
採用活動継続中の企業一覧（2021.3卒対象）

令和３年１月　福井県定住交流課調べ

業種 No. 企業名 現在募集している職種 必要な学歴（学部等）、資格など 291JOBS企業情報ページ 企業id

情報通信業

1 福井システムズ株式会社
システムエンジニアプログラ

マー
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=3 3

2 株式会社メディカルジャパン
システムエンジニア、プログ

ラマー

必要学歴：不問

資　　格：特になし
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=21 21

3 株式会社ＮＥＳＩ
システム開発、数値解析、シ

ステム基盤構築・運用

必要な学歴：理工学部、情報学部

資格：普通自動車免許（AT限定可）
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=101 101

4 株式会社タフ ソフトバンクショップ販売職 高卒以上 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=998 998

5 丹南ケーブルテレビ株式会社

当社サービス関連の問合せの

電話及び訪問サポート対応業

務

https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=2031 2031

設備設計・構築、基地局・幹

線の保守・メンテナンス業務

6 株式会社アスタ ソフトウェア　SE

希望学歴　大学卒及び大学院卒

学部等　　基本的には問いませんが、出来れば、理工系を望み

ます

https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=256 256

製造業

7 株式会社カズマ 情報システム生産技術 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=328 328

8 株式会社サカイエルコム
電気設計者、ソフトウェア開

発者

必要な学部：電気・電子系、情報系

資格：特になし
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=17 17

9 カンボウプラス株式会社 技術系業務 理工系学部学科（電気・電子系） https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=823 823

10 ナック・ケイ・エス株式会社
営業職、事務職、技術職、製

造職

学歴不問

資格　通勤の為、自動車運転免許
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=420 420

11 株式会社フクオカラシ
製造技術（機械設計および生

産技術）
学部：工学部 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=869 869

12 三和化工株式会社 技術職
学歴：工学部卒

資格：必須資格は無し
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1236 1236

13 小野谷機工 営業職 大卒、普通自動車免許 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=379 379

生産技術職 大卒（文理問わず）、普通自動車免許

14 キョーセー株式会社 営業職 大卒以上・学部不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=249 249

品質保証業務 大卒以上・学部不問

製造職 高卒以上・学部不問

技術研究職 大卒以上・工学部

15 若越印刷　株式会社
企画デザイン・ＤＴＰ作業

（MAC）、営業職
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=352 352

16 株式会社　鯖江工業所 機械設計技術者 3DCADを使った設計経験のある方。学歴は高専卒以上。 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=2188 2188

制御設計技術者 シーケンス制御の設計経験のある方。学歴は高専卒以上

17 株式会社　ホクエツ北陸　福井営業所 営業職 必要な学歴：大学卒業 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1028 1028

18 ポリマー化成株式会社 営業職 大学院・大学生・高専生、学部不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=336 336

設計開発職 大学院・大学生・高専生、理系

研究開発職 大学院・大学生・高専生、材料系学科

19 株式会社ワカヤマ 生産技術職 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=351 351

20 株式会社フクタカ 技術職 必要学歴(学部)：機械科、電気科 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=381 381

21 株式会社TOKO 技術開発職 高専卒以上、機械系（流体力学を学んでいる学生） https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1616 1616

総務職
大卒以上、文理不問（スポーツにずっと打ち込んでいたような

学生）

22 高嶋技研株式会社 技術職 大学院・大学生・高専・短大卒 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=525 525

23 （有）新井鉄工所 エンジン整備士 高卒以上　普通自動車免許 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1200 1200

24 オカモト鐵工株式会社

製造技術者（鋼構造物の設

計、開発及び工作図チェッ

ク）

【必要な学歴】大卒以上（理系学部）

【必要な資格】特になし
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=105 105

25 (株)カモコン 営業職
必要な学歴：特になし

資格：特になし
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=179 179

26 盟友技研株式会社 機械・部品設計 【学歴】機械工学【必要資格】入社時には求めていません https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1062 1062

電気・制御設計 【学歴】電気工学【必要資格】入社時には求めていません

機械組立、部品加工
【学歴】学部は問いません（主に高卒者を対象としているた

め）【必要資格】入社時には求めていません

27 JPC株式会社
化学エンジニア、機械エンジ

ニア
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=301 301

28 丸高コンクリート工業株式会社 技術、品質管理 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=2115 2115

29 小浜海産物株式会社 営業職 学部不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=260 260

30 鯖江村田製作所 総合職、保全職、一般職 電気系、機械系、化学系 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=323 323

31 株式会社アサヒオプティカル 製造要員 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1215 1215

32 サンエー電機株式会社
総合職（設計・生産技術、製

造・生産管理、品質管理）

※理工学部卒の方を募集しております

※採用に関して必要な資格などは特にございません
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1253 1253

33 山田技研株式会社

環境関連センサーの電子回路

設計・機器の製作・雪氷対策

等

https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=388 388

環境関連センサーの機構設計

開発・製作・ソフトウエア開

発（Web・Android・制御・

通信）
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業種 No. 企業名 現在募集している職種 必要な学歴（学部等）、資格など 291JOBS企業情報ページ 企業id

建設業

34 日本通信特機株式会社 法人営業職/電気通信工事職 学部、資格不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=537 537

35 福日機電（株） 施工管理、機械メンテナンス 工業系　資格不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=901 901

36 株式会社　下畑組 建築・土木・測量技術者 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1085 1085

37 株式会社伊藤電機 営業職 大学卒 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=762 762

38 株式会社木内計測若狭事業部
プラントサービスエンジニア

(技術職)
学歴資格等は不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=86 86

39 兵庫建設株式会社 土木技術者
学歴（学部等）：不問

資格など　　　：普通自動車免許
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=666 666

40 前田電気株式会社
設計・管理、現場作業（電気

工事）
学歴不問、普通自動車免許（AT限定不可） https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=900 900

41 株式会社山田組
土木・建築の施工管理、コン

クリートの品質管理
（学部）工学部の土木や建築系または化学系の学科 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=686 686

42 音頭金属株式会社 営業職、技術職 学歴不問、資格不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1037 1037

43 江守エンジニアリング株式会社
電気電子系プラントエンジニ

ア
大卒(理系） https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1094 1094

44 株式会社高野組
施工管理技術者（土木工事の

現場監督や施工管理）

学部・履修科目：不問

必要な資格：自動車免許（準中型以上、AT限定不可）
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=949 949

45 株式会社辻広組
現場監督（土木系学科卒業

者）
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1214 1214

46 テラオライテック㈱ 設備工事技師、電気工事技師 高校卒業程度の能力を有する者 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=2246 2246

47 株式会社西村組 技術職（土木施工管理） https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1298 1298

48 明和工業株式会社 施工管理者 学歴不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=234 234

49 寺川建設工業株式会社

土木建設業関係の将来の現場

監督さんになっていただける

方

施工管理等、経験を積んで関連する資格取得（一級土木管理施

工技士）に目指して欲しいと思っています。
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1326 1326

50 西田建設株式会社 技術職（建築施工管理） 高校以上　普通自動車免許 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=193 193

51 清水工業株式会社 建設・採掘の職業 大学卒 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=192 192

52 横田建設株式会社 建築士、施工管理 学歴：建築系学部 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1436 1436

53 株式会社　テクノハーツ 非破壊検査技術者 学部、資格等不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1258 1258

54 三和電気土木工事株式会社 電気設備の施工管理 機電系（機械、電気、電子系学科） https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1360 1360

55 株式会社マルジン
高卒、専門学校卒、大学卒、大学院卒、中途　ともに求人して

おります
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=278 278

56 株式会社北陸サーマル 企画営業職・社内SE職 大卒、学部・資格不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1217 1217

57 大和建設株式会社 技術職、営業職 工学部 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=650 650

58 奥武建設工業株式会社（OKUTAKE　GROUP） 建築施工、土木施工 学歴・資格不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=783 783

59 株式会社高洋建設（OKUTAKE　GROUP） 建築施工管理 学歴・資格　不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=2104 2104

60 株式会社オクタケ（OKUTAKE　GROUP） クレーンオペレーター 学歴・資格　不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=2105 2105

61 高崎建設株式会社 不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=402 402

62 大南建設工業株式会社 建築設計監理
学歴や資格は問いません。来てくれたからでも、本人の興味や

やる気があれば良いと思います
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=955 955

運輸業，郵便業

63 川﨑物流株式会社 一般職 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=2177 2177

64 株式会社ニホンパッケージ 梱包技能職 学歴及び資格不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1091 1091

65 福井鉄道株式会社

技術係（土木）、技術係（電

気）、駅務係及び電車運転

士、自動車運転士（養成）

いずれも学歴不問。　必要な免許・資格は普通自動車運転免

許。
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1081 1081

66 株式会社サカイ引越センター
一般営業職、法人営業職、現

業職
普通運転免許 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=749 749
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卸売業，小売業

67 敦賀電機工業株式会社 自動車電装整備
１名、可能であれば　電気科、電子機械科、電子情報科、普通

自動車免許（AT限定を除く）
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=501 501

携帯電話基地局整備保守
１名、可能であれば　電気科、電子機械科、電子情報科、あれ

ば第１級陸上特殊無線技士

ドコモショップ販売スタッフ

（敦賀店）

２名、不問、研修会議場所への移動手段として　普通自動車免

許

68 トヨタＬ＆Ｆ福井株式会社
・短大卒　資格：自動車整備士2級・普通自動車免許　勤務先

が嶺南（美浜営業所）
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=625 625

69 山崎金属株式会社 営業職 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=331 331

70 株式会社ながすぎ 販売 学歴、資格等不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=387 387

71 AOIホールディングス株式会社 営業職・営業補助職
文理問わず　必要な資格はありませんが、普通自動車免許必要

です。
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=79 79

技術職 必要な資格は自動車整備士2級です。

72 株式会社ホームセンターみつわ 接客・販売職、事務職 学歴不問、資格不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=81 81

73 株式会社アクティブパートナー 販売職 全学部（学部不問）。高卒。資格は特になし。 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1216 1216

74 ヤンマーアグリジャパン株式会社　中部近畿支社 整備・営業 大卒・専門卒・高卒 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1405 1405

75 株式会社　ホンダベルノ福井 営業 大卒全学部全学科 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=2185 2185

サービス 高卒、専門

76 株式会社ホクシン 技術職 機械工学科（機械設計） https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=411 411

77 （株）　バローホールディングス 総合職 高卒以上 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=667 667

78 株式会社G-7・オート・サービス
オートバックスピットスタッ

フ
学部・学科不問　資格不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1553 1553

79 栄月株式会社 営業職

大学生・短大生・専門学校生　学部問わず資格は特に求めてい

ません、必要な資格は入社してから会社負担にて取ってもらい

ます。

https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=168 168

80 アルビス株式会社 販売管理職 学歴不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1241 1241

81 福井日産自動車株式会社 営業職
必要な学歴:高卒

必要な資格:なし
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=5 5

整備職
必要な学歴:高卒

必要な資格:国家自動車整備士資格

鈑金塗装職
必要な学歴:高卒

必要な資格:なし

82 株式会社　芦見屋 販売職
必要な学歴：大学、短大、高専

資格：普通自動車免許（AT限定可）
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=52 52

83 トヨタカローラ福井株式会社 整備職 資格：運転免許証、国家２級整備士 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=220 220

84 小山商事株式会社
ａｕショップスタッフ（接客

業務）
高卒、大卒 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=721 721

85 大洋自動車工業株式会社 営業職、整備職 専修・短卒以上 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=62 62

86 ユニフォームネクスト株式会社
営業事務、営業職、システム

エンジニア

短大卒以上であれば、学部は不問です。資格も不問ですが、積

極性・協調性が高く、聞く力、伝える力のある方を求めていま

す。システムエンジニアに関しては、論理的な思考力があると

ありがたいです。

https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=692 692

87 ネッツトヨタ福井株式会社
営業職、フロアアテンダント

職
高卒も可 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=64 64

技術職 専門学校等で自動車整備士養成コース卒業見込みのもの

88 株式会社京呉服平田 営業・加工 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=475 475
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サービス業

89 福井県民生活協同組合 高齢者介護職 未経験、無資格可 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=246 246

90 株式会社大西商事 総合職
学部学科：全学部全学科

必要資格：普通自動車免許
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=51 51

91 クァトロブーム株式会社
サービスの職業（接客・給仕

の職業）

必要な学歴：高校以上

必要な資格：普通自動車免許
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=316 316

92 株式会社秋吉グループ本部 総合職 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=2250 2250

93 株式会社グランディア芳泉 サービススタッフおよび調理 学歴：大学・短大・高専・専修学校 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=498 498

94 株式会社キミコン 設計部
土木建築学科出身が好ましいが他学科でも可。資格は採用活動

段階ではなし。
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=719 719

測量部
測量士補取得者。大学、専門学校で測量士補資格まで持ってい

ることが望ましい。

補償部
土木建築学科出身が好ましいが他学科でも可。資格は採用活動

段階ではなし。

埋蔵文化財調査 史学科、考古学専攻者。学芸員の資格者が望ましい。

営業 特に学科指定はなし。

95 AC構造検査株式会社 職種：非破壊検査
学歴：不問

資格：不問
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=2190 2190

96 株式会社　斉藤経営 専門的・技術的職業 大学卒 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=506 506

97 富士測量設計株式会社 測量及び土木設計 大卒、短大、高専、専修で１名（測量士又は測量士補） https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=499 499

測量及び土木設計 高卒１名（測量士又は測量士補…あれば尚よし）

98 中央測量設計株式会社
学歴　高等専門学校、専修・専門学校、大学、大学院卒

資格　特になし
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=527 527

99 FTEC株式会社
技術職（機械・電気工事／放

射線管理／化学管理等）

学部：経験学部不問（理系が好ましいが、文系でも入社後に教

育を実施の上サポートします）
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=222 222

100 京福コンサルタント株式会社 技術職
必要な学歴：理系であればなお可

資格：不問
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=68 68

営業職
必要な学歴：不問

資格：不問

101 暁産業株式会社
営業職・技術職・保守点検

職・事務職・各補助
学歴：不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=94 94

102 アップル流通株式会社 物流プロデューサー職 必要な学歴（大学にて薬学又は化学を専攻） https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=355 355

103 日本原子力防護システム株式会社 防護要員 運転免許 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=676 676

104 株式会社キャリアネットワーク 就活アドバイザー職 学歴不問、資格なし https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=571 571

105 株式会社タマヤ
学歴などは特にない、資格は入社してからでよい。ITCが好き

でこの業界で働きたい人。
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=599 599

不動産業，物品賃貸業

106 株式会社タキナミ 工事施工管理 高卒以上。建築学科、二級建築士有ればなお良し https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1152 1152

107 有限会社レグ 営業事務、営業
資格：普通運転免許（入社後、宅地建物取引士を取得していた

だきます）
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=115 115

108 ㈱住みかえ情報館 全学部、全学科 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=235 235

電気・ガス・熱供給・水道業

109 宇野酸素株式式会社 営業職、技術職 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=474 474

金融業，保険業

110 益茂証券株式会社 営業職
学歴：不問

資格：普通自動車免許
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=2014 2014

111 三津井証券株式会社 営業職

院卒・大卒・短大卒・専門卒／必須の資格なし（予定通りの学

生数を確保できているため、良い人材がいれば採用したいと考

えております。）

https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=165 165

112 北陸労働金庫 総合職
学歴：大卒以上

資格：特になし
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=236 236

113 小浜信用金庫 初級職
学歴：大学院、大学、短大、高専、専修学校

資格：不問
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=252 252

114 越前信用金庫 総合職・一般職

学歴：大学・短大・専門学校（２年以上）

卒業学部：学部は問わず

資格：特に無くても差し支え無いが、証券外務員資格などがあ

ると良い。

https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=119 119

教育，学習支援業

115 福井育英センター（株式会社富山育英センター） 塾教師 ＜資格＞学士以上、学域学部等不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=12 12

116 社会福祉法人　さくら会 保育教諭 必要な資格：保育士、幼稚園免許、小学校免許のいずれか。 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=2127 2127
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医療，福祉

117 社会福祉法人　一乗谷友愛会 介護職員、福祉総合職 学部学科不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=679 679

118 有限会社リハぷらす 介護職（介護福祉士） https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1222 1222

119 社会福祉法人　健楽会 介護職員 全学部、資格要件特になし https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=1442 1442

120 社会福祉法人敬老会 介護職 資格は不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=2168 2168

121 医療法人　聖仁会　藤井医院 介護職 資格不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=367 367

122 株式会社　ツクイ 介護職員・生活相談員 学歴不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=2251 2251

123 社会福祉法人　希望園 生活支援員 学部、資格は問わない https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=990 990

124 社会福祉法人かすみが丘学園 生活支援員 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=781 781

125 社会福祉法人　足羽福祉会 保育教諭・保育士 資格：幼稚園教諭免許・保育士資格 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=184 184

生活支援職、介護員、総合職 資格：不問

126 社会福祉法人　双和会 介護職 学歴不問 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=831 831

看護師 看護師資格

生活相談員 社会福祉主事、社会福祉士等の資格

127 社会福祉法人敬仁会 介護職員、調理員 なし https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=281 281

社会福祉士 社会福祉士

128 社会福祉法人　大野福祉会 支援員
大卒、資格については社会福祉士・精神保健福祉士等あればな

およいですが、なくても可
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=458 458

129 社会福祉法人おおた福祉会　HOME　TOWN　コスモス 介護職

必要な学歴：不問

資格：不問だが、初任者研修、介護福祉士等の資格があれば尚

良し

https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=139 139

※企業概要は、291JOBSの企業情報ページでご確認ください。

※求人の詳細は、各企業にお問い合わせください（291JOBSの求人情報更新にタイムラグがある場合があります。）。

※291JOBS企業情報ページは「https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/search/detail.php?ID=」（←ここまでは共通）＋数字（企業id）となっています
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