
職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号
マシンオペレーター 45歳以下 正社員 (1) 8時00分～16時50分 8人

 黒部市 雇用期間の定めなし 4人
雇用・労災・健康・厚生

8人
1人 年2回 3.00月分

仕上係 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 60人
 魚津市 雇用期間の定めなし 41人

雇用・労災・健康・厚生

76人
2人 年2回 3.00月分

歯科衛生士 不問 正社員 (1) 8時45分～18時30分 5人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

5人
1人 年2回 3.00月分

経理事務 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 8人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

8人
1人 年2回

大型運転手 不問 正社員 (1) 8時15分～16時50分 4人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

4人
1人 年2回 2.00月分

（請）部品選別作業 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 85人
 黒部市 雇用期間の定めなし 55人

雇用・労災・健康・厚生

110人
2人 年2回

歯科助手兼受付 不問 正社員 (1) 8時30分～18時30分 6人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時30分 5人

雇用・労災・健康・厚生

6人
1人 年2回 2.50月分

（請）調理 不問 正社員以外 (1) 4時45分～13時45分 23人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)13時45分～22時45分 19人

雇用・労災・健康・厚生

42,000人
2人 年2回 3万円～15万円

事務補助 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時15分 16人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 3人

雇用・労災・健康・厚生

487人
1人

タクシー乗務員 不問 正社員 (1) 6時00分～15時00分 1人
 黒部市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

1人
1人 年1回

顧客管理及び営業・付随業務 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 3人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

30人
1人 年2回 3.00月分

庶務、営業事務 不問 正社員以外 (1) 8時15分～17時15分 17人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 8時15分～11時45分 3人

雇用・労災・健康・厚生

141人
1人

窓・サッシの切断、加工、部品付及び組立・包装などの業務 不問 有期雇用派遣 (1) 8時20分～17時00分 15人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)13時00分～21時40分 6人

(3)16時20分～ 1時00分 雇用・労災・健康・厚生

220人
1人

清掃員（アップルヒル） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 5人
 魚津市 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

1,484人
1人

メガネハウス／販売（魚津店） 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 3人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～19時30分 1人

雇用・労災・健康・厚生

81人
1人 年2回

メガネハウス／販売（入善店） 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 3人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～19時30分 1人

雇用・労災・健康・厚生

81人
1人 年2回

メガネハウス／販売（黒部店） 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 3人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～19時30分 1人

雇用・労災・健康・厚生

81人
1人 年2回

電車運転士（候補者） 35歳以下 正社員 13人
 黒部市他 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生・財形

471人
10人 年2回 3.50月分

駅員 35歳以下 正社員 13人
 黒部市他 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生・財形

471人
5人 年2回 3.50月分

正社員店舗スタッフ（山内農場　魚津スカイホテル店） 18歳～44歳 正社員 (1)15時00分～ 0時00分 8人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)18時00分～23時00分 6人

(3)20時00分～ 5時00分 雇用・労災・健康・厚生・財形

22,826人
1人 年2回

調剤アシスタント（医療事務）かもめ薬局吉島店 64歳以下 正社員 (1) 8時30分～18時30分 5人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～13時30分 2人

雇用・労災・健康・厚生

140人
1人 年2回 2.00月分

毎　週 毎月　8,000円まで

その他

実費（上限あり）
富山県魚津市江口４０５番地

0765-24-7755

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

フル
タイム
１

変形（１年単位）
192,000円～250,000円 金属加工機械製造業

有限会社　岩井鐵工所 日他
実費（上限なし）

富山県黒部市牧野９０５－２
0765-52-1679

その他 毎月　5,000円まで

日祝他

16040- 5380391

フル
タイム
２

変形（１年単位）
160,000円～200,000円 洗濯業

有限会社　重松 日祝他

平沢歯科医院 日祝
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町道下２３２

実費（上限あり）
富山県魚津市北中５５０－１

0765-22-2352

フル
タイム
４

変形（１年単位）
170,000円～240,000円

土木工事業（舗装工
事業を除く）株式会社　清河工業

16040- 5384791

フル
タイム
３

変形（１ヶ月単位）
225,000円～320,000円 歯科診療所

富山県魚津市吉島３８６－１
0765-24-1197

毎　週 毎月　5,000円まで

16040- 5385891

その他 毎月　10,000円まで

0765-82-0348

16040- 5388191

フル
タイム
５

変形（１年単位）
158,400円～158,400円

特定貨物自動車運送
業タケクマ興業　有限会社 日祝

実費（上限あり）
富山県魚津市本江新町１０番１４号

富山県黒部市堀切１３００ 
（ＹＫＫ光志寮内事務所）

16040- 5369891

フル
タイム
６

157,500円～189,000円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板カトーインダストリー　株式会社 土日祝他

実費（上限あり）

加積野歯科医院 木日祝
実費（上限あり）

富山県魚津市吉島３８－１

他
フル
タイム
８

交替制あり
200,000円～250,000円

食堂，レストラン
（専門料理店を除エームサービスジャパン株式会社　ＹＫ

Ｋ寮事業所

16040- 5374991

フル
タイム
７

150,000円～180,000円 歯科診療所

16040- 5365691毎　週 毎月　6,000円まで

0765-22-1022
その他 毎月　15,000円まで

16040- 5379591

12ヶ月

0765-72-3841

0765-57-2258
毎　週

0765-22-1108
毎　週 毎月　10,000円まで

実費（上限なし）

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳３２５５番地

土日他
実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月町栃屋１４３－２
0765-62-1555

毎　週 毎月　9,800円まで

一般乗合旅客自動車
運送業有限会社　宇奈月交通

16040- 5364391

フル
タイム
９

132,000円～132,000円 市町村機関
入善町役場 土日祝他

令和元年10月1日
～令和2年3月31日

富山県富山市本町１１番５号
076-441-2461

その他 毎月　20,000円まで

フル
タイム
１０

151,200円～151,200円

16040- 5366991

フル
タイム
１１

160,000円～250,000円 貸金業
北陸商事株式会社　魚津営業所 土日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市吉島７０番地１

富山県富山市中野新町１丁目２番１０号

16040- 5367491

フル
タイム
１２

変形（１年単位）
200,000円～220,000円 各種商品卸売業

北酸　株式会社 日祝他
～令和3年2月28日 一定額

株式会社　ビート　北陸支店 土日祝他
～令和元年12月31
日

実費（上限あり）
富山県富山市新桜町４－２８　朝日生命
富山ビル　４階

他
フル
タイム
１４

164,920円～164,920円 建物サービス業
株式会社　ホクタテ

16010-22497791

フル
タイム
１３

交替制あり
186,841円～186,841円 労働者派遣業

16010-22370391毎　週 毎月　40,000円まで

0765-24-2819
毎　週 毎月　10,000円まで

16010-22501591

070-3863-9830

076-421-0400
毎　週 毎月　15,000円まで

076-433-8434
毎　週

実費（上限あり）

実費（上限あり）
富山県富山市上飯野３８－１

他
実費（上限あり）

富山県富山市上飯野３８－１
070-3863-9830

毎　週 毎月　40,000円まで

その他の織物・衣
服・身の回り品小売株式会社　メガネハウス

16010-22327291

フル
タイム
１５

変形（１ヶ月単位）
183,000円～450,000円

その他の織物・衣
服・身の回り品小売株式会社　メガネハウス 他

富山県富山市桜町１丁目１番３６号
076-432-5532

又は 5時00分～ 0時00分
の間の8時間程度

その他 毎月　6,910円まで

フル
タイム
１６

変形（１ヶ月単位）
183,000円～450,000円

16010-22371691

フル
タイム
１７

変形（１ヶ月単位）
183,000円～450,000円

その他の織物・衣
服・身の回り品小売株式会社　メガネハウス 他

実費（上限あり）
富山県富山市上飯野３８－１

東京都武蔵野市中町１－１７－３　６．
モンテローザ三鷹本社ビル

16010-22372991

フル
タイム
１８

157,300円～197,100円
一般乗用旅客自動車
運送業富山地方鉄道　株式会社 他

実費（上限あり）

富山地方鉄道　株式会社 他
実費（上限あり）

富山県富山市桜町１丁目１番３６号

他
フル
タイム
２０

変形（１ヶ月単位）
265,083円～438,139円 酒場，ビヤホール

株式会社　モンテローザフーズ

16010-22400091

フル
タイム
１９

157,300円～197,100円
一般乗用旅客自動車
運送業

14080-13869891その他 毎月　35,000円まで

070-3863-9830
毎　週 毎月　40,000円まで

16010-22401391

0466-46-3547

0422-36-6788
その他 毎月　50,000円まで

076-432-5532
又は 5時00分～ 0時00分
の間の8時間程度

その他 毎月　6,910円まで

実費（上限あり）

実費（上限あり）
神奈川県藤沢市湘南台１－２６－７

13170-41776691

フル
タイム
２１

変形（１ヶ月単位）
172,000円～172,000円

医薬品・化粧品小売
業株式会社　日栄 日祝他

★以下の求人は、先週1週間（９月９日～９月１３日）に受理した新規求人です。
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月９日～９月１３日）に受理した新規求人です。

調理（むてっぽう魚津店） 不問 正社員 (1)10時00分～18時00分 3人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)15時30分～23時30分 1人

雇用・労災・健康・厚生

10人
2人 年2回 6万円～20万円

メガネハウス／販売（滑川店） 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 4人
 魚津市他 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～19時30分 1人

雇用・労災・健康・厚生

81人
1人 年2回

（請）警備員（交通誘導、駐車場スタッフ） 18歳以上 正社員 (1) 8時00分～17時00分 59人
 黒部市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

303人
3人

（請）簡単な軽作業 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 0人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 0人

0人
2人

自動車整備士 45歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 2人
 黒部市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

2人
1人 年2回 3.00月分

理学療法士 不問 正社員 (1) 8時45分～18時00分 21人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時45分～17時00分 15人

(3) 8時45分～12時15分 雇用・労災・健康・厚生

21人
1人 年2回 4.20月分

管理栄養士 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 75人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～18時00分 68人

雇用・労災・健康・厚生・財形

280人
1人 年2回 4.00月分

（常派）電気設計（ソフト）技術者 59歳以下 無期雇用派遣 (1) 8時30分～17時30分 5,502人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 4,818人

雇用・労災・健康・厚生・財形

43,391人
2人

（常派）生産技術者 59歳以下 無期雇用派遣 (1) 8時30分～17時30分 5,502人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 4,818人

雇用・労災・健康・厚生・財形

43,391人
2人

臨時的任用講師 不問 正社員以外 (1) 8時15分～16時45分 45人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 19人

雇用・公災・健康・厚生

48人
3人

臨時的任用講師 不問 正社員以外 (1) 8時15分～16時45分 45人
 魚津市他 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 19人

雇用・公災・健康・厚生

48人
10人

工事現場管理者 35歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時10分 26人
 黒部市 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

26人
1人 年2回 3.00月分

土木施工管理技士 不問 正社員 (1) 8時00分～16時30分 9人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

9人
1人 年2回

土木作業員 不問 正社員 (1) 8時00分～16時30分 9人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

9人
4人 年2回

機械設計、開発業務（エ機） 62歳以下 正社員 (1) 8時20分～17時00分 4,016人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1,247人

雇用・労災・健康・厚生・財形

5,025人
1人 年2回

工場内補助作業 不問 パート労働者 (1) 9時00分～14時00分 8人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～15時00分 4人

雇用・労災
8人

1人 年2回
介護職員 不問 パート労働者 (1)17時30分～ 8時30分 15人

 黒部市 雇用期間の定めなし 14人
労災

33人
2人

仕上係 不問 パート労働者 (1) 9時00分～12時00分 60人
 魚津市 雇用期間の定めなし 41人

雇用・労災
76人

4人
調理補助・盛りつけ 不問 パート労働者 (1) 9時30分～12時30分 3人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 3人
労災

3人
1人

調理 不問 パート労働者 (1) 8時00分～12時00分 3人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 3人

労災
3人

1人
カフェスタッフ 不問 パート労働者 (1) 8時30分～17時00分 6人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)11時00分～19時30分 6人
雇用・労災・健康・厚生

3,852人
1人

16040- 5377891

他
3ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市吉田２００
0765-54-8066

毎　週 毎月　19,600円まで

090-7234-6712
毎　週 16040- 5387591

パート
６

交替制あり
900円～900円

装身具・装飾品・ボ
タン・同関連品製造ＹＫＫ株式会社　黒部事業所

16040- 5386291

パート
５

950円～950円 各種食料品小売業
工房あおの丘給食サトウ 土日祝他

なし
富山県下新川郡入善町道古３４－３　工
房あおの丘施設内

土日祝他
なし

富山県下新川郡入善町道古３４－３　工
房あおの丘施設内

090-7234-6712
毎　週

0765-22-2352
又は 9時00分～17時00分
の間の5時間程度

その他 毎月　5,000円まで
16040- 5383491

パート
４

850円～850円 各種食料品小売業
工房あおの丘給食サトウ

16040- 5382991

パート
３

848円～890円 洗濯業
有限会社　重松 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市北中５５０－１

実費（上限あり）
富山県黒部市田家新７６５番地２

0765-32-5702
その他 毎月　12,000円まで

又は 8時00分～16時50分
の間の4時間程度

毎　週 毎月　10,000円まで
16040- 5381691

パート
２

変形（１ヶ月単位）
1,200円～1,400円 老人福祉・介護事業

有限会社　隠居くらぶ 他

金属加工機械製造業
有限会社　岩井鐵工所 土日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市牧野９０５－２

0765-52-1679

パート
１

900円～1,000円

他
実費（上限あり）

富山県富山市津羽見　３２
076-442-3637

その他 毎月　5,000円まで

食堂，レストラン
（専門料理店を除有限会社　ヌードルチェーンＳＡ

富山県魚津市吉島２丁目５－１７
0765-22-8648

その他

フル
タイム
２２

変形（１ヶ月単位）
300,000円～400,000円

16010-22259391

フル
タイム
２３

変形（１ヶ月単位）
183,000円～450,000円

その他の織物・衣
服・身の回り品小売株式会社　メガネハウス 他

実費（上限あり）
富山県富山市上飯野３８－１

富山県黒部市前沢８５８

16010-22283691

フル
タイム
２４

変形（１年単位）
176,400円～193,200円 警備業

株式会社　パトロード富山　新川支社 他
実費（上限なし）

Ｍ．Ｋ．Ｅ 日祝他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町泊４５５－４

日祝他
フル
タイム
２６

変形（１年単位）
160,000円～280,000円 自動車整備業

有限会社オートハウス中西

16040- 5344891

フル
タイム
２５

176,000円～352,000円 機械器具設置工事業

16040- 5354191その他 毎月　20,000円まで

070-3863-9830
毎　週 毎月　40,000円まで

16040- 5352291

0765-57-2212
その他 毎月　10,000円まで

090-8387-7746
その他 毎月　10,000円まで

実費（上限あり）

実費（上限あり）
富山県魚津市大光寺４５０

0765-24-8822
毎　週 毎月　13,500円まで

医療法人社団　岩井整形外科医院 日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市堀高３５

他

0765-52-5500

フル
タイム
２８

交替制あり
184,000円～184,000円 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　新川老人福祉会

16040- 5353591

フル
タイム
２７

特定曜日のみ(2)(3)
240,000円～310,000円 一般診療所

実費（上限なし）
大阪市北区角田町８－１　梅田阪急ビル
オフィスタワー

06-4709-8510
毎　週

16040- 5356391

フル
タイム
２９

215,000円～325,000円
他に分類されない事
業サービス業株式会社　スタッフサービス　大阪第一

オフィス
土日祝他

実費（上限なし）
大阪市北区角田町８－１　梅田阪急ビル
オフィスタワー

実費（上限あり）
富山県富山市舟橋北町４－１９　森林水
産会館内

27020-63031091

フル
タイム
３０

215,000円～325,000円
他に分類されない事
業サービス業株式会社　スタッフサービス　大阪第一

オフィス
土日祝他

27020-63071291

フル
タイム
３１

202,400円～251,200円 都道府県機関
東部教育事務所 土日祝他

2ヶ月 実費（上限あり）
富山県富山市舟橋北町４－１９　森林水
産会館内

06-4709-8510
毎　週

16010-22063191

フル
タイム
３２

202,400円～251,200円 都道府県機関
東部教育事務所

076-444-4568
毎　週 毎月　55,000円まで

16040- 5339191その他 毎月　10,000円まで

土日祝他
2ヶ月

0765-82-1862
その他

0765-52-1636

076-444-4568
毎　週 毎月　55,000円まで

16010-22112991

フル
タイム
３３

変形（１年単位）
180,000円～300,000円 木造建築工事業

平野工務店株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県黒部市植木７５８－２

16040- 5342491

フル
タイム
３４

264,000円～308,000円 一般土木建築工事業
有限会社　大建興業 日祝他

なし
富山県下新川郡朝日町荒川１３４－１３

日祝他
なし

富山県下新川郡朝日町荒川１３４－１３
0765-82-1862

その他

0765-54-8399
その他 毎月　20,800円まで

16040- 5341991

フル
タイム
３５

220,000円～264,000円 一般土木建築工事業
有限会社　大建興業

フル
タイム
３６

変形（１年単位）
257,000円～510,000円

装身具・装飾品・ボ
タン・同関連品製造ＹＫＫ株式会社　黒部事業所

16040- 5343791

日他
実費（上限あり）

富山県黒部市吉田２００
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月９日～９月１３日）に受理した新規求人です。

部品管理補助 不問 パート労働者 73人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 32人

雇用・労災
134人

1人
店舗管理業務 不問 パート労働者 14人

 黒部市 雇用期間の定めなし 7人
労災

33人
1人 年2回 2万円～5万円

食品レジ担当 不問 パート労働者 (1) 8時45分～16時45分 130人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)13時15分～21時15分 103人

雇用・労災・健康・厚生

19,000人
2人 年2回

精肉担当 不問 パート労働者 (1) 8時00分～16時00分 130人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 103人

雇用・労災・健康・厚生

19,000人
1人 年2回 2.00月分

鮮魚担当 不問 パート労働者 (1) 8時00分～16時00分 130人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 103人

雇用・労災・健康・厚生

19,000人
2人 年2回

寝具・家庭用品担当 不問 パート労働者 (1) 8時45分～16時45分 130人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)13時15分～21時15分 103人

雇用・労災・健康・厚生

19,000人
1人 年2回

衣料品販売担当 不問 パート労働者 (1) 8時45分～16時45分 130人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)13時15分～21時15分 103人

雇用・労災・健康・厚生

19,000人
1人 年2回

ポリ袋の製袋工 不問 パート労働者 1人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 1人

労災
1人

1人
箱詰作業 不問 パート労働者 (1) 8時00分～12時00分 4人

 魚津市 雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 3人
雇用・労災

4人
2人

企業向け弁当の配達（ハローランチ呉東店） 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時00分 8人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生・財形

165人
3人 年2回 1万円～2万円

事業所食堂における給食の提供業務 不問 パート労働者 (1)10時00分～14時30分 0人
 魚津市 雇用期間の定めなし 0人

労災・財形
180人

2人 年2回 1万円～2万円
受注事務（ハローランチ呉東店） 59歳以下 パート労働者 (1) 8時30分～15時00分 8人

 魚津市 雇用期間の定めなし 6人
雇用・労災

170人
2人 年2回 1万円～2万円

メガネハウス／販売（滑川店） 不問 パート労働者 4人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

81人
1人

メガネハウス／販売（魚津店） 不問 パート労働者 3人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

81人
1人

メガネハウス／販売（入善店） 不問 パート労働者 3人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

81人
1人

メガネハウス／販売（黒部店） 不問 パート労働者 3人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

81人
1人

調理補助（ガスト黒部店） 不問 パート労働者 (1)11時00分～14時00分 21人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)17時00分～20時00分 12人

雇用・労災
35,858人

1人
（請）警備員（交通誘導員） 18歳以上 パート労働者 (1) 8時00分～17時00分 59人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 8時00分～12時00分 3人
(3)13時00分～17時00分 労災

303人
5人

（請）警備員（駐車場スタッフ） 18歳以上 パート労働者 (1) 9時00分～12時00分 59人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 9時00分～15時00分 3人

(3)17時00分～20時00分 労災
303人

5人
市民バスの運転手 不問 パート労働者 (1) 6時00分～15時00分 48人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 7人
雇用・労災・健康・厚生

48人
1人

製造業務 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時00分 65人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 9時00分～13時00分 30人

(3)13時00分～17時00分 労災
65人

2人 年2回
0765-24-5511

毎　週 毎月　9,000円まで
16040- 5348091

16040- 5347191

パート
２７

848円～900円
その他の食料品製造
業石川製麺　株式会社 他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県魚津市大海寺野６２１

日祝他
12ヶ月 一定額

富山県魚津市本町２－１４－２８
0765-22-1030

毎　週

0765-22-8648
毎　週 16040- 5346591

パート
２６

950円～950円
一般乗用旅客自動車
運送業株式会社　金閣自動車商会

16040- 5345291

パート
２５

交替制あり
1,050円～1,100円 警備業

株式会社　パトロード富山　新川支社 他
～令和2年4月20日 実費（上限なし）

富山県魚津市吉島２丁目５－１７

他
～令和2年4月20日 実費（上限なし）

富山県魚津市吉島２丁目５－１７
0765-22-8648

毎　週

0120-979-262
又は 8時00分～ 2時00分
の間の3時間以上

毎　週 毎月　10,000円まで
13170-41393591

パート
２４

1,050円～1,100円 警備業
株式会社　パトロード富山　新川支社

16010-22387091

パート
２３

821円～1,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　すかいらーくレストランツ 他

12ヶ月 実費（上限あり）
東京都武蔵野市西久保１－２５－８

他
実費（上限あり）

富山県富山市上飯野３８－１
070-3863-9830

又は 9時00分～19時30分
の間の2時間以上

その他 毎月　40,000円まで

070-3863-9830
又は 9時00分～19時30分
の間の2時間以上

その他 毎月　40,000円まで
16010-22386191

パート
２２

850円～2,000円
その他の織物・衣
服・身の回り品小売株式会社　メガネハウス

16010-22385591

パート
２１

850円～2,000円
その他の織物・衣
服・身の回り品小売株式会社　メガネハウス 他

実費（上限あり）
富山県富山市上飯野３８－１

他
実費（上限あり）

富山県富山市上飯野３８－１
070-3863-9830

又は 9時00分～19時30分
の間の2時間以上

その他 毎月　40,000円まで

070-3863-9830
又は 9時00分～19時30分
の間の2時間以上

その他 毎月　40,000円まで
16010-22384291

パート
２０

850円～2,000円
その他の織物・衣
服・身の回り品小売株式会社　メガネハウス

16010-22463891

パート
１９

850円～2,000円
その他の織物・衣
服・身の回り品小売株式会社　メガネハウス 他

実費（上限あり）
富山県富山市上飯野３８－１

日祝他
なし

富山県富山市向新庄町４丁目１番８２号
076-451-5124

その他

076-451-5124
毎　週 16010-22462791

パート
１８

850円～850円
その他の食料品製造
業株式会社　ユニオンランチ

16010-22460991

パート
１７

1,200円～1,200円
その他の食料品製造
業株式会社　ユニオンランチ 月火水木金土

なし
富山県富山市向新庄町４丁目１番８２号

日祝他
なし

富山県富山市向新庄町４丁目１番８２号
076-451-5124

その他

0765-24-2765
毎　週 毎月　1,000円まで

16040- 5368791

パート
１６

900円～900円
その他の食料品製造
業株式会社　ユニオンランチ

16040- 5363091

パート
１５

850円～880円 水産食料品製造業
古賀フーズ 土日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市寿町６番２４号

土日祝他
なし

富山県下新川郡朝日町山崎１７２１
0765-84-8443

又は 9時00分～16時00分
の間の3時間以上

毎　週

0120-266-588
毎　週 16040- 5362191

パート
１４

850円～850円 コークス製造業
赤川製袋

16040- 5361591

パート
１３

交替制あり
850円～850円

百貨店，総合スー
パーユニー株式会社　アピタ魚津店 他

12ヶ月 実費（上限なし）
富山県魚津市住吉６００番地

他
12ヶ月 実費（上限なし）

富山県魚津市住吉６００番地
0120-266-588

毎　週

0120-266-588
毎　週 16040- 5360291

パート
１２

交替制あり
850円～850円

百貨店，総合スー
パーユニー株式会社　アピタ魚津店

16040- 5359491

パート
１１

900円～900円
百貨店，総合スー
パーユニー株式会社　アピタ魚津店 他

12ヶ月 実費（上限なし）
富山県魚津市住吉６００番地

他
12ヶ月 実費（上限なし）

富山県魚津市住吉６００番地
0120-266-588

毎　週

0120-266-588
毎　週 16040- 5358991

パート
１０

900円～900円
百貨店，総合スー
パーユニー株式会社　アピタ魚津店

16040- 5357691

パート
９

交替制あり
920円～920円

百貨店，総合スー
パーユニー株式会社　アピタ魚津店 他

12ヶ月 実費（上限なし）
富山県魚津市住吉６００番地

他
実費（上限あり）

富山県黒部市生地四十物町３８３－２
0765-52-4888

又は 1時30分～ 4時30分
の間の3時間

毎　週 毎月　3,000円まで

0765-82-1100
又は 8時00分～17時00分
の間の6時間程度

毎　週 毎月　50,000円まで
16040- 5378291

パート
８

1,500円～1,600円 書籍・文房具小売業
北日本新聞　生地販売店

パート
７

848円～848円
その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社ＴＳＳ　朝日工場 土日祝他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町草野２７１－３
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
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求人数
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週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月９日～９月１３日）に受理した新規求人です。

出荷（ピッキング）業務 不問 パート労働者 (1)13時00分～18時00分 65人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 30人

雇用・労災
65人

2人 年2回
介護職 不問 パート労働者 (1) 8時30分～16時30分 5人

 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 5人
雇用・労災

5人
1人

清掃員 不問 パート労働者 (1) 7時30分～ 9時30分 21人
 黒部市 雇用期間の定めなし 15人

労災
21人

1人
（請）清掃 不問 パート労働者 30人

 黒部市 雇用期間の定めなし 20人
労災

173人
10人

菓子販売 不問 パート労働者 (1) 8時00分～13時00分 5人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)16時00分～19時00分 5人

労災
13人

2人
16040- 5338591

水他
なし

富山県下新川郡入善町入膳５４９０
0765-72-0267

その他

0765-84-8989
又は 9時00分～15時00分
の間の5時間程度

毎　週 毎月　15,000円まで
16040- 5336891

パート
３２

848円～848円 パン・菓子製造業
扇原清月堂

16040- 5355091

パート
３１

850円～1,000円 建物サービス業
株式会社　谷口美装 他

実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町山崎４４２－２

日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市堀高３５
0765-52-5500

毎　週 毎月　20,000円まで

0765-83-2216
毎　週 毎月　6,000円まで

16040- 5350791

パート
３０

850円～900円 一般診療所
医療法人社団　岩井整形外科医院

16040- 5349391

パート
２９

900円～900円 老人福祉・介護事業
特定非営利活動法人　ゆきあかり
 

日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町草野１１８番地３

他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市大海寺野６２１
0765-24-5511

その他 毎月　9,000円まで

パート
２８

848円～900円
その他の食料品製造
業石川製麺　株式会社

基本コース

★日　程★

　９月　２６日　（木） 　９：３０　～　１１：３０ 新川文化ホール１０４会議室

１０月　２１日　（月） 　９：３０　～　１１：３０ 黒部市民会館１０２会議室

演習コース

★日　程★

　９月　２６日　（木） 　１４：００　～　１６：００ 新川文化ホール１０４会議室

１０月　２１日　（月） 　１４：００　～　１６：００ 黒部市民会館１０２会議室

　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。

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。

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！～

会 場

新川文化ホール

魚津市宮津１１０

※当日お問い合せ：076－473－2824　（有）ステップアップ

黒部市民会館

黒部市三日市２９８１

※当日お問い合せ：076－473－2824　（有）ステップアップ

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

会 場

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

北陸銀行

黒部支店●
富山地方鉄道

黒
部
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ま
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★黒部市民会館

●コラーレ

東三日市電鉄黒部

●郵便局
図書館●

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

　「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      １０月９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      ９月１８日（水） 午前９時３０分～午後３時３０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）

  　※９月１８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。

※９月１８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！

4／4ページ


