工作機械の
メンテナンス

雇用・労災・健康・厚生

2

◇アルミ製品に関わる設備の
　オペレーター及びアルミ製品の
　運搬
◇製造所内設備のメンテナンス業務
◇アルミ製品の品質試験・検査業務
◎上記のうち、面接・経歴等から
　適性をみて、いずれかの業務に
　従事いただきます。

株式会社　ＵＡＣＪ　福井製造所

雇用・労災・健康・厚生・財形

画像あり

あわら市熊坂
９－１７－１ 普通自動車免許一種

製造業務 坂井市三国町黒目
２１－１ 普通自動車免許一種

雇用・労災・健康・厚生

◇事務全般
◇部品や材料の調達
◇仕入・注文業務
◇電話応対
◇来客対応（客層は業界の関連業者が
　中心です。）
※ワード文字入力・エクセル表計算が
　できる方希望

岩崎工業　株式会社

画像あり

◇カーテン生地用の織柄の文字や
　デザイン画等をコンピューター上
　に落とし込む業務
　（ドラフト入力）
＊マウスでドットごとに入力して
　いく、細やかな作業です。
＊専用ソフトを使用します。

株式会社　ＪＣレース 画像あり

ドラフト入力業務 坂井市坂井町大味
１３８－２

雇用・労災・健康・厚生

事務職（資材）

8

7

3

6

4

5

普通自動車免許ＡＴ

◇業務用コピー機で使用されるトナー
（粉末状のインク）の製造機械
　オペレーター・充填・梱包作業
「粉砕工程」トナーを大型機械で製造
「充填工程」トナーを容器に充填、梱包
「ＧＶ工程」カラートナーを大型機械で
　製造
＊体力の要る作業です。
＊簡単なパソコン入力作業があります。

株式会社　平山　福井営業所

業務用コピー機使用材料の
製造オペレーター

坂井市坂井町大味６４－１
「（株）リコー福井事業所
　内」

雇用・労災・健康・厚生

◇一般住宅や公共施設等用の
　ガラス・サッシ類の施工業務
＊ガラスの切断・組立・配送
＊サッシの組立・配送・取付作業
＊エクステリア（住居周辺の
　野外構造物）の配送・現場施工
＊配送には軽トラック又は、
　１．５ｔ車を使用します。

株式会社　土田

工務・現場作業 あわら市市姫
４丁目６－４０ 普通自動車免許一種

雇用・労災・健康・厚生・財形

◇溶接
◇組立
◇板金
◇メンテナンス
◇機械加工
◇機械据付

福伸工業　株式会社 画像あり

製造 あわら市池口
５－４６ 普通自動車免許一種

雇用・労災・健康・厚生・財形

- 6 -



求人番号 賃金(パートは時間額）

職種 賃金形態 年齢

雇用形態 休日 週休２日制

雇用期間

18040- 3656981 820円～850円

≪時給制≫

(1) 9時00分～16時00分 不問 1 名

(2)10時00分～17時00分

パート労働者 土日祝他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3624481 820円～820円

≪時給制≫

不問 1 名

パート労働者 他 その他

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3566381 800円～800円

≪時給制≫

(1) 8時30分～15時00分 不問 3 名

パート労働者 土日祝他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3533681 850円～900円

≪時給制≫

不問 1 名

パート労働者 土日祝他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3542981 800円～850円

≪時給制≫

不問 1 名

パート労働者 日祝他 その他

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3504281 850円～900円

≪時給制≫

不問 3 名

パート労働者 他 毎　週

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3402681 870円～870円

≪時給制≫

不問 2 名

パート労働者 土日祝他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3353381 800円～850円

≪時給制≫

不問 2 名

パート労働者 土日他 毎　週

雇用期間の定めなし

普通自動車免許一種

雇用・労災

ハローワーク三国求人情報 【生産工程の職業】 (パートタイム)

◎ 職種別に最新求人を掲載してあります。この他にも多数の求人情報がありますので、ハローワーク三国の職業相談窓口をご利用ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳しくはハローワークの職業相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
◎ ハローワークでは職業紹介を随時行っております。既に決定済となっている場合がありますので、ご了承ください。
◎ この情報は、あわら市役所・坂井市役所(各支所)・セントピアあわら・ＪＲ芦原温泉駅・三国イーザ・PLANT-2坂井店・ピアゴ丸岡の各施設内で配布
　  しています。

番
号

仕事の内容

求人者名 画像あり：
事業所写真

就業場所 募集人数

就業時間
必要な免許資格

加入保険等 　　　〃

1

◇織ネームの製造
＊織機オペレーター業務 西田織マーク　株式会社

織機オペレーター 坂井市丸岡町猪爪
５－１４－２

雇用・労災・健康・厚生

4

普通自動車免許ＡＴ

雇用・労災

3

◇パソコンデータ編集
＊イラストレーター、
　インデザイン、フォトショップを
　使用します。
※イラストレーターＤＴＰの経験
　ある方の募集です。

エスティー印刷社

2

◇精肉コーナーでの惣菜調理、
　商品陳列が主な仕事です。
※土、日、祝日に勤務可能な方希望
 ２名体制でのお仕事です。

有限会社　三里浜農産
（ふれあいパーク三里浜）

画像あり

惣菜調理 坂井市三国町山岸
６７－３－１

◇主に海産物加工食品「味付たら」
　袋詰め前の下処理作業（剥き身）
　の仕事です。
＊包丁を使用します。椅子に座って
　の作業です。
＊現在４人が担当しています。

株式会社　早崎商店

加工食品下処理作業 坂井市三国町神明
３丁目９－１８ 普通自動車免許ＡＴ

雇用・労災

画像あり

野菜のカット加工 坂井市坂井町御油田
３９－２０２

雇用・労災

5

◇撚糸加工における工場内での
　軽作業及び準備作業
＊糸のセット作業
＊糸結び作業
＊機械への糸の補充作業　など
＊使用する糸は、透明で大変細い
　ものです。

古市　株式会社 画像あり

工場内軽作業
＜春江工場＞ 坂井市春江町石塚

２９－１３ 普通自動車免許ＡＴ

雇用・労災

◇車両電気部品等の検査の仕事です
＊目視、及び拡大鏡を使用して
　行います。
＊エアコン完備、クリーンルーム
　でのお仕事です。

有限会社　竹内工作所 画像あり

製品検査 あわら市熊坂
３３－１２－１

7

8

ＤＴＰ・
オンデマンド作業 坂井市丸岡町磯部福庄

２４－２７－１

雇用・労災

◇テープ状の織物の検品及び検反
＊織キズ部分に印を付けたり、
　テープをつなぐ作業
＊視力が必要です。
＊座り作業です。

高岡細巾織物　株式会社 画像あり

織物検品 坂井市丸岡町松川
１－９

雇用・労災

6

◇キャベツ・大根・人参・玉ねぎ・
　ゴボウ・ネギ等の野菜の
　カット加工
（機械加工とピーラーや包丁など
　調理器具を使用しての手加工
（皮むき等）が主な作業です。）
＊営業事務システムのデータ入力
（ワード・エクセル）

株式会社　ベストアグリフーズ

又は 8時30分～16時30分の間の
6時間以上

又は 9時00分～17時00分の間の
5時間程度

又は 8時00分～17時00分の間の
3時間以上

又は 8時00分～17時00分の間の
5時間程度

又は 8時15分～17時15分の間の
4時間以上

又は 8時00分～17時00分の間の
3.5時間以上
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求人番号 賃金(パートは時間額）

職種 賃金形態 年齢

雇用形態 休日 週休２日制

雇用期間

18040- 3442081 180,000円～350,000円

≪月給制≫

(1) 8時00分～17時00分 不問 4 名

正社員 日祝他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3497581 223,000円～303,000円

≪月給制≫

(1) 8時00分～17時00分 不問 2 名

正社員 日祝他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3531081 160,000円～200,000円

≪月給制≫

(1) 8時00分～17時00分 59歳以下 1 名

(2) 7時30分～16時30分

正社員 日祝他 隔　週

雇用期間の定めなし

18040- 2400181 190,000円～322,000円

≪月給制≫

(1) 8時00分～17時00分 不問 1 名

正社員 日祝他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3555281 220,000円～350,000円

≪月給制≫

(1) 8時00分～17時00分 不問 3 名

正社員 日祝他 隔　週

雇用期間の定めなし

18040- 3128381 180,000円～280,000円

≪月給制≫

(1) 8時00分～17時00分 18歳以上 1 名

正社員 日祝他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3054181 154,410円～186,750円

≪月給制≫

(1) 3時00分～12時00分 18歳以上 3 名

正社員 他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3539281 172,205円～172,205円

≪時給制月額≫

(1) 9時00分～17時45分 不問 1 名

正社員以外 土日祝他 毎　週

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

坂井市丸岡町下安田
７－４（（株）松浦組内） 普通自動車免許一種

ハローワーク三国求人情報 【運転・運搬・清掃等の職業】 (フルタイム)

◎ 職種別に最新求人を掲載してあります。この他にも多数の求人情報がありますので、ハローワーク三国の職業相談窓口をご利用ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳しくはハローワークの職業相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
◎ ハローワークでは職業紹介を随時行っております。既に決定済となっている場合がありますので、ご了承ください。
◎ この情報は、あわら市役所・坂井市役所(各支所)・セントピアあわら・ＪＲ芦原温泉駅・三国イーザ・PLANT-2坂井店・ピアゴ丸岡の各施設内で配布
　  しています。

番
号

仕事の内容

求人者名 画像あり：
事業所写真

就業場所 募集人数

就業時間
必要な免許資格

加入保険等 　　　〃

◇一般土木作業として、
　掘削手元、コンクリート打設、
　型枠組立、資材運搬など
＊現場は、嶺北一円になります。

株式会社　石川工務店

一般土木作業員 あわら市市姫
５－１９－１２ 普通自動車免許一種

雇用・労災・健康・厚生

1

採用後、各種保険加入

8

7

◇商品の出荷、積込作業全般
＊建築資材の出荷に係る積込作業
＊作業は一人で行います。
＊１箱２５キロ程度の荷物です。
　重たい物を手積みする事も
　あります。

フルサト工業株式会社
福井営業所

倉庫内作業 坂井市坂井町下兵庫
第２５１－１０－２ 普通自動車免許一種

雇用・労災・健康・厚生

一般土木作業員 坂井市三国町石丸
３２－１２ 普通自動車免許一種

雇用・労災・健康・厚生

6

5

株式会社　吉島組
◇公共工事一般土木　　　　
◇民間土木建築工事
＊現場は嶺北一円になります。

3

4

2

◇建設機械にて掘削・積込・整地等
◇重機による土木工事施工 有限会社　安藤建設

重機オペレーター
（見習い可）

◇電気工事のための資材管理業務
＊資機材の配給・返納・運搬
＊資材倉庫の整理・整頓

磯貝電気工事　株式会社

資材管理 あわら市中川
３２－１９ 中型自動車免許一種

フォークリフト技能者

雇用・労災・健康・厚生・財形 玉掛技能者

◇現場での作業及び作業管理
＊一旦出社してから、社用車で
　現場へ向かいます。
＊現場は主に嶺北です。
＊屋外作業があります。

有限会社　アイワメンテナンス

ビルメンテナンス
・ビル管理 坂井市丸岡町千田

２９－１３ 普通自動車免許一種

雇用・労災・健康・厚生

◇当社製品のお得意様販売店への
　ルート配送業務
＊配送のエリアは嶺北・加賀・小松・
　金沢で、１コースあたり約３５店に
　配達します（固定のコース）。
＊３ｔマニュアル車を使用します。
＊当社の製品とケース込の重量を運ぶ
　ため体力・持久力が必要です。
＊最初の１ヶ月間は同乗教育します。

山崎製パン　株式会社
福井営業所

ルート配送 坂井市丸岡町吉政
２２－２ 中型自動車免許一種

（８ｔ限定中型免許）

雇用・労災・健康・厚生

◇官公庁、企業様、個人様の
　緑地維持管理
＊庭木の剪定や薬散布、雪吊り等
＊街路樹などの公共緑化工事や
　民間造園工事（現場準備作業・
　樹木や草花等の植栽・管理）

株式会社　藤井造園

造園工 坂井市丸岡町安田新
１３－１－１ 普通自動車免許一種

雇用・労災・健康・厚生
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求人番号 賃金(パートは時間額）

職種 賃金形態 年齢

雇用形態 休日 週休２日制

雇用期間

18040- 3670681 820円～950円

≪時給制≫

(1) 9時00分～17時00分 不問 2 名

(2) 9時00分～17時30分

パート労働者 日祝他 毎　週

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3629081 800円～1,000円

≪時給制≫

(1) 8時30分～16時00分 不問 1 名

パート労働者 土日祝他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3654381 830円～830円

≪時給制≫

(1)10時00分～17時15分 不問 1 名

パート労働者 土日祝他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3346681 1,000円～1,000円

≪時給制≫

(1)13時00分～17時00分 不問 2 名

(2) 8時00分～17時00分

パート労働者 日他 毎　週

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 2542581 800円～800円

≪時給制≫

(1) 9時00分～17時00分 不問 1 名

パート労働者 日祝他 隔　週

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3173881 800円～850円

≪時給制≫

不問 2 名

パート労働者 他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 2998581 1,000円～1,000円

≪時給制≫

(1) 6時00分～12時00分 不問 2 名

(2) 7時00分～12時00分

パート労働者 水日他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 2716281 800円～1,000円

≪時給制≫

不問 2 名

パート労働者 他 その他

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

アップル流通　株式会社 画像あり

ルート配送

雇用・労災・健康・厚生

ハローワーク三国求人情報 【運転・運搬・清掃等の職業】 (パートタイム)

◎ 職種別に最新求人を掲載してあります。この他にも多数の求人情報がありますので、ハローワーク三国の職業相談窓口をご利用ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳しくはハローワークの職業相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
◎ ハローワークでは職業紹介を随時行っております。既に決定済となっている場合がありますので、ご了承ください。
◎ この情報は、あわら市役所・坂井市役所(各支所)・セントピアあわら・ＪＲ芦原温泉駅・三国イーザ・PLANT-2坂井店・ピアゴ丸岡の各施設内で配布
　  しています。

番
号

仕事の内容

求人者名 画像あり：
事業所写真

就業場所 募集人数

就業時間
必要な免許資格

加入保険等 　　　〃

3

8

7

6

1

◇ルート配送
＊主にあわら市・坂井市内の
　担当者への商品配達業務
＊その他、ダスキン商品を
　おすすめする活動もあり
　（チラシ配布など）
＊社用車（軽ワゴン車）使用

株式会社　ダスキン福井
坂井支店

倉庫内軽作業
＜きらめき野センター＞ 坂井市坂井町東

第３６－８１

雇用・労災・健康・厚生

2

◇アパレルの、出荷業務
＊ハンディー（小型端末）を
　使用しての商品の棚出し
＊検品・梱包作業

あわら市下番
６７－１５－１０ 普通自動車免許ＡＴ

雇用・労災

◇客先の企業への業務用浄水機器の
　メンテナンス、及び出荷に伴う
　軽作業
＊浄水器の中の使用済樹脂の
　抜き取り作業
＊使用済樹脂の廃棄処理
＊梱包作業
＊２０ｋｇ程度の荷物あり

フィーブリケミカル　株式会社 画像あり

坂井市三国町陣ケ岡
３６－１－１９

4

5

◇乗合タクシー（デマンド交通）
　ドライバー
＊生活のお手伝いドライバー
（通園・通学・通院等の、送り迎え
　等）

ケイカン交通　株式会社 画像あり

タクシー乗務員 あわら市二面
３４－４－８

浄水機器の出荷作業
（企業向け）

◇草刈り及び草刈り後の清掃
◇剪定枝の清掃　など 有限会社　寺岡造園

軽作業 坂井市三国町テクノポート
契約事業所 普通自動車免許一種

労災

普通自動車免許一種

雇用・労災・健康・厚生

◇主にスーパーの業務全般
＊レジ、接客、品出し、発注等
＊惣菜部門の補助
＊配達、お客様の送迎　等

特定非営利活動法人
ピアファーム

画像あり

スーパーの店員 坂井市三国町北本町
「産直市場ピアファーム」
あわら市二面４５－１９－１

雇用・労災
又は 7時00分～19時00分の間の
4時間以上

◇食肉及び食肉加工の荷受の業務
＊電動リフトを使用し、トラック
　から冷蔵・冷凍庫へ商品を設置
　します。

株式会社　サカイ・ミート 画像あり

荷受業務 坂井市坂井町五本
５号１８番地１ 普通自動車免許ＡＴ

雇用・労災

◇レジ打ち、商品陳列、接客などを
　していただきます。 株式会社　山岸 画像あり

レジ・品出し・接客
＜金津店＞ あわら市大溝

一丁目８－１３

雇用・労災
又は 7時00分～20時15分の間の
3時間以上
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求人番号 賃金(パートは時間額）

職種 賃金形態 年齢

雇用形態 休日 週休２日制

雇用期間

18040- 3662681 169,500円～226,000円

≪日給制月額≫

(1) 7時00分～20時30分 不問 2 名

正社員 他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3666781 224,000円～403,200円

≪日給制月額≫

(1) 8時00分～17時00分 不問 1 名

正社員 日祝他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3525981 147,100円～147,100円

≪月給制≫

(1) 8時30分～17時15分 不問 1 名

正社員以外 土日祝 毎　週

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3635281 240,000円～280,000円

≪月給制≫

(1) 8時30分～17時30分 59歳以下 1 名

(2) 8時30分～12時30分

正社員 日祝他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3571281 200,000円～250,000円

≪月給制≫

(1) 8時00分～17時00分 不問 1 名

正社員 日祝他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3559681 138,776円～158,840円

≪時給制月額≫

(1) 8時00分～ 7時59分 18歳以上 2 名

(2)17時00分～ 8時00分

正社員 他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3574381 230,000円～300,000円

≪月給制≫

(1) 8時00分～17時00分 不問 1 名

正社員 日祝他 隔　週

雇用期間の定めなし

18040- 3652181 207,900円～231,000円

≪日給制月額≫

(1) 8時00分～17時00分 不問 1 名

正社員 日祝他 その他

雇用期間の定めなし

ハローワーク三国求人情報 【シニア向け求人】 (フルタイム)

◎ 職種別に最新求人を掲載してあります。この他にも多数の求人情報がありますので、ハローワーク三国の職業相談窓口をご利用ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳しくはハローワークの職業相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
◎ ハローワークでは職業紹介を随時行っております。既に決定済となっている場合がありますので、ご了承ください。
◎ この情報は、あわら市役所・坂井市役所(各支所)・セントピアあわら・ＪＲ芦原温泉駅・三国イーザ・PLANT-2坂井店・ピアゴ丸岡の各施設内で配布
　  しています。

番
号

仕事の内容

求人者名 画像あり：
事業所写真

就業場所 募集人数

就業時間
必要な免許資格

加入保険等 　　　〃

1

6

2

3

4

5

◇来館したお客様へのご案内・
　お見送り
◇お食事の配膳・下げ繕など
＊接客マナーが大切な仕事です。
※土・日曜日・祝日に勤務出来る方
　の募集

有限会社　長谷川旅館

客室接待係 あわら市二面
４８－１４

雇用・労災・健康・厚生

◇看護師としての一般的な業務
＊医師の指示に従い、診療の補助
＊体温、血圧、脈拍数などの測定
＊病室の患者の見回り、服薬の指導
　など
＊パソコンでのデータ入力
※夜勤のできる方（１７時～９時）
＊日勤のみでも可

医療法人　中瀬整形外科医院

◇設計図面からの施工図・
　加工図作成
＊ＣＡＤ等からの図面読み
◇見積りの為の鋼材拾い出し　など

冨田工業　株式会社

図面関係 坂井市丸岡町北横地
４６－４－１ 普通自動車免許一種

雇用・労災・健康・厚生

坂井市丸岡町里丸岡
１－４０ 看護師　又は　准看護師

雇用・労災・健康・厚生

准・正看護師

7

8
現場作業員 あわら市大溝

３－５－１３ 中型自動車免許一種

雇用・労災・健康・厚生

◇産業廃棄物及び資源物
（古紙、金属等）の収集・運搬
＊４ｔ車を使用します。
＊収集先は、主にあわら市・坂井市の
　事業所及び個人宅になります。
◇収集してきた資源の、中間処理業務
＊分別作業
＊機械を使っての圧縮加工作業　など

有限会社　上村商店 画像あり

◇造園・外溝工事・土木工事　等
＊現場は、主に坂井市・あわら市・
　福井市内です。
＊朝、会社に集合し皆で現場へ
　向かいます。
＊長時間の屋外作業です。

有限会社　芦原造園

造園工 あわら市井江葭
７３－６０－４ 普通自動車免許一種

雇用・労災・健康・厚生

◇土木工事現場での掘削・
　吊り上げ・除雪作業　など
※建設車両車（大型特殊）の免許、
　及び運転経験がある方の募集です

丸岡土建　株式会社

建設機械運転手 坂井市丸岡町荒町
１３－２ その他の建設機械運転

普通自動車免許一種

雇用・労災・健康・厚生

◇テクノポート福井企業内における
　警備業務
＊昼夜の出入管理
＊構内の巡視　など
＊当社は、（株）アイビックスの
　関連会社です。

伸海エンジニアリング　株式会社 画像あり

常駐警備員 テクノポート福井企業内
「（株）ＵＡＣＪ　他」 普通自動車免許一種

雇用・労災・健康・厚生

◇施設（足湯、広場等）の管理及び
　関連する業務（事務）
◇契約・請求・支払等の事務
◇その他、観光協会事務補助
（イベントサポート等）
＊パソコン操作（ワード・エクセル
　等）が可能な方

一般社団法人　あわら市観光協会

臨時職員 あわら市二面３３－１－５
えちぜん鉄道　あわら湯の
まち駅舎内 普通自動車免許一種

雇用・労災・健康・厚生
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求人番号 賃金(パートは時間額）

職種 賃金形態 年齢

雇用形態 休日 週休２日制

雇用期間

18040- 3530181 830円～830円

≪時給制≫

不問 5 名

パート労働者 土他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3014681 940円～940円

≪時給制≫

(1)13時00分～18時00分 不問 2 名

(2) 7時30分～18時30分

パート労働者 土日祝他 その他

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3540381 780円～800円

≪時給制≫

(1) 8時30分～17時30分 不問 1 名

パート労働者 他 その他

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3445981 800円～1,000円

≪時給制≫

(1) 8時00分～12時00分 不問 2 名

(2)16時00分～20時00分

パート労働者 他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3642881 900円～900円

≪時給制≫

不問 1 名

パート労働者 土日祝他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3453681 1,000円～1,420円

≪時給制≫

(1) 7時35分～12時35分 不問 2 名

(2)13時00分～20時00分

パート労働者 日他 その他

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3524681 840円～1,000円

≪時給制≫

(1) 6時30分～11時00分 不問 2 名

パート労働者 他 その他

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3562881 820円～850円

≪時給制≫

不問 6 名

パート労働者 他 その他

雇用期間の定めなし

6

8

7

◇ハウス内におけるトマトの
　栽培管理（定植・芽かき・誘引・
　葉かき　等）、収穫、出荷調整
　作業（選果・箱詰め　等）。
◇作業施設内におけるネギの出荷
　調整作業（機械を使った値切り・
　皮むき・結束・袋詰め・箱詰め）。
＊主に屋内作業で重労働はほとんど
　ありません。

三つ星　株式会社

作物の管理・
出荷調整作業 坂井市坂井町下兵庫

２１５－２１および２２

5

4

3

労災

◇新規現場に入るにあたり、
　取引先に提出する書類作成
◇請求書、支払書などの書類作成
◇取引先に集金（自家用車）
◇電話対応

株式会社　松本板金工作所

事務 坂井市丸岡町磯部新保
４－１０ 普通自動車免許ＡＴ

又は 9時00分～16時00分の間の
6時間程度

又は 8時00分～17時00分の間の
4時間以上

2

1

ハローワーク三国求人情報 【シニア向け求人】 (パートタイム)

◎ 職種別に最新求人を掲載してあります。この他にも多数の求人情報がありますので、ハローワーク三国の職業相談窓口をご利用ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳しくはハローワークの職業相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
◎ ハローワークでは職業紹介を随時行っております。既に決定済となっている場合がありますので、ご了承ください。
◎ この情報は、あわら市役所・坂井市役所(各支所)・セントピアあわら・ＪＲ芦原温泉駅・三国イーザ・PLANT-2坂井店・ピアゴ丸岡の各施設内で配布
　  しています。

番
号

仕事の内容

求人者名 画像あり：
事業所写真

就業場所 募集人数

就業時間
必要な免許資格

加入保険等 　　　〃

◇リゾートホテルの朝食バイキングの
　準備とサービス、片付け、清掃
◇厨房で調理された料理や飲物等を所定
　のバイキングラインに並べます。
◇レストランオープン後は、お客様の
　案内、食材や食器の補充、空いた食器
　の片付けを行います。クローズ後は、
　食材や食器の片付け及びレストランの
　清掃を行います。

一般財団法人　休暇村協会
休暇村越前三国

画像あり

ホテルレストランでの
朝食バイキング
サービススタッフ

坂井市三国町崎
１４－４５

雇用・労災

◇ＣＯＯＰ商品のピッキング作業と
　倉庫内の軽作業
＊ライン作業
＊流れてくる箱の中に担当商品を
　ピッキングして入れる作業
＊１人・１６品目程度の食品

エルシーコープ　株式会社 画像あり

ピッキング作業 坂井市丸岡町小黒
７４字２－１

雇用・労災

◇三国競艇場館内にて清掃等の業務
＊主な業務は、館内の男女トイレ
　清掃・ゴミ収集です。
＊月１５日程度の勤務です。
＊採用後、１週間程度の研修が
　あります。

北陸ビルサービス　株式会社 画像あり

清掃業務
＜三国競艇場＞ 坂井市三国町池上

「三国競艇場」

雇用・労災

◇軽四自動車による郵便物配達　　
＊配達地域は、丸岡町内です。
＊軽四自動車を使用します。

日本郵便　株式会社
郵便事業総本部　丸岡郵便局

郵便物の配達
＜丸岡郵便局＞ 坂井市丸岡町今福

１２－４ 普通自動車免許一種

雇用・労災

◇調理場内にて料理の盛り付け、
　洗い物など簡単な作業です。 株式会社　グランディア芳泉 画像あり

調理補助 あわら市舟津
４３－２６

雇用・労災

又は 8時30分～22時00分の間の
4時間以上

◇小学１～６年生までの児童への
　放課後及び長期休暇における
　健全育成指導　
（宿題・おやつ・遊びの見守り等）
＊長期休暇（夏休み・冬休み・
　春休み）

坂井市役所

児童クラブ指導員 丸岡町・春江町の
放課後児童クラブ

雇用・労災・健康・厚生

採用後、雇用・労災
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求人番号 賃金(パートは時間額）

職種 賃金形態 年齢

雇用形態 休日 週休２日制

雇用期間

18040- 3506081 900円～900円

≪時給制≫

18歳以上 1 名

パート労働者 他 毎　週

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3146981 850円～950円

≪時給制≫

(1)12時00分～17時30分 不問 1 名

パート労働者 他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3408281 1,000円～1,500円

≪時給制≫

(1)10時00分～15時00分 不問 1 名

(2) 7時30分～16時30分

パート労働者 土日祝他 毎　週

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3425181 840円～920円

≪時給制≫

不問 4 名

パート労働者 土日他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3127081 830円～900円

≪時給制≫

(1)10時00分～14時00分 不問 2 名

パート労働者 他 その他

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3131781 900円～1,250円

≪時給制≫

不問 3 名

パート労働者 他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3218981 850円～1,000円

≪時給制≫

(1) 7時00分～ 9時00分 不問 1 名

(2) 9時00分～14時00分

パート労働者 (3) 7時00分～14時00分 他 その他

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3036881 778円～778円

≪時給制≫

(1)18時00分～ 0時00分 18歳以上 1 名

パート労働者 他 その他

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の間の
6時間程度

又は 6時00分～22時00分の間の
4時間以上

ハローワーク三国求人情報 【シニア向け求人】 (パートタイム)

◎ 職種別に最新求人を掲載してあります。この他にも多数の求人情報がありますので、ハローワーク三国の職業相談窓口をご利用ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳しくはハローワークの職業相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
◎ ハローワークでは職業紹介を随時行っております。既に決定済となっている場合がありますので、ご了承ください。
◎ この情報は、あわら市役所・坂井市役所(各支所)・セントピアあわら・ＪＲ芦原温泉駅・三国イーザ・PLANT-2坂井店・ピアゴ丸岡の各施設内で配布
　  しています。

番
号

仕事の内容

求人者名 画像あり：
事業所写真

就業場所 募集人数

画像あり

メンテナンス業務 坂井市丸岡町高柳
３字浜１２番地

労災

三国観光産業　株式会社
（三国観光ホテル）

労災

雇用・労災

調理補助

又は 7時00分～10時00分の間の
3時間程度

◇食材のカットや盛りつけ、
　後片付け等簡単なお仕事が
　メインです。

湯快リゾート　株式会社　青雲閣

8

2

4

3

6

5

7

◇当社請負先旅館での
　布団上げ業務・客室清掃・
　共用部清掃

ケービックス中日本株式会社
福井事務所

布団上げ業務・
客室清掃・共用部清掃 あわら市温泉

３－５１１

就業時間
必要な免許資格

加入保険等 　　　〃

1

◇主に遊技台の整備点検、
　メンテナンス作業
◇店内販促物、掲示物の提示、
　交換作業
◇遊技台カードの回収、補充、
　景品の陳列
◇店内外の清掃など

株式会社　ダイナム　福井丸岡店

労災

雇用・労災

◇春江坂井地区の小中学校・幼稚園
　への給食配送
＊１～３ｔトラックを使用
＊託児施設の送迎バスの運行
（月に１回程度・ローテーション
　にて）

◇お客様の夕食の調理補助
◇料理の盛付け、野菜の千切り
　など、簡単なお仕事です。
※土・日・祝日が中心の勤務に
　なります。

株式会社　ユアーズホテルフクイ
福井銀行保養所　若竹荘

画像あり

株式会社　アイエス

あわら市堀江十楽
１ー５５

トラック及び
バス乗務員 春江坂井学校給食センター

三国学校給食センター 普通自動車免許一種

農作物の生産

歩実農園
◇作業小屋での作業
＊白ネギの出荷作業
＊白ネギの結束、箱づめ

客室清掃係 あわら市東温泉
２－２０１

市町村職員共済組合保養所
越路

労災

普通自動車免許ＡＴ

あわら市北潟
２５３－１２４

洗い場、飲み物準備 坂井市三国町緑ケ丘
４－４－８

◇食器洗い・片づけ作業
◇注文に応じて、酒類の準備等
＊冷蔵庫からビール等を出して係に
　渡す、お酒の燗をする作業　など
＊裏方作業です。

◇客室清掃（トイレ含む）
＊多くて１０室ぐらいの清掃です。
＊一人で行って頂きます。

雇用・労災

労災

キッチンスタッフ
（補助） あわら市二面

６８－１
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求人番号 賃金(パートは時間額）

職種 賃金形態 年齢

雇用形態 休日 週休２日制

雇用期間

18040- 3223081 780円～820円

≪時給制≫

(1) 6時00分～ 9時00分 不問 3 名

(2)17時00分～22時00分

パート労働者 (3)22時00分～ 6時00分 他 毎　週

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (4)22時00分～2時00分

18040- 3243481 820円～850円

≪時給制≫

(1) 9時00分～15時00分 不問 1 名

パート労働者 土日祝他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3118181 850円～900円

≪時給制≫

(1) 9時00分～16時00分 不問 1 名

(2) 9時00分～14時00分

パート労働者 (3) 9時00分～12時00分 他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3101081 900円～900円

≪時給制≫

(1)13時00分～17時00分 不問 1 名

パート労働者 土日祝他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3057681 800円～1,000円

≪時給制≫

(1) 8時00分～12時00分 不問 1 名

(2)20時00分～ 0時00分

パート労働者 他 その他

雇用期間の定めなし

18040- 3039081 1,100円～1,800円

≪時給制≫

不問 1 名

パート労働者 土日祝他 毎　週

雇用期間の定めなし

18040- 3046181 805円～900円

≪時給制≫

(1)18時00分～ 1時30分 18歳以上 1 名

(2) 1時30分～ 8時30分

パート労働者 日祝他 その他

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

18040- 3044881 850円～1,000円

≪時給制≫

不問 3 名

パート労働者 日他 その他

雇用期間の定めなし

8

◇倉庫内で大型店舗へのお酒
（缶類）の仕分け業務です。
＊倉庫内での移動は台車、及び
　パレット移動ですので、重量物の
　移動も楽です。

株式会社　アイム

倉庫内での
酒類の仕分け 坂井市坂井町上新庄

２－２３－３

労災
又は 7時00分～18時00分の間の
4時間程度

7

◇ドライバーに対する始業・終業の
　立会と電話での確認作業。
＊「到着」「出発」等の電話連絡を
　受け、管理票に記載する業務
※入社後３日間、県外での講習に参加
　できる方
＊講習後、運行管理業務に従事して
　頂きます。運行管理者資格を有する
　方は講習参加の必要はありません。

新日本海トラック　株式会社

点呼者（対面） あわら市自由ケ丘
１－８－１０ 普通自動車免許ＡＴ

雇用・労災・健康・厚生

6

◇訪問看護、その他付随する事務等
　の業務
＊１日の訪問件数約４件～５件
＊訪問エリアは坂井市、あわら市、
　福井市、勝山市、永平寺町、加賀市
＊オンコール対応あり
（オンコール対応については
　相談に応じます。）

有限会社　ハートフルケア

訪問看護師 坂井市丸岡町一本田中
２９－５－１プラザクシヤ 看護師　又は　准看護師

普通自動車免許一種

雇用・労災
又は 8時30分～17時30分の間の
4時間以上

5

◇厨房内での洗い場業務
＊機械洗浄が主ですが、
　一部手洗いもあります。
＊立ち仕事です。
＊就業時間は１）２）のいずれか
　又は両方も可能です。

有限会社　一青

洗い場
＜はいや松風園＞ あわら温泉２－２０５

「はいや松風園」

雇用・労災

4

◇わら縄仕上げ機械による仕上げ
　加工作業
＊縄が切れた場合のつなぎ作業
＊圧縮梱包機による梱包作業　など
＊１個の重さは２～３．５Ｋｇ程度
　です。５個ずつ梱包します。

株式会社　くまがい 画像あり

ワラ縄
仕上加工・梱包 坂井市坂井町今井

３７－４

労災

2

◇専用のナイフを使用して貝の身を
　取り出す単純作業です。
＊立ち作業です。
＊コツを覚えれば誰にでもできる
　仕事です。

株式会社　三国食研 画像あり

貝殻むき 坂井市三国町山岸
２３－３８

雇用・労災
又は 8時00分～17時10分の間の
5時間程度

3

◇経理、労務管理、窓口受付、
　営業事務
◇車検書類作成、自動車登録書類
　作成（ＰＣ入力業務等）
＊銀行等に外出時は、社用車を
　使用します。

株式会社　グリーンモータース

総合事務 あわら市田中々
６－１－１ 普通自動車免許一種

又は　普通自動車免許ＡＴ

雇用・労災

1

◇コンビニエンスストア業務全般
＊レジ、接客、発注、品出し、清掃
　など

セブンーイレブン　丸岡高柳店

コンビニエンスストア店員 坂井市丸岡町高柳
２字綿田１番 普通自動車免許ＡＴ

雇用・労災

ハローワーク三国求人情報 【シニア向け求人】 (パートタイム)

◎ 職種別に最新求人を掲載してあります。この他にも多数の求人情報がありますので、ハローワーク三国の職業相談窓口をご利用ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳しくはハローワークの職業相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
◎ ハローワークでは職業紹介を随時行っております。既に決定済となっている場合がありますので、ご了承ください。
◎ この情報は、あわら市役所・坂井市役所(各支所)・セントピアあわら・ＪＲ芦原温泉駅・三国イーザ・PLANT-2坂井店・ピアゴ丸岡の各施設内で配布
　  しています。

番
号

仕事の内容

求人者名 画像あり：
事業所写真

就業場所 募集人数

就業時間
必要な免許資格

加入保険等 　　　〃
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