
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
展示場スタッフ・住宅営業補助 35歳以下 正社員 (1) 8時30分～18時00分 1人

 魚津市 雇用期間の定めなし 1人
雇用・労災・健康・厚生・財形

36人
1人 年2回 3.00月分

機械設計者（ファスナー製造設備関連）（工機） 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

機械設計者（ＡＰ製造設備関連）（工機） 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

樹脂成形技術者（工機） 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

ロボットシステムインテグレーション（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

樹脂材料開発者（工機） 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

技術戦略（企画・立案）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

射出成形技術者（ファスニング） 62歳以下 正社員 (1) 8時00分～16時45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

ＦＡ装置開発技術者（ファスニング） 62歳以下 正社員 (1) 8時00分～16時45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

装置開発技術者（ファスニング） 62歳以下 正社員 (1) 8時00分～16時45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

介護職員 不問 正社員 (1) 7時00分～16時00分 95人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 79人

(3)16時30分～ 9時45分 雇用・労災・健康・厚生・財形

193人
2人 年2回 4.45月分

介護職員 不問 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 95人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 79人

雇用・労災・健康・厚生

193人
2人 年2回 2.00月分

介護職員 不問 正社員 (1) 7時00分～16時00分 95人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 79人

(3)16時30分～ 9時45分 雇用・労災・健康・厚生・財形

193人
1人 年2回 4.45月分

看護師・准看護師 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 95人
 黒部市 雇用期間の定めなし 79人

雇用・労災・健康・厚生・財形

193人
1人 年2回 4.45月分

介護職員 不問 正社員以外 (1) 7時00分～16時00分 95人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)10時00分～19時00分 79人

(3)16時30分～ 9時45分 雇用・労災・健康・厚生

193人
2人 年2回 2.00月分

建材部品の袋詰め 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 50人
 黒部市 雇用期間の定めなし 43人

雇用・労災・健康・厚生

206人
2人 年2回

建設機械オペレーター 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 11人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

11人
1人 年2回 2.00月分

トラック運転手 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 11人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

11人
1人 年2回 2.00月分

介護職（ひゞき） 不問 正社員 (1) 7時00分～16時00分 115人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 78人

(3)16時30分～ 9時30分 雇用・労災・健康・厚生・財形

164人
1人

測量設計助手 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 7人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～15時00分 2人

雇用・労災・健康・厚生

7人
2人 年2回 5.00月分

事務員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 10人
 黒部市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

38人
1人 年2回

フル
タイム
２１

変形（１年単位）
146,000円～230,000円

採石業，砂・砂利・
玉石採取業夏野土木工業　株式会社 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市荒俣２１０７

0765-56-8396
その他 毎月　11,300円まで

16040- 5962391

フル
タイム
１９

変形（１ヶ月単位）
149,400円～238,100円 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　海望福祉会（あんどの
里）

他
実費（上限あり）

富山県魚津市仏田３４６８番地
0765-22-8808

その他 毎月　13,000円まで
16040- 5959891

フル
タイム
２０

変形（１年単位）
170,000円～250,000円 土木建築サービス業

株式会社　スカイラ－ク企画航測社 日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市三日市３７２６
0765-54-0483

その他 毎月　30,000円まで
16040- 5961091

フル
タイム
１７

変形（１年単位）
188,000円～280,000円

土木工事業（舗装工
事業を除く）株式会社　清河工業 日他

実費（上限あり）
富山県魚津市江口４０５番地

0765-24-7755
その他 毎月　20,000円まで

16040- 5956991

フル
タイム
１８

変形（１年単位）
173,600円～280,000円

土木工事業（舗装工
事業を除く）株式会社　清河工業 日他

実費（上限あり）
富山県魚津市江口４０５番地

0765-24-7755
その他 毎月　20,000円まで

16040- 5957491

フル
タイム
１５

交替制あり
160,000円～184,000円 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　緑寿会　特別養護老人ホ
－ム　越野荘

他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市若栗　２１１１
0765-54-0622

毎　週 毎月　30,000円まで
16040- 5952191

フル
タイム
１６

136,000円～150,000円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板中野工業　株式会社 土日他

実費（上限あり）
富山県黒部市新町１１０番地甲ー２

0765-52-1330
毎　週 16040- 5955691

フル
タイム
１３

交替制あり
164,900円～202,600円 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　緑寿会　特別養護老人ホ
－ム　越野荘

他
実費（上限あり）

富山県黒部市若栗　２１１１
0765-54-0622

毎　週 毎月　30,000円まで
16040- 5950291

フル
タイム
１４

178,092円～270,000円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　緑寿会　特別養護老人ホ
－ム　越野荘

他
実費（上限あり）

富山県黒部市若栗　２１１１
0765-54-0622

毎　週 毎月　30,000円まで
16040- 5951591

フル
タイム
１１

交替制あり
174,794円～214,756円 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　緑寿会　特別養護老人ホ
－ム　越野荘

他
実費（上限あり）

富山県黒部市若栗　２１１１
0765-54-0622

毎　週 毎月　30,000円まで
16040- 5948991

フル
タイム
１２

160,000円～168,000円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　緑寿会　特別養護老人ホ
－ム　越野荘

他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市若栗　２１１１
0765-54-0622

毎　週 毎月　30,000円まで
16040- 5949491

フル
タイム
９

変形（１ヶ月単位）
266,000円～577,000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 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市吉田２００

0765-54-8703
その他 毎月　20,800円まで

16040- 5946391

フル
タイム
１０

変形（１ヶ月単位）
241,000円～546,000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 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市吉田２００

0765-54-8703
その他 毎月　20,800円まで

16040- 5947691

変形（１年単位）
226,000円～522,000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 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市吉田２００

0765-54-8399
その他 毎月　20,800円まで

16040- 5944191

フル
タイム
８

変形（１ヶ月単位）
260,000円～522,000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

フル
タイム
７

日他
実費（上限あり）

富山県黒部市吉田２００
0765-54-8703

その他 毎月　20,800円まで
16040- 5945091

16040- 5940791

フル
タイム
４

変形（１年単位）

0765-54-8399
その他 毎月　20,800円まで

16040- 5942291

フル
タイム
６

変形（１年単位）
232,000円～513,000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

実費（上限あり）
富山県黒部市吉田２００

0765-54-8399
その他 毎月　20,800円まで

実費（上限あり）
富山県黒部市吉田２００

実費（上限あり）
富山県黒部市吉田２００

日他
実費（上限あり）

富山県黒部市吉田２００
0765-54-8399

その他

0765-54-8399
その他 毎月　20,800円まで

16040- 5941891

フル
タイム
５

変形（１年単位）
293,000円～527,000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

変形（１年単位）
229,000円～508,000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 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市吉田２００

0765-54-8399
その他 毎月　20,800円まで

16040- 5943591

230,000円～549,000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

フル
タイム
３

フル
タイム
１

変形（１年単位）
150,000円～200,000円

建築工事業（木造建
築工事業を除く）株式会社　山下ホーム 水他

実費（上限あり）
富山県魚津市江口５６７－１

0765-24-9116

フル
タイム
２

変形（１年単位）
241,000円～546,000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 日他

16040- 5939391

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）

その他 毎月　20,000円まで
16040- 5936591

日他

毎月　20,800円まで

日他

★以下の求人は、先週1週間（９月３０日～１０月４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３０日～１０月４日）に受理した新規求人です。

調理員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 103人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 5時00分～14時00分 98人

(3)10時30分～19時30分 雇用・労災・健康・厚生・財形

103人
1人 年2回 4.00月分

製造（加工） 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 55人
 魚津市 雇用期間の定めなし 21人

雇用・労災・健康・厚生・財形

66人
1人 年2回 1.50月分

（請）建材部品加工（プレス部品ライン） 59歳以下 正社員 (1) 8時20分～17時00分 40人
 黒部市 雇用期間の定めなし 35人

雇用・労災・健康・厚生

70人
1人 年2回 2.00月分

（請）建材部品加工（プレス部品・丁番ライン） 59歳以下 正社員 (1) 8時20分～17時00分 40人
 黒部市 雇用期間の定めなし 35人

雇用・労災・健康・厚生

70人
2人 年2回 2.00月分

製造（加工） 60歳以上 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 55人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 21人

雇用・労災・健康・厚生

66人
1人 年2回 0.50月分

建築板金工 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時30分 8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・財形

8人
2人 年2回 5万円～20万円

製造管理オペレーター 不問 正社員以外 (1) 8時00分～16時45分 53人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)16時00分～ 0時45分 4人

(3) 0時00分～ 8時45分 雇用・労災・健康・厚生・財形

3,300人
2人 年2回 8万円～10万円

本社総務事務 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 25人
 魚津市 雇用期間の定めなし 7人

雇用・労災・健康・厚生

500人
1人 年2回 2.00月分

ボーリング場フロント業務 不問 正社員 (1) 9時00分～17時30分 8人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)15時00分～23時30分 2人

雇用・労災・健康・厚生

500人
1人 年2回 1.00月分

本社人事事務 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 25人
 魚津市 雇用期間の定めなし 7人

雇用・労災・健康・厚生

500人
1人 年2回 2.00月分

本社経理事務 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 25人
 魚津市 雇用期間の定めなし 7人

雇用・労災・健康・厚生

500人
1人 年2回 2.00月分

オペレーター及び部品付（ＹＫＫＡＰ（株）荻生製造所） 不問 正社員 (1) 7時20分～16時00分 18人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)16時50分～ 1時30分 3人

雇用・労災・健康・厚生

33人
2人 年2回 15万円～35万円

住宅用アルミ製品部品の　袋詰め、取付け作業（越湖製造所） 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 11人
 黒部市 雇用期間の定めなし 11人

雇用・労災・健康・厚生

33人
1人 年2回 1.50月分

観光業務全般 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時15分 14人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 11人

雇用・労災・健康・厚生

14人
1人 年2回 2.00月分

観光業務全般（予約関係） 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時15分 14人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)10時30分～19時15分 11人

雇用・労災・健康・厚生

14人
1人 年2回 2.00月分

一般事務 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 7人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生・財形

7人
1人 年2回 10万円～15万円

一般事務 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 7人
 黒部市 雇用期間の定めなし 6人

雇用・労災・健康・厚生

43人
1人

販売員 64歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 4人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 4人

雇用・労災・健康・厚生

30人
1人 年2回 2.00月分

大型運転手（ダンプ） 59歳以下 正社員 (1) 7時30分～16時30分 10人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

10人
1人 年2回

大型運転手（トレーラ） 59歳以下 正社員 (1) 7時30分～16時30分 10人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

10人
1人 年2回

大型運転手（地場） 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 10人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

10人
1人 年1回 10万円～25万円

フル
タイム
４１

変形（１年単位）
243,600円～443,600円

一般貨物自動車運送
業株式会社　飯作運輸 日祝他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町上飯野９３８の１

0765-72-2531
その他 毎月　10,000円まで

16040- 5891691

フル
タイム
４２

変形（１年単位）
263,600円～313,600円

一般貨物自動車運送
業株式会社　飯作運輸 日祝他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町上飯野９３８の１

0765-72-2531
その他 毎月　5,000円まで

16040- 5892991

フル
タイム
３９

変形（１年単位）
165,000円～200,000円 パン・菓子製造業

株式会社　昌栄堂 他
実費（上限あり）

富山県黒部市三日市１０７８－１
0765-54-0002

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5889591

フル
タイム
４０

変形（１年単位）
263,600円～313,600円

一般貨物自動車運送
業株式会社　飯作運輸 日祝他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町上飯野９３８の１

0765-72-2531
その他 毎月　5,000円まで

16040- 5890391

フル
タイム
３７

150,000円～165,000円 自動車整備業
ＣＡＲ　ＭＥＣＨＡＮＩＣ　ＫＹＯＷＡ
（協和自動車（株））

日他
実費（上限あり）

富山県黒部市前沢２３６９
0765-54-1606

毎　週 毎月　10,000円まで
16040- 5887891

フル
タイム
３８

150,000円～160,000円 パン・菓子製造業
株式会社　東京ブレッド 土日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市石田１１６８－１７

0765-32-3321
毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 5888291

フル
タイム
３５

150,000円～170,000円 経済団体
一般社団法人　黒部・宇奈月温泉観光局 他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県黒部市若栗３２１２－１

0765-57-2850
毎　週 毎月　8,000円まで

16040- 5884991

フル
タイム
３６

交替制あり
150,000円～170,000円 経済団体

一般社団法人　黒部・宇奈月温泉観光局 他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市若栗３２１２－１
0765-57-2850

毎　週 毎月　8,000円まで
16040- 5886791

フル
タイム
３３

交替制あり
181,800円～202,000円

建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　木島アルミ建材 土日他

実費（上限あり）
富山県黒部市荒俣２０５番地

090-5177-4104
毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 5925791

フル
タイム
３４

140,000円～140,000円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　木島アルミ建材 土日他

実費（上限あり）
富山県黒部市荒俣２０５番地

090-5177-4104
毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 5926891

フル
タイム
３１

変形（１年単位）
167,000円～247,000円 遊戯場

株式会社　ノースランド 日祝他
実費（上限なし）

富山県魚津市吉島２－４－２５
0765-57-6868

隔　週 16040- 5923991

フル
タイム
３２

変形（１年単位）
167,000円～247,000円 遊戯場

株式会社　ノースランド 日祝他
実費（上限なし）

富山県魚津市吉島２－４－２５
0765-57-6868

隔　週 16040- 5924491

フル
タイム
２９

変形（１年単位）
167,000円～247,000円 遊戯場

株式会社　ノースランド 日祝他
実費（上限なし）

富山県魚津市吉島２－４－２５
0765-57-6868

隔　週 16040- 5921391

フル
タイム
３０

交替制あり
182,800円～193,000円 遊戯場

株式会社　ノースランド 他
実費（上限なし）

富山県魚津市吉島２－４－２５
0765-54-3222

な　し 16040- 5922691

フル
タイム
２７

198,000円～319,000円 板金・金物工事業
有限会社　ヨコタ工業 土日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町上野５２３－２

0765-72-3073
毎　週 毎月　5,000円まで

16040- 5919291

フル
タイム
２８

交替制あり
191,300円～192,100円 清涼飲料製造業

アサヒ飲料株式会社北陸工場 他
3ヶ月 実費（上限なし）

富山県下新川郡入善町若栗新３２１－１
0765-78-2800

その他 16040- 5920091

フル
タイム
２５

171,271円～171,271円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　プラコ長谷川 土日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市犬山１０２

0765-52-2046
毎　週 毎月　5,000円まで

16040- 5917791

フル
タイム
２６

変形（１年単位）
187,440円～221,520円

建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板株式会社　石崎建材社 日

3ヶ月 実費（上限あり）
富山県魚津市横枕６４７－１

0765-24-7477
その他 毎月　20,000円まで

16040- 5918891

フル
タイム
２３

変形（１年単位）
195,000円～230,000円

建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板株式会社　石崎建材社 日

実費（上限あり）
富山県魚津市横枕６４７－１

0765-24-7477
その他 毎月　20,000円まで

16040- 5915991

フル
タイム
２４

140,130円～140,130円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　プラコ長谷川 土日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市犬山１０２

0765-52-2046
毎　週 毎月　5,500円まで

16040- 5916491

フル
タイム
２２

交替制あり
160,000円～168,000円 病院

医療法人社団平成会　桜井病院 他
実費（上限あり）

富山県黒部市荻生６６７５－５
0765-54-1800

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5911191
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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３０日～１０月４日）に受理した新規求人です。

介護職員（訪問） 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 15人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)17時30分～ 8時30分 14人

雇用・労災・健康・厚生

33人
1人 年2回 2.50月分

漁師 18歳～39歳 正社員 (1) 0時00分～ 6時00分 23人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 2時00分～10時00分 1人

雇用・労災・健康・厚生

23人
3人 年2回 15万円～20万円

電気工事作業員 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 4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

4人
1人 年2回 5.00月分

製造員（製パン・製菓） 不問 正社員 (1) 6時00分～14時45分 20人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 7時00分～15時45分 16人

(3) 8時00分～16時45分 雇用・労災・健康・厚生

25人
2人 年1回

販売 不問 正社員 5人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

25人
2人

製造員（菓子） 不問 正社員 (1) 7時00分～15時45分 5人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～16時45分 4人

(3) 9時00分～17時45分 雇用・労災・健康・厚生

25人
2人

販売員（製パン・製菓） 不問 正社員 20人
 黒部市 雇用期間の定めなし 16人

雇用・労災・健康・厚生

25人
2人 年1回

事務 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 10人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

53人
1人 年2回 2.00月分

一般事務 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～16時30分 17人
 魚津市 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

20人
1人

外壁工事工 不問 正社員 (1) 8時00分～18時00分 0人
 黒部市 雇用期間の定めなし 0人

労災・健康
0人

1人
工場事務 不問 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 420人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 163人
雇用・労災・健康・厚生

420人
1人

電気工事 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 1人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災
1人

1人 年2回 15万円～30万円
金型設計 35歳以下 正社員 (1) 8時00分～16時50分 66人

 魚津市 雇用期間の定めなし 14人
雇用・労災・健康・厚生・財形

66人
1人 年2回 4.00月分

介護員（デイサービスセンター） 不問 正社員以外 (1) 8時15分～16時45分 721人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 8時30分～17時00分 572人

雇用・労災・健康・厚生

778人
1人 年2回 2.00月分

機械オペレーター 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～16時50分 66人
 魚津市 雇用期間の定めなし 14人

雇用・労災・健康・厚生・財形

66人
1人 年2回 4.00月分

検査工及び機械オペレーター 35歳以下 正社員 (1) 8時00分～16時50分 66人
 魚津市 雇用期間の定めなし 14人

雇用・労災・健康・厚生・財形

66人
1人 年2回 4.00月分

ルートセールス 不問 正社員 (1) 5時00分～12時00分 48人
 魚津市 雇用期間の定めなし 28人

雇用・労災・健康・厚生

48人
2人 年2回 3.50月分

精密部品の検査 不問 正社員 (1) 8時15分～17時00分 44人
 魚津市 雇用期間の定めなし 27人

雇用・労災・健康・厚生・財形

72人
2人 年2回 2.00月分

ダンプ地場運転手 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 12人
 黒部市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生・財形

65人
2人 年2回 1.50月分

マシニングセンター工・機械工 44歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 22人
 魚津市 雇用期間の定めなし 10人

雇用・労災・健康・厚生

66人
1人 年2回 1.50月分

看護師 59歳以下 正社員 (1) 7時00分～15時45分 103人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時15分 98人

(3) 9時45分～18時30分 雇用・労災・健康・厚生・財形

103人
4人 年2回 4.00月分

フル
タイム
６３

変形（１ヶ月単位）
230,000円～313,000円 病院

医療法人社団平成会　桜井病院 他
実費（上限あり）

富山県黒部市荻生６６７５－５
0765-54-1800

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5537891

フル
タイム
６１

変形（１年単位）
210,000円～265,000円

一般貨物自動車運送
業株式会社　此川運輸 日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市宇奈月町下立６５６

0765-65-0823
その他 毎月　12,000円まで

16040- 5535491

フル
タイム
６２

168,000円～230,000円 金属加工機械製造業
株式会社　桜井工業 土日他

実費（上限なし）
富山県魚津市三ケ２２７

0765-22-8611
毎　週 16040- 5536791

フル
タイム
５９

変形（１年単位）
200,000円～200,000円 水産食料品製造業

有限会社　尾崎商会（尾崎かまぼこ館） 日他
実費（上限なし）

富山県魚津市友道１１５３－１
0765-24-6666

その他 16040- 5525691

フル
タイム
６０

変形（１年単位）
144,640円～144,640円 電子デバイス製造業

立山精密　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市道坂２４３－３
0765-32-8049

毎　週 毎月　25,000円まで
16040- 5533691

フル
タイム
５７

変形（１年単位）
180,000円～260,000円

プラスチック板・
棒・管・継手・異形北真工業　株式会社 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市横枕２４８

0765-24-3666
その他 毎月　16,500円まで

16040- 5517691

フル
タイム
５８

変形（１年単位）
170,000円～190,000円

プラスチック板・
棒・管・継手・異形北真工業　株式会社 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市横枕２４８

0765-24-3666
その他 毎月　16,500円まで

16040- 5519491

フル
タイム
５５

変形（１年単位）
180,000円～200,000円

プラスチック板・
棒・管・継手・異形北真工業　株式会社 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市横枕２４８

0765-24-3666
その他 毎月　16,500円まで

16040- 5514191

フル
タイム
５６

交替制あり
147,600円～166,050円 病院

黒部市民病院 土日他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市三日市１１０８－１
0765-54-2211

毎　週 毎月　20,000円まで
16040- 5515091

フル
タイム
５３

変形（１年単位）
150,480円～150,480円

その他のプラスチッ
ク製品製造業シロウマサイエンス株式会社 日他

～令和2年3月31日 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町青木５７７７番地

0765-72-0038
その他 毎月　25,000円まで

16040- 5512291

フル
タイム
５４

変形（１年単位）
184,000円～299,000円 電気工事業

山内電気工事 日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月町浦山１１５０－１
0765-65-0696

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5513591

フル
タイム
５１

変形（１年単位）
150,000円～180,000円

農畜産物・水産物卸
売業株式会社　ハリタ冷蔵 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市港町５－１８

0765-22-0172
その他 毎月　10,000円まで

16040- 5909791

フル
タイム
５２

173,600円～434,000円 塗装工事業
ＫＳＫ 日祝他

なし
富山県黒部市三日市２８４４－６

090-3298-6804
その他 16040- 5511891

フル
タイム
４９

166,000円～250,000円 菓子・パン小売業
株式会社　パパぱんの店 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市牧野６８０

0765-57-1624
又は 8時00分～19時45分
の間の8時間

その他 毎月　9,000円まで
16040- 5905391

フル
タイム
５０

153,000円～161,000円 家事サービス業
株式会社ハートケアサービス 土日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市住吉１８６０－１

0765-23-6333
毎　週 毎月　13,500円まで

16040- 5907991

フル
タイム
４７

変形（１年単位）
166,000円～250,000円 菓子・パン小売業

株式会社　パパぱんの店 木他
実費（上限あり）

富山県黒部市牧野６８０
0765-57-1624

又は 8時00分～19時45分
の間の8時間程度

その他 毎月　9,000円まで
16040- 5903191

フル
タイム
４８

変形（１年単位）
166,000円～250,000円 菓子・パン小売業

株式会社　パパぱんの店 木他
実費（上限あり）

富山県黒部市牧野６８０
0765-57-1624

その他 毎月　9,000円まで
16040- 5904091

フル
タイム
４５

変形（１年単位）
180,000円～280,000円 電気工事業

有限会社　中村電気 日祝他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町青木１８９７番地
0765-72-0070

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5898191

フル
タイム
４６

交替制あり
166,000円～250,000円 菓子・パン小売業

株式会社　パパぱんの店 日他
実費（上限あり）

富山県黒部市牧野６８０
0765-57-1624

その他 毎月　9,000円まで
16040- 5901291

フル
タイム
４３

交替制あり
190,000円～200,000円 老人福祉・介護事業

有限会社　隠居くらぶ 他
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
16040- 5893491

フル
タイム
４４

150,000円～180,000円 海面漁業
有限会社　藤吉水産 日他

実費（上限あり）
富山県魚津市東町１４番５号

0765-22-1088
その他 毎月　5,000円まで

16040- 5897591
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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３０日～１０月４日）に受理した新規求人です。

工作機械関係の電気配線 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 22人
 魚津市 雇用期間の定めなし 10人

雇用・労災・健康・厚生

66人
1人 年2回 1.50月分

准看護師 不問 正社員 (1) 7時00分～15時45分 103人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時15分 98人

(3) 9時45分～18時30分 雇用・労災・健康・厚生・財形

103人
4人 年2回 4.00月分

生産管理業務 44歳以下 正社員 (1) 8時15分～17時00分 63人
 魚津市 雇用期間の定めなし 41人

雇用・労災・健康・厚生・財形

98人
2人 年2回 2.00月分

建築工事現場管理技術者 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 27人
 黒部市 雇用期間の定めなし 6人

雇用・労災・健康・厚生

75人
1人 年3回 2.70月分

製缶工（見習い可） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 22人
 魚津市 雇用期間の定めなし 10人

雇用・労災・健康・厚生

66人
4人 年2回 1.50月分

品質管理業務 44歳以下 正社員 (1) 8時15分～17時00分 63人
 魚津市 雇用期間の定めなし 41人

雇用・労災・健康・厚生・財形

98人
2人 年2回 2.00月分

機械組立工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 22人
 魚津市 雇用期間の定めなし 10人

雇用・労災・健康・厚生

66人
2人 年2回 1.50月分

土木工事現場管理技術者 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 27人
 黒部市 雇用期間の定めなし 6人

雇用・労災・健康・厚生

75人
1人 年3回 2.70月分

舗装工事現場管理技術者 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 22人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

75人
1人 年3回 2.70月分

土木作業員 39歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 8人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

8人
1人 年2回 2.00月分

精密部品の検査 不問 正社員 (1) 8時15分～17時00分 63人
 魚津市　他 雇用期間の定めなし 41人

雇用・労災・健康・厚生・財形

98人
2人 年2回 2.00月分

土木技術者 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 8人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

8人
1人 年2回 2.00月分

建築施工管理 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 15人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

15人
1人 年1回

工場内製造作業（二交替） 35歳以下 正社員 (1) 8時40分～21時00分 219人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)20時40分～ 9時00分 29人

雇用・労災・健康・厚生・財形

219人
4人 年2回 2.30月分

土木施工管理 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 15人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

15人
1人 年1回

介護職員【入善町東狐】 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 13人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 11人

(3)20時00分～ 8時00分 雇用・労災・健康・厚生

70人
1人 年2回

（派）電子部品の目視検査及び顕微鏡検査 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時30分 4人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)16時30分～ 1時00分 3人

雇用・労災・健康・厚生

46人
4人

介護・看護助手 不問 正社員 (1) 8時30分～17時15分 103人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)16時30分～ 9時00分 98人

雇用・労災・健康・厚生・財形

103人
4人 年2回 4.00月分

営業配達員 44歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 16人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

72人
2人 年2回 3.00月分

介護職員【黒部市】 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 10人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 9人

(3)20時00分～ 8時00分 雇用・労災・健康・厚生

70人
1人 年2回

（派）発送事務・包装 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時30分 4人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)16時30分～ 1時00分 3人

雇用・労災・健康・厚生

46人
4人

フル
タイム
８３

交替制あり
146,000円～167,000円 老人福祉・介護事業

特定非営利活動法人生活支援センター
アットホーム新川

他
実費（上限あり）

富山県魚津市吉島１１１８－１
0765-24-0315

その他 毎月　7,000円まで
16040- 5562891

フル
タイム
８４

交替制あり
205,530円～213,435円

その他の電子部品・
デバイス・電子回路有限会社　清水製作所 土日祝他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳５２３２　米
澤ビル２・３Ｆ

0765-32-5571
毎　週 毎月　24,400円まで

16040- 5563291

フル
タイム
８１

変形（１ヶ月単位）
153,000円～160,000円 病院

医療法人社団平成会　桜井病院 他
実費（上限あり）

富山県黒部市荻生６６７５－５
0765-54-1800

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5560491

フル
タイム
８２

変形（１年単位）
210,000円～240,000円 洗濯業

有限会社　重松 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市北中５５０－１
0765-22-2352

その他 毎月　5,000円まで
16040- 5561791

フル
タイム
７９

交替制あり
146,000円～167,000円 老人福祉・介護事業

特定非営利活動法人生活支援センター
アットホーム新川

他
実費（上限あり）

富山県魚津市吉島１１１８－１
0765-24-0315

その他 毎月　7,000円まで
16040- 5558391

フル
タイム
８０

交替制あり
205,530円～213,435円

その他の電子部品・
デバイス・電子回路有限会社　清水製作所 土日祝他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳５２３２　米
澤ビル２・３Ｆ

0765-32-5571
毎　週 毎月　24,400円まで

16040- 5559691

フル
タイム
７７

変形（１ヶ月単位）
158,300円～216,400円

プラスチックフィル
ム・シート・床材・株式会社サンリッツ 他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町下上野４０－１

0765-74-7220
毎　週 毎月　100,000円まで

16040- 5556191

フル
タイム
７８

変形（１年単位）
253,000円～357,000円 一般土木建築工事業

千田建設株式会社 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市大光寺町２５１１番地
0765-24-1300

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5557091

フル
タイム
７５

変形（１年単位）
280,000円～450,000円 一般土木建築工事業

株式会社　澤田土建 日他
なし

富山県黒部市三日市２６７０
0765-52-2540

その他 16040- 5553891

フル
タイム
７６

変形（１年単位）
253,000円～357,000円 一般土木建築工事業

千田建設株式会社 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市大光寺町２５１１番地
0765-24-1300

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5555591

フル
タイム
７３

変形（１年単位）
253,000円～345,000円 一般土木建築工事業

株式会社　澤田土建 日他
なし

富山県黒部市三日市２６７０
0765-52-2540

その他 16040- 5550991

フル
タイム
７４

変形（１年単位）
144,640円～144,640円 電子デバイス製造業

テクノプラス　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市道坂２４２
0765-32-8134

毎　週 毎月　25,000円まで
16040- 5551491

フル
タイム
７１

変形（１年単位）
235,000円～300,000円 一般土木建築工事業

桜井建設　株式会社 日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市新町１
0765-52-1200

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5547591

フル
タイム
７２

変形（１年単位）
235,000円～300,000円 一般土木建築工事業

桜井建設　株式会社 日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市新町１
0765-52-1200

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5549091

フル
タイム
６９

変形（１年単位）
186,102円～340,743円 電子デバイス製造業

テクノプラス　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市道坂２４２
0765-32-8134

毎　週 毎月　25,000円まで
16040- 5545891

フル
タイム
７０

168,000円～230,000円 金属加工機械製造業
株式会社　桜井工業 土日他

実費（上限なし）
富山県魚津市三ケ２２７

0765-22-8611
毎　週 16040- 5546291

フル
タイム
６７

変形（１年単位）
235,000円～300,000円 一般土木建築工事業

桜井建設　株式会社 日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市新町１
0765-52-1200

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5542991

フル
タイム
６８

176,400円～230,000円 金属加工機械製造業
株式会社　桜井工業 土日他

実費（上限なし）
富山県魚津市三ケ２２７

0765-22-8611
毎　週 16040- 5543491

フル
タイム
６５

変形（１ヶ月単位）
205,000円～262,000円 病院

医療法人社団平成会　桜井病院 他
実費（上限あり）

富山県黒部市荻生６６７５－５
0765-54-1800

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5540391

フル
タイム
６６

変形（１年単位）
186,102円～340,743円 電子デバイス製造業

テクノプラス　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市道坂２４２
0765-32-8134

毎　週 毎月　25,000円まで
16040- 5541691

フル
タイム
６４

176,400円～232,000円 金属加工機械製造業
株式会社　桜井工業 土日他

実費（上限なし）
富山県魚津市三ケ２２７

0765-22-8611
毎　週 16040- 5539591
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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３０日～１０月４日）に受理した新規求人です。

（派）電子部品の生産機械オペレーター 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時00分 4人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)16時00分～ 0時00分 3人

(3) 0時00分～ 8時00分 雇用・労災・健康・厚生

46人
4人

運転配達員 59歳以下 正社員 (1) 6時30分～15時30分 16人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

76人
2人 年2回 3.00月分

配管工 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 20人
 黒部市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

20人
2人 年2回 4.00月分

電気工事士 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 20人
 黒部市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

20人
2人 年2回 4.00月分

製缶工 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 20人
 黒部市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

20人
1人 年2回 4.00月分

機械加工及び組立 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 20人
 黒部市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

20人
2人 年2回 4.00月分

重機運搬業務又は建設機械オペレーター 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 42人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

42人
1人 年3回 2.38月分

普通作業員 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 4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

5人
2人 年2回 5万円～26万円

会計事務（税務補助）【経験者】 不問 正社員 (1) 8時30分～17時00分 20人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時30分 11人

(3) 8時30分～16時00分 雇用・労災・健康・厚生

20人
2人 年2回 30万円～100万円

パン製造員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 31人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～18時00分 20人

雇用・労災・健康・厚生

43人
2人

制作（ＰＯＤ・オンデマンド印刷オペレーター／ＤＴＰ、組版 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 52人
 黒部市 雇用期間の定めなし 34人

雇用・労災・健康・厚生・財形

53人
1人 年2回

現場管理 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 39人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

39人
1人 年2回 1.80月分

フロント業務 不問 正社員以外 (1) 8時00分～15時00分 124人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)16時30分～23時30分 65人

雇用・労災・健康・厚生

124人
2人 年2回

作業員（クレセント　バリ取り　検査）／ＹＫＫＡＰ越湖工場 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 56人
 黒部市 雇用期間の定めなし 53人

雇用・労災・健康・厚生

83人
1人 年2回 1.80月分

ホールサービススタッフ 不問 正社員以外 (1)14時00分～21時45分 124人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 65人

雇用・労災・健康・厚生

124人
2人

館内清掃 不問 正社員以外 (1) 7時00分～15時00分 124人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)14時30分～22時30分 65人

雇用・労災・健康・厚生

124人
2人 年2回

調理補助 不問 正社員以外 (1) 8時00分～18時00分 124人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 65人

雇用・労災・健康・厚生

124人
2人

旋盤工 不問 正社員 (1) 8時30分～17時00分 14人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

14人
1人 年2回 2.00月分

溶接工 不問 正社員 (1) 8時30分～17時00分 14人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

14人
2人 年2回 2.00月分

土木作業員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 3人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

3人
2人 年1回 1.50月分

機械オペレーター（ＮＣフライス盤、マシニングセンター） 不問 正社員 (1) 8時30分～17時00分 14人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

14人
1人 年2回 2.00月分

フル
タイム
１０５

変形（１年単位）
160,000円～250,000円 金属加工機械製造業

辻精機株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市三ケ２２７
0765-22-0637

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5602291

フル
タイム
１０３

変形（１年単位）
160,000円～250,000円 金属加工機械製造業

辻精機株式会社 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市三ケ２２７
0765-22-0637

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5599191

フル
タイム
１０４

変形（１年単位）
200,000円～300,000円 塗装工事業

株式会社　ツーライン 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見２４８９
0765-78-2280

その他 毎月　25,000円まで
16040- 5601891

フル
タイム
１０１

変形（１ヶ月単位）
145,775円～162,925円 旅館，ホテル

株式会社　金太郎温泉 他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市天神野新６０００
0765-24-1222

その他 毎月　5,000円まで
16040- 5594491

フル
タイム
１０２

変形（１年単位）
160,000円～250,000円 金属加工機械製造業

辻精機株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市三ケ２２７
0765-22-0637

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5597291

フル
タイム
９９

変形（１ヶ月単位）
162,925円～171,500円 旅館，ホテル

株式会社　金太郎温泉 他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市天神野新６０００
0765-24-1222

その他 毎月　5,000円まで
16040- 5588891

フル
タイム
１００

変形（１ヶ月単位）
142,800円～151,200円 旅館，ホテル

株式会社　金太郎温泉 他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市天神野新６０００
0765-24-1222

その他 毎月　5,000円まで
16040- 5590091

フル
タイム
９７

交替制あり
132,000円～140,250円 旅館，ホテル

株式会社　金太郎温泉 他
実費（上限あり）

富山県魚津市天神野新６０００
0765-24-1222

その他 毎月　5,000円まで
16040- 5586491

フル
タイム
９８

144,720円～144,720円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　辻口工業 土日他

実費（上限あり）
富山県魚津市大海寺野村５００８

0765-22-0393
毎　週 毎月　8,000円まで

16040- 5587791

フル
タイム
９５

変形（１年単位）
160,000円～190,000円 印刷業

株式会社　すがの印刷 日他
実費（上限あり）

富山県黒部市若栗２６３０
0765-54-0112

その他 毎月　8,000円まで
16040- 5584691

フル
タイム
９６

変形（１年単位）
185,000円～350,000円 一般土木建築工事業

株式会社　東城 日祝
実費（上限なし）

富山県魚津市六郎丸２９３５
0765-23-1110

その他 16040- 5585991

フル
タイム
９３

変形（１年単位）
180,000円～290,000円

公認会計士事務所，
税理士事務所堤谷茂雄税理士事務所 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市吉島１２１番地の２

0765-24-8490
その他 毎月　15,000円まで

16040- 5580591

フル
タイム
９４

変形（１年単位）
180,000円～190,000円 パン・菓子製造業

株式会社　東京ブレッド 日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市石田１１６８－１７
0765-32-3321

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5582091

フル
タイム
９１

変形（１年単位）
200,000円～320,000円 一般土木建築工事業

株式会社　関口組 日他
実費（上限なし）

富山県魚津市港町７－８
0765-22-0016

その他 16040- 5577991

フル
タイム
９２

変形（１年単位）
220,000円～260,000円 一般土木建築工事業

株式会社　竹内組 日他
なし

富山県下新川郡朝日町笹川８－１
0765-82-1462

その他 16040- 5578491

フル
タイム
８９

変形（１ヶ月単位）
200,000円～350,000円

一般産業用機械・装
置製造業有限会社　システムササキ 他

実費（上限あり）
富山県黒部市前沢２６７４

0765-52-4339
その他 毎月　7,000円まで

16040- 5574091

フル
タイム
９０

変形（１ヶ月単位）
200,000円～350,000円

一般産業用機械・装
置製造業有限会社　システムササキ 他

実費（上限あり）
富山県黒部市前沢２６７４

0765-52-4339
その他 毎月　13,000円まで

16040- 5575391

フル
タイム
８７

変形（１ヶ月単位）
170,000円～350,000円

一般産業用機械・装
置製造業有限会社　システムササキ 他

実費（上限あり）
富山県黒部市前沢２６７４

0765-52-4339
その他 毎月　13,000円まで

16040- 5570891

フル
タイム
８８

変形（１ヶ月単位）
170,000円～350,000円

一般産業用機械・装
置製造業有限会社　システムササキ 他

実費（上限あり）
富山県黒部市前沢２６７４

0765-52-4339
その他 毎月　13,000円まで

16040- 5572591

フル
タイム
８５

交替制あり
192,270円～199,665円

その他の電子部品・
デバイス・電子回路有限会社　清水製作所 土日祝他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳５２３２　米
澤ビル２・３Ｆ

0765-32-5571
毎　週 毎月　24,400円まで

16040- 5565191

フル
タイム
８６

変形（１年単位）
192,000円～220,000円 洗濯業

有限会社　重松 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市北中５５０－１
0765-22-2352

その他 毎月　5,000円まで
16040- 5569991
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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３０日～１０月４日）に受理した新規求人です。

生産業務 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 45人
 黒部市 雇用期間の定めなし 31人

雇用・労災・健康・厚生・財形

200人
1人 年2回

配管設備企画、設計 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 84人
 黒部市 雇用期間の定めなし 14人

雇用・労災・健康・厚生・財形

84人
1人 年2回 4.87月分

印刷機オペレーター 40歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時00分 28人
 黒部市 雇用期間の定めなし 13人

雇用・労災・健康・厚生

29人
1人

現業 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 24人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～12時00分 2人

雇用・労災・健康・厚生

24人
2人 年2回 1.50月分

品質保証業務 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 61人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし (2) 6時00分～20時00分 13人

(3)10時00分～15時00分 雇用・労災・健康・厚生・財形

125人
1人 年2回 1.00月分

鉄工作業（魚津工場） 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 56人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

68人
2人 年2回 2.00月分

ダンボール製品の組立作業 45歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時00分 29人
 黒部市 雇用期間の定めなし 12人

雇用・労災・健康・厚生

29人
1人

製造スタッフ（課長候補） 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 56人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

68人
1人 年2回 2.00月分

一般土木作業員 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 1人

雇用・労災・健康・厚生

8人
4人 年1回 1.00月分

製造部門管理職 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 56人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

68人
1人 年2回 2.00月分

測量・設計・調査 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 18人
 魚津市 雇用期間の定めなし 6人

雇用・労災・健康・厚生

18人
1人 年2回

アルミ一般取付 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 2人
 魚津市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

2人
1人

マシニングセンターオペレーター 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 56人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

68人
1人 年2回 2.00月分

雑貨・婦人の販売（Ａｄ　Ｈｏｃ魚津店） 不問 正社員 (1)10時00分～19時00分 3人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 3人

雇用・労災・健康・厚生

10人
1人 年1回 10万円～25万円

送電線土木技術員 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 44人
 黒部市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

46人
3人 年3回 5.40月分

臨床検査技師 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時00分 721人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 572人

雇用・労災・健康・厚生

778人
1人 年2回 2.00月分

送電線高所技術員 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 44人
 黒部市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

46人
3人 年3回 5.40月分

介護職（デイサービス） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 176人
 黒部市 雇用期間の定めなし 133人

雇用・労災・健康・厚生

176人
2人 年2回 3.30月分

電気工事 44歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 4人
 魚津市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

4人
2人 年2回 3.00月分

一般廃棄物収集運搬 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～16時50分 20人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～12時00分 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

23人
1人 年2回 3.00月分

（請）部品付・検査 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 58人
 黒部市 雇用期間の定めなし 27人

雇用・労災・健康・厚生

133人
1人 年2回

フル
タイム
１２５

特定曜日のみ(2)(3)
225,000円～225,000円 一般廃棄物処理業

黒部クリーン　株式会社 日祝他
実費（上限なし）

富山県黒部市北野４７－２
0765-52-0047

その他 16040- 5634791

フル
タイム
１２６

140,000円～150,000円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　長崎新サッシ工業 土日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町椚山４２３６－１
０

0765-72-5770
毎　週 毎月　7,000円まで

16040- 5635891

フル
タイム
１２３

185,000円～232,400円 病院
医療法人社団　一志会　池田リハビリ
テーション病院

日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市荻生８２１
0765-54-5400

毎　週 毎月　20,000円まで
16040- 5632991

フル
タイム
１２４

変形（１年単位）
180,000円～300,000円 電気工事業

ナカオ電工株式会社 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市木下新３４１－２
0765-31-6216

その他 毎月　5,000円まで
16040- 5633491

フル
タイム
１２１

172,200円～180,400円 病院
黒部市民病院 土日祝

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県黒部市三日市１１０８－１

0765-54-2211
毎　週 毎月　20,000円まで

16040- 5630391

フル
タイム
１２２

変形（１年単位）
194,920円～300,080円 電気工事業

中西電業株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県黒部市中野１番地
0765-54-1250

その他 毎月　50,000円まで
16040- 5631691

フル
タイム
１１９

交替制あり
174,000円～174,000円

その他の織物・衣
服・身の回り品小売有限会社　島田 他

実費（上限あり）
富山県魚津市中央通り１－７－７

0765-23-5440
毎　週 毎月　20,000円まで

16040- 5624991

フル
タイム
１２０

変形（１年単位）
194,920円～300,080円 電気工事業

中西電業株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県黒部市中野１番地
0765-54-1250

その他 毎月　50,000円まで
16040- 5629591

フル
タイム
１１７

188,000円～352,500円 その他の職別工事業
中村工業 日他

実費（上限あり）
富山県魚津市緑町１―４１

090-3297-7800
その他 毎月　10,000円まで

16040- 5621091

フル
タイム
１１８

変形（１年単位）
220,000円～370,000円

建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板栄産業株式会社　魚津工場 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市住吉字野毛４０９９－６

0765-24-1661
その他 毎月　15,000円まで

16040- 5622391

フル
タイム
１１５

変形（１年単位）
350,000円～500,000円

建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板栄産業株式会社　魚津工場 日他

実費（上限あり）
富山県魚津市住吉字野毛４０９９－６

0765-24-1661
その他 毎月　15,000円まで

16040- 5619891

フル
タイム
１１６

変形（１年単位）
165,000円～250,000円 土木建築サービス業

株式会社　富山測量社 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市上村木１丁目２２－１０
0765-22-2343

その他 毎月　20,000円まで
16040- 5620191

フル
タイム
１１３

変形（１年単位）
250,000円～450,000円

建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板栄産業株式会社　魚津工場 日他

実費（上限あり）
富山県魚津市住吉字野毛４０９９－６

0765-24-1661
その他 毎月　15,000円まで

16040- 5617491

フル
タイム
１１４

変形（１年単位）
184,000円～368,000円 一般土木建築工事業

富山達観建設株式会社 日祝他
実費（上限なし）

富山県魚津市横枕２０－３
090-6819-7435

その他 16040- 5618791

フル
タイム
１１１

変形（１年単位）
220,000円～370,000円

建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板栄産業株式会社　魚津工場 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市住吉字野毛４０９９－６

0765-24-1661
その他 毎月　15,000円まで

16040- 5612191

フル
タイム
１１２

変形（１年単位）
147,500円～155,500円 加工紙製造業

黒部紙業　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県黒部市石田１１６８－２１
0765-52-0532

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5615691

フル
タイム
１０９

変形（１年単位）
163,000円～230,000円 化学製品卸売業

有限会社　ティーアイ　システム 日他
実費（上限あり）

富山県黒部市荻生２９－２
0765-57-2561

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5610291

フル
タイム
１１０

フレックス
200,000円～300,000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

実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町草野２７１－３

0765-82-1100
毎　週 毎月　50,000円まで

16040- 5611591

フル
タイム
１０７

230,000円～350,000円 電気工事業
黒部エムテック　株式会社 日祝他

実費（上限なし）
富山県黒部市吉田２００

0765-54-8665
毎　週 16040- 5607691

フル
タイム
１０８

変形（１年単位）
150,000円～180,000円 加工紙製造業

黒部紙業　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県黒部市石田１１６８－２１
0765-52-0532

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5609491

フル
タイム
１０６

変形（１年単位）
152,100円～205,920円

他に分類されない卸
売業株式会社　卵のタカムラ 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市沓掛６３５

0765-54-1162
その他 毎月　50,000円まで

16040- 5606391
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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
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★以下の求人は、先週1週間（９月３０日～１０月４日）に受理した新規求人です。

介護職 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 18人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 15人

雇用・労災・健康・厚生・財形

18人
1人 年2回 3.00月分

（請）機械オペレーター・検査 不問 正社員 (1) 6時20分～15時00分 69人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時40分 4人

雇用・労災・健康・厚生

133人
1人 年2回

成形研磨工・外形研磨工 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 1人

雇用・労災・健康・厚生

8人
1人 年2回

介護職 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 18人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 15人

雇用・労災・健康・厚生・財形

18人
1人 年2回 2.50月分

竪フライス工・マシニングセンター工 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 1人

雇用・労災・健康・厚生

8人
1人 年2回

営業 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 10人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

90人
1人 年2回 0万円～40万円

資源物（リサイクル品）等の収集運搬・選別・中間処理業務 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～16時30分 19人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～12時00分 5人

雇用・労災・健康・厚生

19人
1人

整備士 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 10人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

90人
1人 年2回 0万円～40万円

給油サービス 不問 正社員以外 9人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

89人
1人 年2回 0万円～40万円

生活支援員 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 30人
 黒部市 雇用期間の定めなし 24人

雇用・労災・健康・厚生

48人
4人 年3回 4.00月分

タクシー乗務員 不問 正社員 (1) 6時30分～14時00分 21人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 7時00分～16時30分 6人

(3) 7時30分～18時00分 雇用・労災・健康・厚生・財形

21人
2人 年2回

配送アシスタント 40歳以下 正社員 (1) 7時30分～16時30分 4人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

7人
1人 年2回 1.00月分

タイヤ交換 不問 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 9人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

89人
1人 年2回 ～45万円

運転手 40歳以下 正社員 (1) 7時30分～16時30分 4人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

7人
1人 年2回 1.00月分

営業 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 7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・財形

7人
1人 年2回 0万円～50万円

言語聴覚士 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 80人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 67人

雇用・労災・健康・厚生・財形

80人
1人 年2回 3.50月分

土木施工管理技士 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 29人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生・財形

95人
1人 年2回 0万円～65万円

電気工事施工管理 64歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 64人
 魚津市 雇用期間の定めなし 18人

雇用・労災・健康・厚生

66人
2人 年2回 3.00月分

正看護師 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 80人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)16時30分～ 8時30分 67人

雇用・労災・健康・厚生

80人
3人 年2回 3.50月分

建築施工管理技士 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 29人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生・財形

95人
1人 年2回 0万円～65万円

電気工事士・電気設備点検士 64歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 64人
 魚津市 雇用期間の定めなし 18人

雇用・労災・健康・厚生

66人
2人 年2回 3.00月分

フル
タイム
１４７

変形（１年単位）
243,000円～341,000円 電気工事業

日本海電業　株式会社 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市宮津２３８番地１
0765-24-0577

その他 毎月　20,000円まで
16040- 5666691

フル
タイム
１４５

交替制あり
224,000円～327,150円 病院

医療法人社団　秋桜　丸川病院 他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町青島３９６番地１
0765-72-5150

毎　週 毎月　20,000円まで
16040- 5663191

フル
タイム
１４６

変形（１年単位）
250,000円～300,000円 一般土木建築工事業

小川建設工業　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町三枚橋６番地
0765-83-3011

その他 毎月　27,000円まで
16040- 5665391

フル
タイム
１４３

変形（１年単位）
250,000円～300,000円 一般土木建築工事業

小川建設工業　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町三枚橋６番地
0765-83-3011

その他 毎月　27,000円まで
16040- 5661291

フル
タイム
１４４

変形（１年単位）
295,000円～367,000円 電気工事業

日本海電業　株式会社 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市宮津２３８番地１
0765-24-0577

その他 毎月　20,000円まで
16040- 5662591

フル
タイム
１４１

変形（１年単位）
179,000円～300,000円

セメント・同製品製
造業小川産業　株式会社 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町三枚橋６番地

0765-83-3011
その他 毎月　27,000円まで

16040- 5655191

フル
タイム
１４２

220,000円～270,890円 病院
医療法人社団　秋桜　丸川病院 他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町青島３９６番地１

0765-72-5150
毎　週 毎月　20,000円まで

16040- 5658691

フル
タイム
１３９

変形（１年単位）
176,000円～264,000円 燃料小売業

小川建設工業　株式会社　石油部 日他
6ヶ月 なし

富山県下新川郡朝日町三枚橋６番地
0765-83-3011

その他 16040- 5652891

フル
タイム
１４０

200,000円～300,000円
一般貨物自動車運送
業新川物流サービス 土日祝他

なし
富山県下新川郡入善町浦山新２５８

090-9761-4334
毎　週 16040- 5653291

フル
タイム
１３７

交替制あり
191,000円～206,000円

一般乗用旅客自動車
運送業有限会社　入善タクシー 他

一定額
富山県下新川郡入善町入膳７０５１

0765-72-1141
その他 毎月　6,000円まで

16040- 5650491

フル
タイム
１３８

200,000円～300,000円
一般貨物自動車運送
業新川物流サービス 土日祝他

なし
富山県下新川郡入善町浦山新２５８

090-9761-4334
毎　週 16040- 5651791

フル
タイム
１３５

変形（１年単位）
154,000円～264,000円 燃料小売業

小川建設工業　株式会社　石油部 他
6ヶ月 なし

富山県下新川郡朝日町三枚橋６番地
0765-83-3011

又は 7時00分～20時00分
の間の8時間

その他 16040- 5648391

フル
タイム
１３６

142,800円～156,800円 障害者福祉事業
社会福祉法人　くろべ福祉会 土日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市吉田７４５－３

0765-56-7284
毎　週 毎月　30,000円まで

16040- 5649691

フル
タイム
１３３

特定曜日のみ(2)(3)
180,000円～250,000円 再生資源卸売業

有限会社　新川リサイクルセンター 土日他
実費（上限あり）

富山県黒部市荒俣４８７－１
0765-56-9850

その他 毎月　6,500円まで
16040- 5645591

フル
タイム
１３４

変形（１年単位）
180,000円～300,000円 自動車小売業

小川建設工業株式会社　自動車部 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町三枚橋６
0765-83-3011

その他 毎月　27,000円まで
16040- 5646191

フル
タイム
１３１

変形（１年単位）
200,000円～300,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業コアー技研　株式会社 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市小川寺２６８－５

0765-31-9025
その他 毎月　15,000円まで

16040- 5641491

フル
タイム
１３２

変形（１年単位）
175,000円～275,000円 自動車小売業

小川建設工業株式会社　自動車部 火他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町三枚橋６
0765-83-3011

その他 毎月　27,000円まで
16040- 5644291

フル
タイム
１２９

変形（１年単位）
200,000円～300,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業コアー技研　株式会社 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市小川寺２６８－５

0765-31-9025
その他 毎月　15,000円まで

16040- 5638191

フル
タイム
１３０

変形（１ヶ月単位）
156,500円～161,500円

不動産賃貸業（貸家
業，貸間業を除く）入善工業にゅうぜんの里　株式会社 他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳３４３

0765-74-7111
その他 毎月　13,000円まで

16040- 5639091

フル
タイム
１２７

159,500円～164,500円
不動産賃貸業（貸家
業，貸間業を除く）入善工業にゅうぜんの里　株式会社 土日

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳３４３

0765-74-7111
毎　週 毎月　13,000円まで

16040- 5636291

フル
タイム
１２８

交替制あり
172,000円～202,000円

建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　長崎新サッシ工業 土日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町椚山４２３６－１
０

0765-72-5770
毎　週 毎月　7,000円まで

16040- 5637591
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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３０日～１０月４日）に受理した新規求人です。

通信工事士・通信設備点検士 64歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 64人
 魚津市 雇用期間の定めなし 18人

雇用・労災・健康・厚生

66人
2人 年2回 3.00月分

営業管理・総務 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 26人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生・財形

85人
1人 年2回 0万円～50万円

清掃作業員【ＹＫＫ】 不問 正社員以外 (1) 8時00分～16時40分 15人
 黒部市 雇用期間の定めなし 15人

雇用・労災・健康・厚生

142人
1人 年2回 1万円～5万円

日常清掃作業 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 17人
 黒部市 雇用期間の定めなし 17人

雇用・労災・健康・厚生

142人
2人 年2回 7万円～35万円

保育士 不問 正社員 (1) 7時00分～15時30分 34人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時00分 32人

(3) 9時00分～17時30分 雇用・労災・健康・厚生

34人
2人 年2回 2.00月分

機械・装置の組み立て 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 49人
 魚津市 雇用期間の定めなし 14人

雇用・労災・健康・厚生

49人
2人

現場管理 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 142人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 90人

雇用・労災・健康・厚生

142人
1人 年2回 20万円～150万円

介護職員（看護補助） 59歳以下 正社員 (1) 7時15分～15時45分 78人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 8時45分～17時15分 69人

(3)16時45分～ 8時45分 雇用・労災・健康・厚生・財形

78人
3人 年2回 3.60月分

一般事務 39歳以下 正社員 (1) 8時00分～16時45分 39人
 魚津市 雇用期間の定めなし 9人

雇用・労災・健康・厚生

39人
2人

セレモニーホールスタッフ 40歳以下 正社員 (1) 9時00分～17時30分 58人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)12時00分～20時30分 20人

雇用・労災・健康・厚生・財形

600人
2人 年2回 4.00月分

調理員 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時15分 39人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 8時30分～13時00分 39人

雇用・労災・健康・厚生

487人
1人

保育士 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時15分 20人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 20人

雇用・労災・健康・厚生

487人
2人 年2回 2.00月分

介護支援専門員 不問 正社員 (1) 9時00分～17時30分 134人
 魚津市 雇用期間の定めなし 116人

雇用・労災・健康・厚生・財形

134人
1人 年2回 4.50月分

霊柩車運転手 不問 正社員以外 (1) 9時00分～17時00分 58人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 20人

雇用・労災・健康・厚生

600人
1人 年2回

薬剤師 不問 正社員 (1) 9時00分～17時30分 134人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～13時00分 116人

雇用・労災・健康・厚生・財形

134人
1人 年2回 4.50月分

葬祭打合せ 不問 正社員以外 (1) 9時00分～17時00分 58人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)19時00分～ 7時00分 20人

雇用・労災・健康・厚生・財形

600人
1人 年2回

介護職（病棟勤務） 不問 正社員 (1) 9時00分～17時30分 134人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)17時00分～ 9時00分 116人

雇用・労災・健康・厚生・財形

134人
1人 年2回 4.50月分

理容師 不問 正社員 (1) 9時00分～17時30分 134人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～13時00分 116人

雇用・労災・健康・厚生・財形

134人
1人 年2回 4.50月分

配管工 64歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 6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

6人
1人 年2回 5万円～30万円

セレモニーセンタースタッフ 40歳以下 正社員 (1) 9時00分～17時30分 58人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)19時00分～ 7時00分 20人

雇用・労災・健康・厚生・財形

600人
1人 年2回 4.00月分

土木技術作業員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 21人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

21人
1人

フル
タイム
１６７

変形（１ヶ月単位）
152,050円～216,400円 冠婚葬祭業

オークス株式会社　新川支社 他
実費（上限あり）

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３－２
0765-24-7799

その他 毎月　24,000円まで
16040- 5702391

フル
タイム
１６８

変形（１年単位）
276,000円～322,000円 一般土木建築工事業

吉原建設　株式会社 日他
なし

富山県下新川郡入善町上野１１７４７
0765-72-3056

その他 16040- 5703691

フル
タイム
１６５

特定曜日のみ(2)(3)
155,000円～155,000円 病院

医療法人　深川病院 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市東尾崎３４８４－１
0765-31-6200

その他 毎月　16,400円まで
16040- 5700191

フル
タイム
１６６

変形（１年単位）
207,000円～322,000円 その他の設備工事業

株式会社　氷見工業所 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町泊２１５
0765-82-0765

その他 毎月　8,000円まで
16040- 5701091

フル
タイム
１６３

交替制あり
192,000円～192,000円 冠婚葬祭業

オークス株式会社　新川支社 他
実費（上限あり）

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３－２
0765-24-7799

その他 毎月　11,500円まで
16040- 5698091

フル
タイム
１６４

交替制あり
155,000円～170,000円 病院

医療法人　深川病院 他
実費（上限あり）

富山県魚津市東尾崎３４８４－１
0765-31-6200

その他 毎月　16,400円まで
16040- 5699391

フル
タイム
１６１

変形（１ヶ月単位）
143,640円～143,640円 冠婚葬祭業

オークス株式会社　新川支社 他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３－２
0765-24-7799

その他 16040- 5696591

フル
タイム
１６２

特定曜日のみ(2)(3)
260,000円～300,000円 病院

医療法人　深川病院 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市東尾崎３４８４－１
0765-31-6200

その他 毎月　16,400円まで
16040- 5697191

フル
タイム
１５９

161,300円～185,700円 市町村機関
入善町役場 土日祝他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳３２５５番地

0765-72-1100
毎　週 毎月　31,600円まで

16040- 5694891

フル
タイム
１６０

変形（１年単位）
190,000円～220,000円 病院

医療法人　深川病院 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市東尾崎３４８４－１
0765-31-6200

その他 毎月　16,400円まで
16040- 5695291

フル
タイム
１５７

変形（１ヶ月単位）
152,050円～216,400円 冠婚葬祭業

オークス株式会社　新川支社 他
実費（上限あり）

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３－２
0765-24-7799

又は 8時00分～20時30分
の間の7時間程度

その他 毎月　24,000円まで
16040- 5691991

フル
タイム
１５８

特定曜日のみ(2)(3)
140,700円～140,700円 市町村機関

入善町役場 土日祝他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町入膳３２５５番地
0765-72-1100

毎　週 毎月　31,600円まで
16040- 5693791

フル
タイム
１５５

交替制あり
160,100円～251,200円 病院

医療法人社団　仁敬会　坂本記念病院 他
実費（上限なし）

富山県下新川郡入善町入膳３３４５－２
0765-72-5555

その他 16040- 5676491

フル
タイム
１５６

変形（１年単位）
180,000円～200,000円

その他の金属製品製
造業株式会社　バンテクニカ 日他

実費（上限あり）
富山県魚津市西尾崎３８３

0765-32-5666
その他 毎月　10,000円まで

16040- 5678891

フル
タイム
１５３

変形（１年単位）
180,000円～250,000円

その他の金属製品製
造業株式会社　バンテクニカ 日他

実費（上限あり）
富山県魚津市西尾崎３８３

0765-32-5666
その他 毎月　10,000円まで

16040- 5674691

フル
タイム
１５４

変形（１年単位）
183,000円～280,000円 建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町入膳５１８９
0765-74-0246

隔　週 毎月　15,000円まで
16040- 5675991

フル
タイム
１５１

148,000円～180,000円 建物サービス業
株式会社　新川ビルサービス 土日祝

実費（上限なし）
富山県下新川郡入善町入膳５１８９

0765-74-0246
毎　週 16040- 5672091

フル
タイム
１５２

交替制あり
164,800円～230,000円 児童福祉事業

社会福祉法人　吉島保育園 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市吉島７２９
0765-22-0802

その他 毎月　31,600円まで
16040- 5673391

フル
タイム
１４９

変形（１年単位）
179,000円～300,000円 一般土木建築工事業

小川建設工業　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町三枚橋６番地
0765-83-3011

その他 毎月　27,000円まで
16040- 5669791

フル
タイム
１５０

144,963円～153,016円 建物サービス業
株式会社　新川ビルサービス 土日祝他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳５１８９

0765-74-0246
毎　週 16040- 5670591

フル
タイム
１４８

変形（１年単位）
243,000円～341,000円 電気工事業

日本海電業　株式会社 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市宮津２３８番地１
0765-24-0577

その他 毎月　20,000円まで
16040- 5668491
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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３０日～１０月４日）に受理した新規求人です。

型枠工、又は見習い 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 21人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

21人
1人

土木作業員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 5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

5人
1人

移動式クレーン（６ｔ車）の運転 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 24人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

24人
1人

介護職員 不問 正社員 (1) 7時00分～16時00分 13人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時30分 10人

(3)10時00分～19時00分 雇用・労災・健康・厚生・財形

285人
1人 年2回 2.00月分

グループ営業スタッフ 40歳以下 正社員 (1) 9時00分～17時30分 58人
 魚津市 雇用期間の定めなし 20人

雇用・労災・健康・厚生・財形

600人
1人 年2回 4.00月分

営業総合職 40歳以下 正社員 (1) 9時00分～17時00分 51人
 魚津市 雇用期間の定めなし 49人

雇用・労災・健康・厚生・財形

12,644人
3人 年2回 4.00月分

介護職員 59歳以下 正社員 (1) 7時20分～16時20分 125人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 100人

雇用・労災・健康・厚生

140人
2人 年2回 4.45月分

外装工事作業員 不問 正社員 (1) 7時30分～17時00分 8人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

8人
1人

システムエンジニア・プログラマー 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 12人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

12人
2人 年2回 0.90月分

調理員 59歳以下 正社員 (1) 6時30分～15時30分 122人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～17時00分 96人

(3)10時15分～19時15分 雇用・労災・健康・厚生

135人
1人 年2回 4.45月分

機械工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 17人
 黒部市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生・財形

28人
1人 年2回 4.00月分

製造職（アルミ製品の加工・組立） 35歳以下 正社員 (1) 8時20分～17時10分 157人
 魚津市 雇用期間の定めなし 27人

雇用・労災・健康・厚生・財形

223人
1人 年2回 4.40月分

一般事務 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 7人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

7人
1人 年2回 3.80月分

製缶・溶接工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 17人
 黒部市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生・財形

28人
2人 年2回 4.00月分

一般事務 44歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 17人
 黒部市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生・財形

28人
1人 年2回 3.00月分

製缶工（溶接工） 35歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 13人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

13人
1人 年2回 2.30月分

営業 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 15人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

15人
2人 年2回 3.50月分

溶接・組立 不問 正社員以外 (1) 8時00分～16時50分 29人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 8人

雇用・労災・健康・厚生

78人
5人 年2回 2.60月分

美容師 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 6人
 黒部市 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

40人
2人 年1回 1.00月分

介護職 不問 正社員 (1) 8時30分～17時15分 108人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)16時30分～ 9時30分 83人

(3) 7時00分～15時45分 雇用・労災・健康・厚生・財形

908人
3人 年2回 4.20月分

美容師 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 5人
 黒部市 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

40人
2人 年1回 1.00月分

フル
タイム
１８９

181,000円～181,000円 理容業
株式会社　モリ美容院 月他

実費（上限あり）
富山県黒部市三日市３５０８

0765-57-3777
毎　週 毎月　20,000円まで

16040- 5730491

フル
タイム
１８７

181,000円～181,000円 理容業
株式会社　モリ美容院 月他

実費（上限あり）
富山県黒部市三日市３５０８

0765-57-3777
毎　週 毎月　20,000円まで

16040- 5728391

フル
タイム
１８８

交替制あり
166,000円～220,000円 老人福祉・介護事業

医療法人社団　藤聖会　入善老人保健施
設　こぶしの庭

他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町小杉６４番地
0765-78-2500

その他 毎月　35,000円まで
16040- 5729691

フル
タイム
１８５

変形（１年単位）
174,400円～290,700円 自動車小売業

西川自販　株式会社　 
Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ入善

月他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町入膳３２１３－７
0765-74-0208

毎　週 毎月　30,000円まで
16040- 5724291

フル
タイム
１８６

変形（１年単位）
180,000円～300,000円

建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板株式会社　カナヤマ 日祝他

12ヶ月 実費（上限なし）
富山県黒部市天神新７７番地３

0765-33-5111
その他 16040- 5726191

フル
タイム
１８３

変形（１年単位）
170,000円～250,000円

建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　晴まき鉄工所 日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市沓掛３２５９－２０

0765-54-0766
その他 毎月　20,000円まで

16040- 5721491

フル
タイム
１８４

変形（１年単位）
175,000円～300,000円

建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板金山工業株式会社 日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市沓掛３２５９－６

0765-54-0007
その他 毎月　7,200円まで

16040- 5723891

フル
タイム
１８１

変形（１年単位）
150,000円～175,000円 自動車整備業

有限会社　オートガレージホクバン 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市友道６７５番地
0765-22-0341

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5719091

フル
タイム
１８２

変形（１年単位）
180,000円～350,000円

建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　晴まき鉄工所 日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市沓掛３２５９－２０

0765-54-0766
その他 毎月　20,000円まで

16040- 5720991

フル
タイム
１７９

変形（１年単位）
180,000円～350,000円

建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　晴まき鉄工所 日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市沓掛３２５９－２０

0765-54-0766
その他 毎月　20,000円まで

16040- 5717591

フル
タイム
１８０

変形（１年単位）
157,000円～219,000円

建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板ビニフレーム工業株式会社 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市北鬼江６１６

0765-24-1032
その他 毎月　15,000円まで

16040- 5718191

フル
タイム
１７７

変形（１年単位）
170,000円～300,000円 ソフトウェア業

株式会社　北陸コンピュータービジネス 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市本新町２－１１
0765-24-8700

その他 毎月　30,000円まで
16040- 5714791

フル
タイム
１７８

交替制あり
155,840円～164,240円 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　舟見寿楽苑 他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見１６６４番地
0765-78-1935

その他 毎月　18,700円まで
16040- 5715891

フル
タイム
１７５

交替制あり
169,000円～210,000円 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　舟見寿楽苑 他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見１６６４番地
0765-78-1935

その他 毎月　18,700円まで
16040- 5712991

フル
タイム
１７６

変形（１年単位）
154,000円～352,000円 板金・金物工事業

株式会社　平内板金 日祝他
実費（上限なし）

富山県魚津市本町１－８－１７
0765-22-3311

その他 16040- 5713491

フル
タイム
１７３

変形（１ヶ月単位）
149,200円～216,400円 冠婚葬祭業

オークス株式会社　新川支社 他
実費（上限あり）

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３－２
0765-22-3330

その他 毎月　24,000円まで
16040- 5709591

フル
タイム
１７４

220,000円～400,000円 生命保険業
富国生命保険相互会社　富山支社　魚津
営業所

土日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市北鬼江１－３－１７
0765-22-0971

毎　週 毎月　50,000円まで
16040- 5710391

フル
タイム
１７１

変形（１年単位）
184,000円～322,000円 一般土木建築工事業

吉原建設　株式会社 日他
なし

富山県下新川郡入善町上野１１７４７
0765-72-3056

その他 16040- 5707891

フル
タイム
１７２

変形（１ヶ月単位）
153,000円～162,750円 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　新川老人福祉会 他
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
16040- 5708291

フル
タイム
１６９

変形（１年単位）
184,000円～322,000円 一般土木建築工事業

吉原建設　株式会社 日他
なし

富山県下新川郡入善町上野１１７４７
0765-72-3056

その他 16040- 5705491

フル
タイム
１７０

変形（１年単位）
170,000円～200,000円 舗装工事業

有限会社　広瀬建設 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町高畠１５
0765-76-0248

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5706791
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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３０日～１０月４日）に受理した新規求人です。

正看護師 不問 正社員 (1) 8時30分～17時15分 106人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)16時30分～ 9時30分 85人

雇用・労災・健康・厚生・財形

907人
1人 年2回 4.20月分

施工管理者（経験者） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00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

衣裳アドバイザー／黒部市 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 24人
 黒部市 雇用期間の定めなし 24人

雇用・労災・健康・厚生

40人
1人 年1回 1.00月分

准看護師 不問 正社員 (1) 8時30分～17時15分 106人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)16時30分～ 9時30分 85人

雇用・労災・健康・厚生・財形

907人
1人 年2回 4.20月分

土木一般世話役（現場のまとめ役） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00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

子供写真館業務 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 4人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

40人
2人 年1回 1.00月分

溶接・組立・ラインオペレータ 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～16時50分 29人
 黒部市 雇用期間の定めなし 8人

雇用・労災・健康・厚生・財形

78人
3人 年2回 2.60月分

土木一般現場スタッフ 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 4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

4人
1人

ＣＡＤ／ＣＡＭオペレーティング 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 47人
 黒部市 雇用期間の定めなし 12人

雇用・労災・健康・厚生・財形

131人
1人 年2回 4.00月分

看護助手 40歳以下 正社員 (1) 9時00分～18時00分 5人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～12時00分 5人

雇用・労災・健康・厚生

5人
1人 年2回 3.00月分

製袋工 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 30人
 黒部市 雇用期間の定めなし 17人

雇用・労災・健康・厚生

31人
2人 年2回 1.50月分

（請）アルミ製ドアの組立 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

大型運転者（地場） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 50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

89人
1人 年2回

とび職 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 28人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

28人
1人 年2回 6万円～80万円

支援員及び児童指導員 不問 正社員 (1) 8時30分～17時15分 27人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～17時45分 23人

(3) 8時30分～12時15分 雇用・労災・健康・厚生

27人
1人 年2回

准看護師 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 210人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時30分 171人

(3) 9時30分～18時30分 雇用・労災・健康・厚生

210人
3人 年3回 4.56月分

看護師 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 210人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時30分 171人

(3) 9時30分～18時30分 雇用・労災・健康・厚生

210人
4人 年3回 4.56月分

ケアワーカー 不問 正社員 (1) 7時15分～16時15分 210人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 7時30分～16時30分 171人

(3) 8時30分～17時30分 雇用・労災・健康・厚生

210人
7人 年3回 2.53月分

運転手 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 28人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

28人
1人 年2回 6万円～80万円

介護福祉士 不問 正社員 (1) 7時15分～16時15分 210人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 7時30分～16時30分 171人

(3) 8時30分～17時30分 雇用・労災・健康・厚生

210人
5人 年3回 4.56月分

言語聴覚士 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 210人
 魚津市 雇用期間の定めなし 171人

雇用・労災・健康・厚生

210人
1人 年3回 4.56月分

フル
タイム
２０９

交替制あり
179,460円～263,960円 病院

医療法人社団　七徳会 他
実費（上限あり）

富山県魚津市友道７８９
0765-24-7671

その他 毎月　13,500円まで
16040- 5757791

フル
タイム
２１０

変形（１年単位）
200,880円～207,880円 病院

医療法人社団　七徳会 他
実費（上限あり）

富山県魚津市友道７８９
0765-24-7671

その他 毎月　13,500円まで
16040- 5758891

フル
タイム
２０７

交替制あり
159,060円～213,060円 病院

医療法人社団　七徳会 他
実費（上限あり）

富山県魚津市友道７８９
0765-24-7671

その他 毎月　13,500円まで
16040- 5755991

フル
タイム
２０８

変形（１年単位）
207,000円～368,000円 一般土木建築工事業

よしの工業　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市三ヶ字砂田１９５－１
0765-24-8860

その他 毎月　5,000円まで
16040- 5756491

フル
タイム
２０５

交替制あり
179,460円～263,960円 病院

医療法人社団　七徳会 他
実費（上限あり）

富山県魚津市友道７８９
0765-24-7671

その他 毎月　13,500円まで
16040- 5753391

フル
タイム
２０６

交替制あり
200,880円～293,880円 病院

医療法人社団　七徳会 他
実費（上限あり）

富山県魚津市友道７８９
0765-24-7671

その他 毎月　13,500円まで
16040- 5754691

フル
タイム
２０３

変形（１年単位）
207,000円～368,000円 一般土木建築工事業

よしの工業　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市三ヶ字砂田１９５－１
0765-24-8860

その他 毎月　5,000円まで
16040- 5750591

フル
タイム
２０４

交替制あり
150,000円～154,000円 障害者福祉事業

特定非営利活動法人　わかくさ会 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市大光寺１０１０－１４
0765-55-4126

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5752091

フル
タイム
２０１

161,700円～199,500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）
富山県魚津市吉島３８６－１

0765-24-1197
毎　週 毎月　5,000円まで

16040- 5748491

フル
タイム
２０２

変形（１年単位）
185,500円～195,000円

一般貨物自動車運送
業ホクトミ運輸　株式会社 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市上村木２丁目３－２２

0765-24-5221
その他 毎月　23,500円まで

16040- 5749791

フル
タイム
１９９

162,000円～173,000円 病院
医療法人社団　大城眼科医院 日祝他

一定額
富山県魚津市末広町３－２２

0765-22-0197
その他 毎月　4,200円まで

16040- 5745391

フル
タイム
２００

変形（１年単位）
140,000円～168,000円

プラスチックフィル
ム・シート・床材・吉沢工業　株式会社 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市若栗２１６３

0765-52-0046
その他 毎月　10,000円まで

16040- 5747991

フル
タイム
１９７

変形（１年単位）
198,000円～253,000円 一般土木建築工事業

有限会社　古川建設 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見１３５２
0765-78-1736

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5740891

フル
タイム
１９８

180,000円～300,000円 金属加工機械製造業
カナヤママシナリー　株式会社 土日他

実費（上限あり）
富山県黒部市沓掛３２５９

0765-52-0888
毎　週 毎月　20,000円まで

16040- 5741291

フル
タイム
１９５

171,000円～171,000円 理容業
株式会社　モリ美容院 火他

実費（上限あり）
富山県黒部市三日市３５０８

0765-54-2000
毎　週 毎月　20,000円まで

16040- 5738691

フル
タイム
１９６

変形（１年単位）
180,000円～300,000円

建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板株式会社　カナヤマ 日祝他

実費（上限なし）
富山県黒部市天神新７７番地３

0765-33-5111
その他 16040- 5739991

フル
タイム
１９３

交替制あり
183,100円～272,000円 老人福祉・介護事業

医療法人社団　藤聖会　入善老人保健施
設　こぶしの庭

他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町小杉６４番地
0765-78-2500

その他 毎月　35,000円まで
16040- 5736091

フル
タイム
１９４

変形（１年単位）
275,000円～286,000円 一般土木建築工事業

有限会社　古川建設 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見１３５２
0765-78-1736

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5737391

フル
タイム
１９１

変形（１年単位）
286,000円～286,000円 一般土木建築工事業

有限会社　古川建設 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見１３５２
0765-78-1736

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5734591

フル
タイム
１９２

171,000円～171,000円 理容業
株式会社　モリ美容院 火他

実費（上限あり）
富山県黒部市三日市３５０８

0765-54-2000
毎　週 毎月　20,000円まで

16040- 5735191

フル
タイム
１９０

交替制あり
213,500円～325,000円 老人福祉・介護事業

医療法人社団　藤聖会　入善老人保健施
設　こぶしの庭

他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町小杉６４番地
0765-78-2500

その他 毎月　35,000円まで
16040- 5733291
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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３０日～１０月４日）に受理した新規求人です。

倉庫作業 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 28人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

28人
1人 年2回

レストラン朝食係及び客室清掃 不問 正社員以外 (1) 5時30分～14時30分 33人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 6時00分～15時00分 27人

雇用・労災・健康・厚生

14,056人
3人 年2回

（請）住宅用アルミサッシ製品製造工 不問 正社員 (1) 6時20分～15時00分 40人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時40分 20人

雇用・労災・健康・厚生

40人
2人 年2回 1.25月分

技術職（電工） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 31人
 魚津市 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

33人
1人 年2回 3.30月分

ケアマネジャー 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 7人
 魚津市 雇用期間の定めなし 6人

雇用・労災・健康・厚生

425人
1人 年2回

技術職（設備機械工） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 31人
 魚津市 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

33人
1人 年2回 3.30月分

畜産業務全般 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時15分 30人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 17人

雇用・労災・健康・厚生

30人
2人

土木技術者 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 3人

雇用・労災・健康・厚生

7人
1人 年2回 2.00月分

洋菓子製造 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時15分 30人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 17人

雇用・労災・健康・厚生

30人
1人

運転手（地場） 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 24人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

27人
2人

醸造工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 34人
 黒部市 雇用期間の定めなし 14人

雇用・労災・健康・厚生

34人
1人 年2回 2万円～34万円

運転手 44歳以下 正社員 (1) 7時30分～16時30分 24人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

27人
1人

営業 30歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 34人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 11人

雇用・労災・健康・厚生

34人
1人 年2回 3.40月分

設計（自動化省力化機械・専用機） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 34人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 11人

雇用・労災・健康・厚生

34人
2人 年2回 3.40月分

マシンオペレーター（未経験者歓迎） 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 34人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 11人

雇用・労災・健康・厚生

34人
1人 年2回 3.40月分

石材製品の加工・組立 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 18人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

23人
1人 年2回

タクシードライバー 不問 正社員 (1) 8時00分～16時30分 48人
 魚津市 雇用期間の定めなし 7人

雇用・労災・健康・厚生

48人
2人 年3回

整備士 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 12人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

16人
1人 年2回

タクシードライバー 不問 正社員 (1)15時00分～ 1時00分 48人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)17時00分～ 2時00分 7人

(3)17時00分～ 3時00分 雇用・労災・健康・厚生

48人
2人 年3回

鈑金塗装工 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 12人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

16人
1人 年2回

営業職（魚津市） 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 54人
 魚津市 雇用期間の定めなし 12人

雇用・労災・健康・厚生・財形

105人
1人 年2回 3.70月分

フル
タイム
２３１

変形（１年単位）
187,000円～217,000円

他に分類されない小
売業株式会社　丸八 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市北鬼江３６４

0765-24-1311
その他 毎月　15,500円まで

16040- 5791591

フル
タイム
２２９

交替制あり
147,050円～173,000円

一般乗用旅客自動車
運送業株式会社　金閣自動車商会 他

なし
富山県魚津市本町２－１４－２８

0765-22-1030
その他 16040- 5788991

フル
タイム
２３０

変形（１年単位）
192,000円～272,000円 自動車整備業

勇晃内燃機工業　有限会社 祝他
実費（上限なし）

富山県黒部市前沢２２１２
0765-54-2104

その他 16040- 5789491

フル
タイム
２２７

変形（１年単位）
147,050円～173,000円

一般乗用旅客自動車
運送業株式会社　金閣自動車商会 他

なし
富山県魚津市本町２－１４－２８

0765-22-1030
その他 16040- 5786391

フル
タイム
２２８

変形（１年単位）
192,000円～272,000円 自動車整備業

勇晃内燃機工業　有限会社 祝他
実費（上限なし）

富山県黒部市前沢２２１２
0765-54-2104

その他 16040- 5787691

フル
タイム
２２５

変形（１年単位）
150,000円～220,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社　山口技研 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町道古１８３

0765-72-4344
その他 毎月　30,000円まで

16040- 5783591

フル
タイム
２２６

変形（１年単位）
175,000円～300,000円

石工・れんが・タイ
ル・ブロック工事業丸田石材工業　株式会社 日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市若栗５９０－１

0765-57-2255
その他 毎月　20,000円まで

16040- 5785091

フル
タイム
２２３

変形（１年単位）
170,000円～300,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社　山口技研 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町道古１８３

0765-72-4344
その他 毎月　30,000円まで

16040- 5781891

フル
タイム
２２４

変形（１年単位）
250,000円～350,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社　山口技研 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町道古１８３

0765-72-4344
その他 毎月　30,000円まで

16040- 5782291

フル
タイム
２２１

変形（１年単位）
172,500円～300,000円 酒類製造業

銀盤酒造　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県黒部市荻生４８５３－３
0765-54-1181

その他 毎月　20,000円まで
16040- 5777191

フル
タイム
２２２

変形（１年単位）
164,920円～230,020円

一般貨物自動車運送
業株式会社マック興業 他

実費（上限あり）
富山県魚津市川縁１４６番地１

0765-22-8110
その他 毎月　5,000円まで

16040- 5779391

フル
タイム
２１９

146,475円～183,093円 畜産農業
くろべ牧場まきばの風 他

12ヶ月 実費（上限なし）
富山県黒部市宇奈月町栃屋字広谷４番地

0765-52-2604
毎　週 16040- 5771991

フル
タイム
２２０

変形（１年単位）
197,470円～329,840円

一般貨物自動車運送
業株式会社マック興業 他

実費（上限あり）
富山県魚津市川縁１４６番地１

0765-22-8110
その他 毎月　5,000円まで

16040- 5776591

フル
タイム
２１７

179,025円～179,025円 畜産農業
くろべ牧場まきばの風 他

6ヶ月 実費（上限なし）
富山県黒部市宇奈月町栃屋字広谷４番地

0765-52-2604
毎　週 16040- 5769191

フル
タイム
２１８

変形（１年単位）
250,000円～355,000円

土木工事業（舗装工
事業を除く）有限会社　北陸緑化 日祝

実費（上限あり）
富山県魚津市釈迦堂１－１３－１

0765-22-3192
その他 毎月　15,000円まで

16040- 5770691

フル
タイム
２１５

変形（１ヶ月単位）
200,000円～310,000円 病院

医療法人社団　ホスピィー 他
実費（上限あり）

富山県魚津市石垣３８９
0765-23-6366

その他 毎月　31,600円まで
16040- 5767291

フル
タイム
２１６

変形（１ヶ月単位）
171,400円～304,000円 電気工事業

ユウホー設備　株式会社 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市釈迦堂１丁目１１－２０
0765-22-5711

その他 毎月　24,800円まで
16040- 5768591

フル
タイム
２１３

交替制あり
156,160円～200,008円

建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　米澤建材 土日祝他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳３０９８

0765-72-0187
毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 5761391

フル
タイム
２１４

変形（１ヶ月単位）
171,400円～304,000円 電気工事業

ユウホー設備　株式会社 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市釈迦堂１丁目１１－２０
0765-22-5711

その他 毎月　24,800円まで
16040- 5766891

フル
タイム
２１１

変形（１年単位）
146,280円～184,000円 一般土木建築工事業

よしの工業　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市三ヶ字砂田１９５－１
0765-24-8860

その他 毎月　5,000円まで
16040- 5759291

フル
タイム
２１２

交替制あり
176,400円～176,400円 旅館，ホテル

ルートインジャパン株式会社（ルートイ
ン魚津）

他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市上村木２－３－３９
0765-22-7411

毎　週 毎月　15,000円まで
16040- 5760091
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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３０日～１０月４日）に受理した新規求人です。

ホテル運営職（フロント・レストラン等）＜総合職＞ 59歳以下 正社員 (1) 6時00分～15時00分 62人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～17時00分 32人

(3)13時00分～22時00分 雇用・労災・健康・厚生

1,836人
2人 年2回

営業 不問 正社員 (1) 7時40分～17時00分 14人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

16人
1人 年2回 1.50月分

ホテル運営職＜フロント・レスレラン等＞（地域限定社員） 59歳以下 正社員 (1) 6時00分～15時00分 62人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～17時00分 32人

(3)13時00分～22時00分 雇用・労災・健康・厚生

1,836人
2人 年2回

建築士 不問 正社員 (1) 7時40分～17時00分 14人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

16人
1人 年2回 1.50月分

バイキングレストラン調理スタッフ 59歳以下 正社員 (1) 6時00分～15時00分 62人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 32人

(3)13時00分～22時00分 雇用・労災・健康・厚生

1,836人
2人

栄養士又は管理栄養士 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時15分 230人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 180人

雇用・労災・健康・厚生

400人
1人 年2回 1.05月分

ルーム係 不問 正社員 (1) 7時00分～10時00分 14人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)15時00分～20時00分 11人

雇用・労災・健康・厚生

14人
1人

配管工（見習い可） 61歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 14人
 黒部市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

14人
2人 年2回 3.00月分

屋根瓦葺上工事 不問 正社員 (1) 7時40分～17時00分 9人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

9人
2人 年2回

機械組立調整 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 67人
 魚津市 雇用期間の定めなし 20人

雇用・労災・健康・厚生

67人
3人 年3回

医療事務（本店） 不問 正社員 (1) 8時45分～18時45分 7人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～13時00分 4人

(3)13時00分～17時00分 雇用・労災・健康・厚生

16人
1人 年2回 2.00月分

調理 不問 正社員 14人
 黒部市 雇用期間の定めなし 11人

雇用・労災・健康・厚生

14人
1人 年2回 0.30月分

医療事務（契）（入善店） 不問 正社員以外 (1) 8時30分～18時30分 9人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2) 8時45分～18時45分 8人

(3) 9時00分～19時00分 雇用・労災
16人

1人
機械設計および電気制御設計 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 67人

 魚津市 雇用期間の定めなし 20人
雇用・労災・健康・厚生

67人
5人 年3回

医療事務（入善店） 不問 正社員 (1) 8時30分～18時30分 9人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 8時45分～18時45分 8人

(3) 9時00分～19時00分 雇用・労災・健康・厚生

16人
1人 年2回 2.00月分

溶接工及び製缶工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00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
2人 年2回 1.50月分

勤務薬剤師（入善店） 不問 正社員 (1) 9時00分～19時00分 9人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 8人

雇用・労災・健康・厚生

16人
1人 年2回 2.00月分

土木技術者 50歳以下 正社員 (1) 7時30分～17時00分 20人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

20人
2人 年2回 3.50月分

盛り付け及び配達・回収業務、洗浄補助 不問 正社員 (1) 8時00分～16時30分 18人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 7時30分～12時30分 12人

雇用・労災・健康・厚生

18人
2人

盛り付け及び調理・仕込業務、洗浄補助 不問 正社員 (1) 8時00分～16時30分 18人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 7時30分～12時30分 12人

雇用・労災・健康・厚生

18人
1人

出荷（ピッキング）業務 40歳以下 正社員 (1)13時00分～22時00分 65人
 魚津市 雇用期間の定めなし 30人

雇用・労災・健康・厚生・財形

65人
1人 年2回 2.00月分

フル
タイム
２５１

変形（１年単位）
136,000円～144,000円

その他の飲食料品小
売業株式会社　ミールサービス 日祝他

一定額
富山県魚津市木下新４１３

0765-22-4760
隔　週 毎月　2,000円まで

16040- 5816091

フル
タイム
２５２

変形（１年単位）
160,000円～225,000円

その他の食料品製造
業石川製麺　株式会社 他

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　12,000円まで

16040- 5817391

フル
タイム
２４９

250,000円～350,000円 一般土木建築工事業
株式会社　岩崎技建 土日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市山女２２

0765-24-3177
毎　週 毎月　15,000円まで

16040- 5814591

フル
タイム
２５０

変形（１年単位）
136,000円～144,000円

その他の飲食料品小
売業株式会社　ミールサービス 日祝他

一定額
富山県魚津市木下新４１３

0765-22-4760
隔　週 毎月　2,000円まで

16040- 5815191

フル
タイム
２４７

変形（１年単位）
176,000円～308,000円

建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　ミナト製作所 日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市生地９９１

0765-54-2321
その他 毎月　10,000円まで

16040- 5811791

フル
タイム
２４８

変形（１ヶ月単位）
300,000円～450,000円

医薬品・化粧品小売
業株式会社　アプリコット 日祝他

実費（上限なし）
富山県黒部市北新１０－４

0765-52-5000
その他 16040- 5813291

フル
タイム
２４５

変形（１年単位）
160,000円～450,000円

生活関連産業用機械
製造業株式会社　ライズ 日他

実費（上限あり）
富山県魚津市住吉３９５６－１１
 

0765-33-4013
その他 毎月　24,500円まで

16040- 5809691

フル
タイム
２４６

変形（１ヶ月単位）
154,500円～226,500円

医薬品・化粧品小売
業株式会社　アプリコット 日祝他

実費（上限なし）
富山県黒部市北新１０－４

0765-52-5000
その他 16040- 5810491

フル
タイム
２４３

変形（１ヶ月単位）
150,000円～220,000円 旅館，ホテル

株式会社　生地温泉たなかや 他
実費（上限あり）

富山県黒部市生地吉田新２３０番地
0765-56-8003

又は 8時00分～20時00分
の間の8時間程度

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5806191

フル
タイム
２４４

変形（１ヶ月単位）
153,850円～153,850円

医薬品・化粧品小売
業株式会社　アプリコット 日祝他

2ヶ月 実費（上限なし）
富山県黒部市北新１０－４

0765-52-5000
その他 16040- 5808391

フル
タイム
２４１

変形（１年単位）
150,000円～250,000円

生活関連産業用機械
製造業株式会社　ライズ 日他

実費（上限あり）
富山県魚津市住吉３９５６－１１
 

0765-33-4013
その他 毎月　24,500円まで

16040- 5804291

フル
タイム
２４２

特定曜日のみ(2)(3)
154,500円～226,500円

医薬品・化粧品小売
業株式会社　アプリコット 日祝他

実費（上限なし）
富山県黒部市北新１０－４

0765-52-5000
その他 16040- 5805591

フル
タイム
２３９

変形（１年単位）
150,000円～250,000円

管工事業（さく井工
事業を除く）吉枝工業　株式会社 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市三日市２８８４－２

0765-52-0243
その他 毎月　10,000円まで

16040- 5801491

フル
タイム
２４０

変形（１年単位）
231,000円～451,000円 その他の職別工事業

株式会社　松原工務店 日他
一定額

富山県下新川郡入善町入膳５４３１
0765-74-0170

その他 16040- 5803891

フル
タイム
２３７

144,000円～160,000円 病院
あさひ総合病院 土日祝他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町泊４７７

0765-83-1160
毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 5798791

フル
タイム
２３８

変形（１ヶ月単位）
150,000円～200,000円 旅館，ホテル

株式会社　生地温泉たなかや 他
実費（上限あり）

富山県黒部市生地吉田新２３０番地
0765-56-8003

又は 7時00分～21時00分
の間の8時間程度

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5799891

フル
タイム
２３５

250,000円～350,000円
製材業，木製品製造
業株式会社　米澤製材所 土日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳４５５－１

0765-72-1011
毎　週 毎月　20,000円まで

16040- 5796991

フル
タイム
２３６

変形（１ヶ月単位）
250,000円～300,000円 旅館，ホテル

湯快リゾート　株式会社（宇奈月グラン
ドホテル）

他
実費（上限なし）

富山県黒部市宇奈月温泉２６７
070-2317-8971

その他 16040- 5797491

フル
タイム
２３３

280,000円～350,000円
製材業，木製品製造
業株式会社　米澤製材所 他

実費（上限なし）
富山県下新川郡入善町入膳４５５－１

0765-72-1011
毎　週 16040- 5793091

フル
タイム
２３４

変形（１ヶ月単位）
200,000円～250,000円 旅館，ホテル

湯快リゾート　株式会社（宇奈月グラン
ドホテル）

他
実費（上限なし）

富山県黒部市宇奈月温泉２６７
070-2317-8971

その他 16040- 5794391

フル
タイム
２３２

変形（１ヶ月単位）
220,000円～270,000円 旅館，ホテル

湯快リゾート　株式会社（宇奈月グラン
ドホテル）

他
実費（上限なし）

富山県黒部市宇奈月温泉２６７
070-2317-8971

その他 16040- 5792191
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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３０日～１０月４日）に受理した新規求人です。

美容師 不問 正社員 (1)10時00分～19時00分 4人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～18時00分 4人

雇用・労災
4人

1人 年2回 5万円～30万円
営業業務 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 65人

 魚津市 雇用期間の定めなし 30人
雇用・労災・健康・厚生・財形

65人
1人 年2回 2.00月分

経理事務 44歳以下 正社員 (1) 9時00分～17時00分 17人
 魚津市 雇用期間の定めなし 9人

雇用・労災・健康・厚生・財形

17人
2人 年3回 2.00月分

客室係 不問 正社員 (1) 6時30分～ 9時30分 55人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)16時00分～21時30分 24人

雇用・労災・健康・厚生

55人
1人

和食調理師 不問 正社員 (1) 5時00分～ 7時00分 55人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～11時00分 24人

(3)16時30分～20時00分 雇用・労災・健康・厚生

55人
1人 年1回 1.00月分

清掃作業員 64歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 9人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

200人
2人 年1回 1.00月分

客室係 不問 正社員 (1) 6時30分～ 9時30分 55人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)16時00分～21時30分 24人

雇用・労災・健康・厚生

55人
1人

工場内製品製造作業 59歳以下 正社員 (1) 7時30分～16時00分 147人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)15時30分～ 0時00分 21人

(3)23時30分～ 8時00分 雇用・労災・健康・厚生・財形

150人
4人 年2回 4.00月分

清掃作業員 64歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 9人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

200人
2人

フロントスタッフ 不問 正社員 (1) 7時00分～16時00分 57人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 26人

(3) 8時00分～17時00分 雇用・労災・健康・厚生

57人
1人

自動車部品の製造マシンオペレーター 不問 正社員以外 (1) 8時00分～16時50分 419人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)21時00分～ 5時50分 57人

雇用・労災・健康・厚生

431人
5人 年2回 ～5万円

生産設備の点検・保守・保全業務（交替） 不問 正社員 (1) 6時30分～18時50分 147人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)18時30分～ 6時50分 21人

雇用・労災・健康・厚生・財形

150人
1人 年2回 4.00月分

旋盤工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 65人
 魚津市 雇用期間の定めなし 14人

雇用・労災・健康・厚生

65人
1人 年2回 3.00月分

鋳造工程のオペレーター 不問 正社員以外 (1) 8時00分～16時50分 419人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)21時00分～ 5時50分 57人

雇用・労災・健康・厚生

431人
5人 年2回 ～5万円

手仕上げ作業 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 70人
 魚津市 雇用期間の定めなし 15人

雇用・労災・健康・厚生

70人
1人 年2回 3.00月分

フライス・旋盤工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 35人
 黒部市 雇用期間の定めなし 6人

雇用・労災・健康・厚生

35人
2人

設備の保全業務 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～16時50分 419人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時50分 57人

(3)21時45分～ 6時35分 雇用・労災・健康・厚生・財形

431人
1人 年2回 4.40月分

生産設備の点検・保守・保全業務（日勤） 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時00分 147人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 21人

雇用・労災・健康・厚生・財形

150人
1人 年2回 4.00月分

機械組立 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 35人
 黒部市 雇用期間の定めなし 6人

雇用・労災・健康・厚生

35人
2人

（派）飲料メーカーのボトル成形作業 不問 有期雇用派遣 (1) 8時45分～16時45分 3人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)16時45分～ 0時45分 0人

(3) 0時45分～ 8時45分 雇用・労災・健康・厚生

120人
1人

一般製缶作業 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 35人
 黒部市 雇用期間の定めなし 6人

雇用・労災・健康・厚生

35人
2人

フル
タイム
２７３

変形（１年単位）
172,500円～230,000円

一般産業用機械・装
置製造業株式会社　エスケーテック 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市前沢２４２０

0765-56-5111
その他 毎月　16,100円まで

16040- 5847291

フル
タイム
２７１

変形（１年単位）
157,800円～230,000円

一般産業用機械・装
置製造業株式会社　エスケーテック 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市前沢２４２０

0765-56-5111
その他 毎月　16,100円まで

16040- 5844491

フル
タイム
２７２

交替制あり
199,375円～199,375円 労働者派遣業

株式会社アイティ興産 日他
～令和3年9月30日 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町入膳７８３２－１
0765-74-1136

その他 毎月　6,200円まで
16040- 5846891

フル
タイム
２６９

交替制あり
186,000円～266,000円

自動車・同附属品製
造業アイシン新和　株式会社 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳２４５８

0765-72-5813
その他 毎月　30,000円まで

16040- 5842691

フル
タイム
２７０

161,600円～282,800円
その他の食料品製造
業株式会社ウーケ 土日他

実費（上限なし）
富山県下新川郡入善町下飯野２３２番地
の５

0765-76-0023
毎　週 16040- 5843991

フル
タイム
２６７

変形（１年単位）
157,600円～200,000円 金属加工機械製造業

アイティオ　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市吉野６７５
0765-24-7222

その他 毎月　20,000円まで
16040- 5840091

フル
タイム
２６８

変形（１年単位）
172,500円～230,000円

一般産業用機械・装
置製造業株式会社　エスケーテック 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市前沢２４２０

0765-56-5111
その他 毎月　16,100円まで

16040- 5841391

フル
タイム
２６５

変形（１年単位）
157,600円～300,000円 金属加工機械製造業

アイティオ　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市吉野６７５
0765-24-7222

その他 毎月　20,000円まで
16040- 5838891

フル
タイム
２６６

交替制あり
191,678円～223,624円

自動車・同附属品製
造業アイシン新和　株式会社 日他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳２４５８

0765-72-5813
その他 毎月　30,000円まで

16040- 5839291

フル
タイム
２６３

交替制あり
191,678円～223,624円

自動車・同附属品製
造業アイシン新和　株式会社 日他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳２４５８

0765-72-5813
その他 毎月　30,000円まで

16040- 5835991

フル
タイム
２６４

変形（１ヶ月単位）
233,600円～327,800円

その他の食料品製造
業株式会社ウーケ 他

実費（上限なし）
富山県下新川郡入善町下飯野２３２番地
の５

0765-76-0023
その他 16040- 5836491

フル
タイム
２６１

変形（１年単位）
180,000円～300,000円 建物サービス業

株式会社　美来 他
実費（上限あり）

富山県魚津市吉島２－１－１
0765-22-9207

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5831191

フル
タイム
２６２

交替制あり
237,428円～261,170円 旅館，ホテル

株式会社　延楽 他
実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月温泉３４７－１
0765-62-1211

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5832091

フル
タイム
２５９

変形（１年単位）
201,813円～213,685円 旅館，ホテル

株式会社　延楽 他
実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月温泉３４７－１
0765-62-1211

又は 6時00分～22時00分
の間の8時間程度

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5828491

フル
タイム
２６０

変形（１ヶ月単位）
206,600円～288,200円

その他の食料品製造
業株式会社ウーケ 他

実費（上限なし）
富山県下新川郡入善町下飯野２３２番地
の５

0765-76-0023
その他 16040- 5829791

フル
タイム
２５７

変形（１年単位）
225,556円～321,170円 旅館，ホテル

株式会社　延楽 他
実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月温泉３４７－１
0765-62-1211

又は 5時00分～20時30分
の間の8時間程度

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5826691

フル
タイム
２５８

145,000円～180,000円 建物サービス業
株式会社　美来 他

実費（上限あり）
富山県魚津市吉島２－１－１

0765-22-9207
毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 5827991

フル
タイム
２５５

変形（１年単位）
140,000円～240,000円

公認会計士事務所，
税理士事務所インテリジェントセンター株式会社 日祝他

実費（上限なし）
富山県魚津市新金屋１丁目１２番３８号
インテリジェントセンタービル　５階

0765-24-4565
その他 16040- 5823191

フル
タイム
２５６

変形（１年単位）
225,556円～261,170円 旅館，ホテル

株式会社　延楽 他
実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月温泉３４７－１
0765-62-1211

又は 6時00分～22時00分
の間の8時間程度

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5825391

フル
タイム
２５３

変形（１ヶ月単位）
250,000円～300,000円 美容業

ラ・ルージュ 月他
実費（上限あり）

富山県黒部市植木８１０－１　コラーレ
横

090-6814-6707
毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 5818691

フル
タイム
２５４

変形（１年単位）
160,000円～240,000円

その他の食料品製造
業石川製麺　株式会社 他

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　12,000円まで

16040- 5820891
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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３０日～１０月４日）に受理した新規求人です。

（派）電子部品製造オペレーター 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時45分 60人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)20時00分～ 4時45分 26人

雇用・労災・厚生
120人

3人
事務 不問 正社員 25人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 12人
雇用・労災・健康・厚生

30人
2人 年2回

（派）ゴム製品検査、仕上げ 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～17時00分 35人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 23人

雇用・労災・健康・厚生

120人
2人

情報通信機器・計測機器の設置、点検 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 5人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

5人
4人 年1回 1.00月分

機械加工（放電加工機オペレーター） 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 10人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

10人
1人 年3回 1.50月分

機械加工（フライス工） 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 10人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

10人
1人 年3回 1.50月分

調理 不問 正社員 (1)15時00分～23時00分 0人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)16時00分～ 0時00分 0人

労災
0人

2人
プラント作業及び建設重機の運転 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 5人

 黒部市 雇用期間の定めなし 2人
雇用・労災・健康・厚生

5人
2人 年2回 0.80月分

マシンオペレーターと検査 不問 正社員以外 (1) 8時00分～16時50分 357人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)21時00分～ 5時50分 49人

雇用・労災・健康・厚生

357人
5人

溶接工・プレス加工 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 8人
 下新川郡入善町 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

金属製品加工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 6人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

6人
1人 年2回 3.00月分

人材コーディネーター 45歳以下 正社員 (1) 9時00分～18時00分 9人
 黒部市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

16,400人
1人 年2回

大手メーカー向けソリユーション営業職 45歳以下 正社員 (1) 9時00分～18時00分 9人
 黒部市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

16,400人
1人 年2回

キャリアコーディネート（エンジニア担当） 45歳以下 正社員 (1) 9時00分～18時00分 9人
 黒部市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

16,400人
1人 年2回

一般事務 不問 正社員 (1) 9時00分～17時00分 8人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

8人
1人 年2回 1.00月分

調理スタッフ 不問 正社員 35人
 黒部市 雇用期間の定めなし 17人

雇用・労災・健康・厚生・財形

35人
2人 年2回

サービススタッフ 不問 正社員 (1)13時00分～22時00分 35人
 黒部市 雇用期間の定めなし 17人

雇用・労災・健康・厚生・財形

35人
3人 年2回

館内業務 不問 正社員 (1) 7時30分～16時00分 35人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)13時30分～22時00分 17人

雇用・労災・健康・厚生・財形

35人
1人

フロントサービススタッフ 不問 正社員 (1) 6時00分～15時00分 35人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時30分 17人

(3)13時00分～22時00分 雇用・労災・健康・厚生・財形

35人
2人 年2回 1.00月分

配管工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 8人
 黒部市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

8人
2人 年2回

さく井工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 8人
 黒部市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

8人
2人 年2回

フル
タイム
２９３

変形（１年単位）
180,000円～205,000円 その他の設備工事業

丸田工業株式会社 日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市中新５０３－３
0765-52-1638

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5500691

フル
タイム
２９４

変形（１年単位）
180,000円～205,000円 その他の設備工事業

丸田工業株式会社 日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市中新５０３－３
0765-52-1638

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5501991

フル
タイム
２９１

交替制あり
160,000円～180,000円 旅館，ホテル

有限会社　桃源　（ホテル桃源） 他
実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月温泉２２－１
0765-62-1131

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5493191

フル
タイム
２９２

交替制あり
180,000円～250,000円 旅館，ホテル

有限会社　桃源　（ホテル桃源） 他
実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月温泉２２－１
0765-62-1131

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5494091

フル
タイム
２８９

変形（１年単位）
190,000円～300,000円 旅館，ホテル

有限会社　桃源　（ホテル桃源） 他
実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月温泉２２－１
0765-62-1131

又は 6時00分～19時00分
の間の7時間程度

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5491291

フル
タイム
２９０

変形（１年単位）
200,000円～280,000円 旅館，ホテル

有限会社　桃源　（ホテル桃源） 他
実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月温泉２２－１
0765-62-1131

又は 6時00分～22時00分
の間の8時間

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5492591

フル
タイム
２８７

220,000円～250,000円 労働者派遣業
株式会社　エイジェック　黒部オフィス 土日祝

実費（上限あり）
富山県黒部市植木４９１－１　コートハ
ウスＫ　１階

0765-54-2122
毎　週 毎月　15,000円まで

16040- 5870291

フル
タイム
２８８

126,000円～126,000円 板金・金物工事業
株式会社　平内板金 土日祝

実費（上限あり）
富山県魚津市本町１－８－１７

0765-22-3311
毎　週 毎月　5,000円まで

16040- 5490891

フル
タイム
２８５

220,000円～250,000円 労働者派遣業
株式会社　エイジェック　黒部オフィス 土日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市植木４９１－１　コートハ
ウスＫ　１階

0765-54-2122
毎　週 毎月　15,000円まで

16040- 5868991

フル
タイム
２８６

220,000円～250,000円 労働者派遣業
株式会社　エイジェック　黒部オフィス 土日祝

実費（上限あり）
富山県黒部市植木４９１－１　コートハ
ウスＫ　１階

0765-54-2122
毎　週 毎月　15,000円まで

16040- 5869491

フル
タイム
２８３

変形（１年単位）
175,000円～270,000円 金属加工機械製造業

株式会社　エムテック 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町荒又５００－６
0765-72-1921

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5864191

フル
タイム
２８４

220,000円～350,000円 金属加工機械製造業
株式会社　ＭＣ吉崎 土日他

実費（上限あり）
富山県魚津市宮津２２９番地

0765-24-5090
毎　週 毎月　15,000円まで

16040- 5866391

フル
タイム
２８１

変形（１年単位）
171,500円～280,000円

骨材・石工品等製造
業有限会社　角井土建興業 日他

一定額
富山県黒部市荻生１０２８

0765-52-1237
その他 16040- 5860791

フル
タイム
２８２

交替制あり
191,678円～223,625円

自動車・同附属品製
造業アイシン・メタルテック　株式会社 土日他

3ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町福島６１５番地

0765-72-5821
毎　週 毎月　30,000円まで

16040- 5862291

フル
タイム
２７９

変形（１年単位）
190,000円～350,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社　石崎製作所 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市石垣１６２３

0765-22-4601
その他 毎月　31,600円まで

16040- 5857191

フル
タイム
２８０

交替制あり
150,000円～280,000円 酒場，ビヤホール

魚清 他
なし

富山県魚津市駅前新町１０－３
0765-24-7652

毎　週 16040- 5858091

フル
タイム
２７７

180,000円～300,000円
電気通信・信号装置
工事業ＡＥＣ　ＴＥＣＨ株式会社 土日他

実費（上限なし）
富山県黒部市宮野１６－２

0765-54-5202
毎　週 16040- 5853791

フル
タイム
２７８

変形（１年単位）
190,000円～350,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社　石崎製作所 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市石垣１６２３

0765-22-4601
その他 毎月　31,600円まで

16040- 5856591

フル
タイム
２７５

変形（１年単位）
170,000円～190,000円 食料・飲料卸売業

株式会社　あいば食品 他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見７１８
0765-78-2200

又は 8時00分～17時30分
の間の8時間程度

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5849191

フル
タイム
２７６

159,600円～184,800円 労働者派遣業
株式会社アイティ興産 日他

～令和3年9月30日 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳７８３２－１

0765-74-1136
その他 毎月　6,200円まで

16040- 5852491

フル
タイム
２７４

交替制あり
184,800円～210,000円 労働者派遣業

株式会社アイティ興産 日他
～令和3年9月30日 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町入膳７８３２－１
0765-74-1136

その他 毎月　6,200円まで
16040- 5848591
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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３０日～１０月４日）に受理した新規求人です。

現場作業助手 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 8人
 黒部市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

8人
2人 年2回

農作業全般 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 2人
 下新川郡入善町 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

介護職【デイサービスセンター】 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 59人
 黒部市 雇用期間の定めなし 52人

雇用・労災・健康・厚生・財形

196人
1人 年2回 4.45月分

看護師・准看護師【特別養護老人ホーム】 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 59人
 黒部市 雇用期間の定めなし 52人

雇用・労災・健康・厚生・財形

196人
1人 年2回 4.45月分

生活介助員 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時30分 104人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 75人

雇用・労災
104人

1人
ルート配送 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 22人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 17人
労災

150人
1人 年2回

介護職員 不問 パート労働者 95人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 79人

雇用・労災
193人

1人
介護職員 不問 パート労働者 (1) 7時00分～ 9時00分 95人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)17時00分～19時00分 79人
雇用・労災

193人
2人

介護職（グループホーム）【夜勤専門】 不問 パート労働者 (1)16時30分～ 9時00分 19人
 黒部市 雇用期間の定めなし 18人

雇用・労災
37人

2人
介護職 不問 パート労働者 (1) 8時30分～12時30分 115人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 78人
雇用・労災

179人
1人 年2回

郵便局の窓口事務（郵便窓口） 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時45分 84人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)11時45分～19時30分 23人

雇用・労災
150,000人

1人
観光業務全般 不問 パート労働者 14人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 11人
雇用・労災

14人
2人

歯科助手 不問 パート労働者 (1) 8時30分～12時00分 8人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)14時00分～17時00分 8人

労災
8人

1人 年2回
清掃員 不問 パート労働者 (1) 8時30分～15時00分 16人

 黒部市 雇用期間の定めなし 15人
雇用・労災

35人
1人

販売員 不問 パート労働者 (1) 8時50分～13時50分 4人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災
30人

1人
洋・和菓子製造 不問 パート労働者 (1) 7時00分～12時00分 24人

 黒部市 雇用期間の定めなし 18人
雇用・労災

30人
2人

販売員（製パン・製菓） 不問 パート労働者 20人
 黒部市 雇用期間の定めなし 16人

雇用・労災
25人

1人
製造員（製パン・製菓） 不問 パート労働者 20人

 黒部市 雇用期間の定めなし 16人
雇用・労災

25人
1人

製造員（菓子） 不問 パート労働者 5人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災
25人

2人
作業員 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時30分 20人

 黒部市 雇用期間の定めなし 14人
労災

28人
1人

会計経理事務員 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時00分 11人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～14時00分 8人

雇用・労災
14人

1人 年2回

フル
タイム
２９７

164,900円～236,500円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人緑寿会　特別養護老人ホー
ム　越之湖

日他
実費（上限あり）

富山県黒部市堀切１００２
0765-57-3511

毎　週 毎月　55,000円まで
16040- 5507191

フル
タイム
２９８

190,944円～253,800円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人緑寿会　特別養護老人ホー
ム　越之湖

16040- 5509391

他
実費（上限あり）

富山県黒部市堀切１００２
0765-57-3511

毎　週 毎月　30,000円まで

フル
タイム
２９５

変形（１年単位）
150,000円～180,000円 その他の設備工事業

丸田工業株式会社 日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市中新５０３－３
0765-52-1638

その他 毎月　10,000円まで
16040- 5502491

フル
タイム
２９６

155,000円～221,000円 耕種農業
農事組合法人　源 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町墓ノ木２３０

0765-78-9120
その他 毎月　10,000円まで

16040- 5503791

パート
１

1,050円～1,050円 特別支援学校
富山県総合教育センター（にいかわ総合
支援学校）

土日祝
2ヶ月 なし

富山県黒部市石田６６８２
0765-54-1288

16040- 5953091

毎　週

他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市若栗　２１１１
0765-54-0622

又は 8時30分～17時30分
の間の4時間程度

毎　週 毎月　30,000円まで

0765-22-4889
毎　週 16040- 5938091

16040- 5935291

パート
３

950円～1,050円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　緑寿会　特別養護老人ホ
－ム　越野荘

16040- 5958791

パート
２

900円～900円 各種物品賃貸業
株式会社ダスキン北陸　魚津営業所 土日祝他

12ヶ月 なし
富山県魚津市上村木２丁目１４２２

他
実費（上限あり）

富山県黒部市堀高２４－１
0765-54-5200

その他 毎月　9,000円まで

0765-54-0622
その他 毎月　30,000円まで

16040- 5954391

パート
５

変形（１ヶ月単位）
1,000円～1,200円 老人福祉・介護事業

有限会社さくらい

16040- 5934891

パート
４

1,000円～1,100円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　緑寿会　特別養護老人ホ
－ム　越野荘

他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市若栗　２１１１

土日祝
～令和2年3月31日 実費（上限あり）

黒部市三日市茅堂３９９３
0765-52-0600

毎　週

0765-22-8808
その他 16040- 5960191

パート
７

870円～870円 郵便局
日本郵便　株式会社　黒部郵便局

パート
６

1,100円～1,100円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　海望福祉会（あんどの
里）

日他
～令和2年3月31日 なし

富山県魚津市仏田３４６８番地

日祝他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町入膳３６９９－１
0765-72-0262

又は 8時30分～18時00分
の間の6時間程度

毎　週 毎月　10,000円まで

0765-57-2850
又は 9時00分～19時15分
の間の4時間程度

毎　週 毎月　8,000円まで
16040- 5883691

パート
９

1,200円～1,200円 歯科診療所
野田歯科医院

パート
８

850円～950円 経済団体
一般社団法人　黒部・宇奈月温泉観光局 他

3ヶ月 実費（上限あり）
富山県黒部市若栗３２１２－１

他
実費（上限あり）

富山県黒部市三日市１０７８－１
0765-54-0002

毎　週 毎月　5,000円まで

0765-32-5702
毎　週 毎月　12,000円まで

16040- 5894791

パート
１１

880円～950円 パン・菓子製造業
株式会社　昌栄堂

16040- 5885491

パート
１０

850円～850円 老人福祉・介護事業
有限会社　隠居くらぶ 他

実費（上限あり）
富山県黒部市田家新７６５番地２

日他
実費（上限あり）

富山県黒部市牧野６８０
0765-57-1624

又は 8時00分～20時00分
の間の4時間以上

その他 毎月　9,000円まで

0765-54-0002
毎　週 毎月　5,000円まで

16040- 5896291

パート
１３

860円～910円 菓子・パン小売業
株式会社　パパぱんの店

16040- 5895891

パート
１２

860円～860円 パン・菓子製造業
株式会社　昌栄堂 他

実費（上限あり）
富山県黒部市三日市１０７８－１

木他
実費（上限あり）

富山県黒部市牧野６８０
0765-57-1624

又は 7時00分～18時00分
の間の4時間以上

毎　週 毎月　9,000円まで

0765-57-1624
又は 5時00分～19時45分
の間の4時間以上

毎　週 毎月　9,000円まで
16040- 5900891

パート
１５

860円～910円 菓子・パン小売業
株式会社　パパぱんの店

16040- 5899091

パート
１４

860円～910円 菓子・パン小売業
株式会社　パパぱんの店 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市牧野６８０

土日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市本新町２７－１７
0765-24-2210

毎　週 毎月　10,000円まで

0765-57-0020
毎　週 16040- 5908491

パート
１７

1,050円～1,050円
公認会計士事務所，
税理士事務所税理士法人　すずかぜ

16040- 5902591

パート
１６

850円～850円 食料・飲料卸売業
株式会社ヨシダ 土日祝他

なし
富山県黒部市生地芦区２３－１

16040- 5516391
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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
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★以下の求人は、先週1週間（９月３０日～１０月４日）に受理した新規求人です。

調理員・対面サービス 不問 パート労働者 (1) 8時00分～16時00分 11人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 11人

雇用・労災・健康・厚生

185人
2人

放射線技師 不問 パート労働者 (1) 9時00分～17時00分 15人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時30分～12時30分 13人

雇用・労災・健康・厚生

35人
1人

作業療法士 不問 パート労働者 9人
 黒部市 雇用期間の定めなし 8人

雇用・労災
35人

1人
運転手 不問 パート労働者 (1) 8時30分～10時00分 80人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)15時30分～17時00分 62人
労災

113人
1人

食品製造員 不問 パート労働者 (1)12時00分～16時00分 48人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～16時00分 28人

雇用・労災
48人

5人
理学療法士 不問 パート労働者 9人

 黒部市 雇用期間の定めなし 8人
雇用・労災

35人
1人

一般事務 不問 パート労働者 (1) 7時00分～12時00分 84人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 25人

雇用・労災・健康・厚生

150,000人
1人 年2回

（請）栄養士 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 11人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 9人

雇用・労災・健康・厚生

2,356人
1人 年2回

一般事務 不問 パート労働者 (1)14時00分～20時00分 86人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 9時00分～15時45分 26人

雇用・労災・健康・厚生

150,000人
1人 年2回

荷物の集荷・配達 不問 パート労働者 (1)12時00分～19時45分 84人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 23人

雇用・労災・健康・厚生

150,000人
1人 年2回

精密部品の検査 不問 パート労働者 (1) 9時15分～15時00分 44人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 27人

雇用・労災
72人

2人 年2回 1万円～3万円
精密部品の検査 不問 パート労働者 (1) 9時15分～15時00分 63人

 魚津市　他 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 41人
雇用・労災

98人
2人 年2回 1万円～3万円

看護師 不問 パート労働者 (1) 8時30分～17時15分 103人
 黒部市 雇用期間の定めなし 98人

雇用・労災
103人

2人
准看護師 不問 パート労働者 (1) 8時30分～17時15分 103人

 黒部市 雇用期間の定めなし 98人
雇用・労災

103人
2人

介護・看護助手 不問 パート労働者 (1) 8時30分～17時15分 103人
 黒部市 雇用期間の定めなし 98人

雇用・労災
103人

2人
介護職員（夜勤専門）【黒部市】 不問 パート労働者 (1)20時00分～ 8時00分 10人

 黒部市 雇用期間の定めなし 10人
労災

70人
1人

介護職員（夜勤専門）【入善町東狐】 不問 パート労働者 (1)20時00分～ 8時00分 13人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 11人

労災
70人

1人
製缶工 不問 パート労働者 (1) 8時00分～16時45分 20人

 黒部市 雇用期間の定めなし 2人
労災

20人
1人

機械加工及び組立 60歳以上 パート労働者 (1) 8時00分～16時45分 20人
 黒部市 雇用期間の定めなし 2人

労災
20人

3人
会計事務（税務補助） 不問 パート労働者 20人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 11人
労災

20人
1人 年2回

パチンコホールにおける接客全般 18歳以上 パート労働者 (1) 8時00分～16時30分 23人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)15時30分～ 0時00分 7人

雇用・労災・健康・厚生

9,479人
2人 年2回 1.00月分

日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市生地神区３７０
0765-56-5166

な　し 毎月　15,000円まで

0765-52-5260
毎　週 毎月　20,400円まで

16040- 5518991

パート
１９

特定曜日のみ(2)(3)
1,400円～1,700円 一般診療所

医療法人社団亮之会　むらおかクリニッ
ク

パート
１８

900円～900円 各種食料品小売業
株式会社　エッセン 土日他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県黒部市中新７１－１

日他
～令和2年3月31日 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町浦山新２２０８
0765-78-1131

その他 毎月　9,000円まで

0765-56-5166
又は 8時30分～17時30分
の間の3時間以上

毎　週 毎月　15,000円まで
16040- 5521591

パート
２１

1,275円～1,275円 障害者福祉事業
社会福祉法人　新川むつみ園

16040- 5520291

パート
２０

1,300円～1,600円 一般診療所
医療法人社団亮之会　むらおかクリニッ
ク

日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市生地神区３７０

日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市生地神区３７０
0765-56-5166

又は 8時30分～17時30分
の間の3時間以上

毎　週 毎月　15,000円まで

0765-24-6666
その他 16040- 5523091

パート
２３

1,300円～1,600円 一般診療所
医療法人社団亮之会　むらおかクリニッ
ク

16040- 5522191

パート
２２

850円～950円 水産食料品製造業
有限会社　尾崎商会（尾崎かまぼこ館） 日他

なし
富山県魚津市友道１１５３－１

日祝他
6ヶ月 実費（上限なし）

富山県下新川郡入善町入膳５６０
0765-72-4453

その他

0765-52-0300
毎　週 16040- 5527491

パート
２５

1,100円～1,100円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社ＮＥＣライベックス

16040- 5524391

パート
２４

870円～870円 郵便局
日本郵便株式会社　郵便事業総本部　黒
部郵便局

土日祝
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市三日市３９９３

日他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市三日市３９９３
0765-52-0300

毎　週

0765-52-0300
毎　週 16040- 5530191

パート
２７

1,000円～1,000円 郵便局
日本郵便株式会社　郵便事業総本部　黒
部郵便局

16040- 5528791

パート
２６

特定曜日のみ(2)(3)
870円～870円 郵便局

日本郵便株式会社　郵便事業総本部　黒
部郵便局

他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市三日市３９９３

日他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市道坂２４２
0765-32-8134

毎　週 毎月　25,000円まで

0765-32-8049
毎　週 毎月　25,000円まで

16040- 5534991

パート
２９

850円～850円 電子デバイス製造業
テクノプラス　株式会社

16040- 5532391

パート
２８

850円～850円 電子デバイス製造業
立山精密　株式会社 日他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県魚津市道坂２４３－３

他
実費（上限あり）

富山県黒部市荻生６６７５－５
0765-54-1800

毎　週 毎月　10,000円まで

0765-54-1800
毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 5564591

パート
３１

1,300円～1,400円 病院
医療法人社団平成会　桜井病院

16040- 5538291

パート
３０

1,400円～1,500円 病院
医療法人社団平成会　桜井病院 他

実費（上限あり）
富山県黒部市荻生６６７５－５

他
実費（上限あり）

富山県魚津市吉島１１１８－１
0765-24-0315

毎　週 毎月　7,000円まで

0765-54-1800
毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 5568691

パート
３３

変形（１ヶ月単位）
985円～985円 老人福祉・介護事業

特定非営利活動法人生活支援センター
アットホーム新川

16040- 5567391

パート
３２

1,200円～1,300円 病院
医療法人社団平成会　桜井病院 他

実費（上限あり）
富山県黒部市荻生６６７５－５

他
なし

富山県黒部市前沢２６７４
0765-52-4339

その他

0765-24-0315
毎　週 毎月　7,000円まで

16040- 5573191

パート
３５

1,000円～1,800円
一般産業用機械・装
置製造業有限会社　システムササキ

16040- 5571291

パート
３４

変形（１ヶ月単位）
985円～985円 老人福祉・介護事業

特定非営利活動法人生活支援センター
アットホーム新川

他
実費（上限あり）

富山県魚津市吉島１１１８－１

土日祝他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市吉島１２１番地の２
0765-24-8490

又は 8時30分～17時00分
の間の4時間以上

毎　週 毎月　10,000円まで

0765-52-4339
その他 16040- 5579791

パート
３７

870円～900円
公認会計士事務所，
税理士事務所堤谷茂雄税理士事務所

16040- 5576691

パート
３６

1,379円～1,793円
一般産業用機械・装
置製造業有限会社　システムササキ 他

なし
富山県黒部市前沢２６７４

0765-74-8515
又は 8時00分～ 0時00分
の間の3時間以上

毎　週 毎月　100,000円まで
16040- 5592691

16040- 5581191

パート
３８

交替制あり
1,230円～1,450円 遊戯場

株式会社　ダイナム　入善店 他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町上飯野１１９７番
地２
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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３０日～１０月４日）に受理した新規求人です。

クリーニング工員（魚津） 不問 パート労働者 55人
 魚津市 雇用期間の定めなし 40人

雇用・労災
125人

2人
壁画大浴場の清掃及び温泉施設の管理・保守 不問 パート労働者 (1)11時00分～20時00分 124人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 65人
労災

124人
1人 年2回

客室、館内清掃 不問 パート労働者 (1) 9時00分～13時00分 124人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 65人

雇用・労災
124人

2人 年2回
土木作業員 不問 パート労働者 (1) 8時00分～17時00分 3人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 0人
労災

6人
2人

浴場清掃 不問 パート労働者 (1)23時30分～ 4時30分 124人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 65人

雇用・労災
124人

2人
小売販売員（夜間） 18歳以上 パート労働者 (1)22時00分～ 7時30分 14人

 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 9人
労災

14人
1人

ファスナーの検査・包装 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時00分 6人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～12時00分 6人

雇用・労災
6人

1人
歯科助手及び受付 不問 パート労働者 (1) 9時00分～12時00分 3人

 魚津市 雇用期間の定めなし 3人
労災

3人
1人 1万円～2万円

歯科衛生士 不問 パート労働者 (1) 9時00分～12時00分 3人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

労災
3人

1人 1万円～2万円
看護師・准看護師・保健師・助産師 不問 パート労働者 (1) 7時45分～13時15分 4人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)12時30分～18時00分 4人
雇用・労災・健康・厚生

963人
1人

婦人の販売（インプレッション　アップルヒル店） 不問 パート労働者 (1)10時00分～16時00分 3人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～14時00分 3人

(3)16時00分～20時00分 雇用・労災
10人

1人
看護師（小児急患センター） 不問 パート労働者 (1) 9時00分～17時30分 721人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 572人
労災

778人
1人

保育士 不問 パート労働者 (1) 9時00分～13時00分 38人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)13時30分～17時30分 38人

雇用・労災
72人

1人 年2回
（請）部品付・検査 不問 パート労働者 (1) 9時10分～14時00分 58人

 黒部市 雇用期間の定めなし 27人
雇用・労災

133人
1人

介護補助 不問 パート労働者 18人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 15人

雇用・労災
18人

1人
生活支援員 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 30人

 黒部市 雇用期間の定めなし 24人
雇用・労災・健康・厚生

48人
4人 年1回 2万円～3万円

送迎ドライバー 不問 パート労働者 (1) 8時00分～10時00分 30人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)15時30分～17時00分 25人

労災
48人

2人
タクシー乗務員 不問 パート労働者 (1) 7時30分～14時00分 21人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～16時30分 6人
(3)19時00分～ 1時30分 雇用・労災

21人
3人

郵便局窓口事務 不問 パート労働者 (1) 8時50分～17時35分 5人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 4人

労災
170,000人

1人 年2回
正看護師 不問 パート労働者 80人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 67人
労災

80人
2人 年2回 3万円～10万円

日常清掃作業【アイシン新和（株）】 不問 パート労働者 (1) 9時00分～12時00分 8人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 7人

労災
142人

1人 年2回 1万円～3万円

日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市三ケ７３９－１
0765-22-5252

又は 8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

パート
３９

850円～850円 洗濯業
株式会社　富山第一ドライクリーニング

他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市天神野新６０００
0765-24-1222

その他 毎月　5,000円まで

0765-24-1222
毎　週 毎月　5,000円まで

16040- 5596891

パート
４１

850円～900円 旅館，ホテル
株式会社　金太郎温泉

16040- 5595791

パート
４０

850円～900円 旅館，ホテル
株式会社　金太郎温泉 月火水木金他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県魚津市天神野新６０００

他
6ヶ月 なし

富山県魚津市天神野新６０００
0765-24-1222

毎　週

0765-78-2280
又は 8時00分～17時00分
の間の4時間程度

毎　週 16040- 5603591

パート
４３

1,060円～1,150円 旅館，ホテル
株式会社　金太郎温泉

16040- 5598591

パート
４２

1,000円～1,800円 塗装工事業
株式会社　ツーライン 他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町舟見２４８９

土日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市吉野７０９－１２　西部企
業団地内

0765-24-7415
毎　週 毎月　5,000円まで

0765-83-0767
毎　週 毎月　5,000円まで

16040- 5605091

パート
４５

850円～850円 電子デバイス製造業
有限会社　高木電子工業

16040- 5604191

パート
４４

880円～970円
その他の飲食料品小
売業合名会社　早川屋（セブンイレブン　富

山朝日町月山店）
他

実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町字沼割４８－１

日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市上口２丁目１８－３３
0765-22-3619

その他 毎月　4,000円まで

0765-22-3619
その他 毎月　4,000円まで

16040- 5614391

パート
４７

950円～1,200円 歯科診療所
寺崎歯科医院

16040- 5608991

パート
４６

850円～950円 歯科診療所
寺崎歯科医院 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市上口２丁目１８－３３

他
実費（上限あり）

富山県魚津市中央通り１－７－７
0765-23-5440

毎　週 毎月　20,000円まで

0765-54-2111
毎　週 毎月　10,700円まで

16040- 5623691

パート
４９

900円～1,000円
その他の織物・衣
服・身の回り品小売有限会社　島田

16040- 5616991

パート
４８

交替制あり
1,200円～1,200円 市町村機関

黒部市社会福祉事務所 
（黒部市役所　市民生活部）

土日祝他
令和元年10月1日
～令和2年3月31日

実費（上限あり）
富山県黒部市三日市１３０１

土日祝他
～令和2年3月31日 実費（上限あり）

富山県黒部市三日市２９５－６
0765-54-1064

又は13時00分～18時00分
の間の4時間

毎　週 毎月　6,000円まで

0765-54-2211
毎　週 16040- 5627891

パート
５１

950円～1,000円 児童福祉事業
社会福祉法人　あいじ福祉会

16040- 5625491

パート
５０

2,142円～2,142円 病院
黒部市民病院 月火水木金土

6ヶ月 なし
富山県黒部市三日市１１０８－１

土日
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町入膳３４３
0765-74-7111

又は 8時30分～17時30分
の間の4時間程度

毎　週 毎月　13,000円まで

0765-72-5770
又は 8時20分～17時00分
の間の4時間程度

毎　週 毎月　7,000円まで
16040- 5640991

パート
５３

900円～900円
不動産賃貸業（貸家
業，貸間業を除く）入善工業にゅうぜんの里　株式会社

16040- 5628291

パート
５２

950円～950円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　長崎新サッシ工業 土日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町椚山４２３６－１
０

土日祝他
～令和2年3月31日 実費（上限あり）

富山県黒部市吉田７４５－３
0765-56-7284

毎　週 毎月　6,900円まで

0765-56-7284
毎　週 16040- 5643891

パート
５５

860円～960円 障害者福祉事業
社会福祉法人　くろべ福祉会

16040- 5642791

パート
５４

860円～960円 障害者福祉事業
社会福祉法人　くろべ福祉会 土日祝

実費（上限なし）
富山県黒部市吉田７４５－３

土日祝
～令和2年3月31日 実費（上限あり）

富山県黒部市三日市１２１９－６
0765-52-4649

毎　週

0765-72-1141
又は20時00分～ 1時00分
の間の5時間程度

毎　週 毎月　6,000円まで
16040- 5654591

パート
５７

850円～850円 郵便局
日本郵便株式会社　黒部三日市郵便局

16040- 5647091

パート
５６

交替制あり
900円～1,125円

一般乗用旅客自動車
運送業有限会社　入善タクシー 他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳７０５１

土日祝
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町入膳５１８９
0765-74-0246

毎　週

0765-72-5150
又は 8時30分～17時30分
の間の4時間以上

毎　週 毎月　20,000円まで
16040- 5659991

パート
５９

900円～900円 建物サービス業
株式会社　新川ビルサービス

16040- 5657391

パート
５８

1,300円～1,800円 病院
医療法人社団　秋桜　丸川病院 他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町青島３９６番地１

16040- 5660891
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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３０日～１０月４日）に受理した新規求人です。

清掃作業員【ＹＫＫ株式会社　荻生工場】 不問 パート労働者 (1) 9時15分～17時00分 1人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

142人
1人 年2回 1万円～5万円

工場内日常清掃作業【ＪＸ金属三日市リサイクル】 不問 パート労働者 (1) 8時00分～17時00分 1人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1人

労災
142人

1人 年2回 3万円～10万円
館内の準備清掃 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時00分 58人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)10時00分～16時00分 20人
労災

600人
2人

法要テレフォンアポインター 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時00分 58人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 20人

労災
600人

1人
介護員（パート） 不問 パート労働者 32人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 17人
労災

130人
2人

イベントスタッフ 不問 パート労働者 58人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 20人

労災
600人

1人
接客係 不問 パート労働者 (1)10時00分～16時00分 85人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)16時00分～22時00分 50人
労災

85人
2人

夜勤専従介護職員 不問 パート労働者 (1)21時30分～ 8時00分 32人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 17人

労災
130人

2人
テレフォンアポインター 不問 パート労働者 58人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 20人
労災

600人
1人

介護補助員（小規模多機能ホームかたかご） 不問 パート労働者 (1) 9時00分～13時00分 12人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)13時30分～17時30分 9人

労災
130人

2人
調理補助 不問 パート労働者 (1)10時00分～13時00分 85人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)14時00分～17時00分 50人
労災

85人
1人

レストランスタッフ 不問 パート労働者 (1)10時00分～15時00分 85人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 50人

労災
85人

2人
朝食係 不問 パート労働者 (1) 5時00分～11時00分 85人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 50人
労災

85人
1人

フロア一係、調理補助 不問 パート労働者 (1)17時00分～22時00分 2人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

労災
2人

1人
調理補助 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時00分 58人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 20人
労災

600人
2人

グループ営業スタッフ 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 58人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 20人

雇用・労災・健康・厚生・財形

600人
2人 年2回

新規会員営業スタッフ 不問 パート労働者 58人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 20人

労災
600人

2人
代行運転 不問 パート労働者 (1)20時00分～ 2時30分 19人

 魚津市 雇用期間の定めなし (2)19時00分～ 2時00分 3人
労災

19人
3人

溶接・組立 不問 パート労働者 (1) 8時00分～12時00分 29人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)13時00分～17時00分 8人

労災
78人

5人
介護スタッフ（介護老人保健施設） 不問 パート労働者 (1) 8時30分～17時15分 106人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 85人
雇用・労災

907人
2人

美容師 不問 パート労働者 10人
 黒部市 雇用期間の定めなし 8人

労災
40人

2人 年2回 5万円～10万円

火水木金日
実費（上限なし）

富山県下新川郡入善町入膳５１８９
0765-74-0246

毎　週

0765-74-0246
毎　週 16040- 5664091

パート
６１

1,100円～1,100円 建物サービス業
株式会社　新川ビルサービス

パート
６０

900円～900円 建物サービス業
株式会社　新川ビルサービス 土日祝

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳５１８９

他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３－２
0765-22-3330

又は 9時00分～17時00分
の間の5時間程度

毎　週

0765-24-7799
又は 9時00分～17時00分
の間の5時間程度

毎　週 16040- 5671191

パート
６３

850円～850円 冠婚葬祭業
オークス株式会社　新川支社

16040- 5667991

パート
６２

850円～850円 冠婚葬祭業
オークス株式会社　新川支社 他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県魚津市大光寺坊丸１３２３－２

他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３－２
0765-22-3330

又は 9時00分～17時00分
の間の4時間程度

毎　週

0765-65-1180
又は 7時30分～18時00分
の間の4時間以上

毎　週 毎月　22,500円まで
16040- 5679291

パート
６５

1,000円～1,000円 冠婚葬祭業
オークス株式会社　新川支社

16040- 5677791

パート
６４

1,000円～1,200円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　宇奈月福祉会（特別養護
老人ホーム　おらはうす宇奈月）

土他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月町下立３７

他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月町下立３７
0765-65-1180

毎　週 毎月　22,500円まで

0765-78-2525
毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 5682691

パート
６７

1,000円～1,200円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　宇奈月福祉会（特別養護
老人ホーム　おらはうす宇奈月）

16040- 5680091

パート
６６

850円～850円 旅館，ホテル
入善里山観光開発株式会社（バーデン明
日）

他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見１６７７番地
１

他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月町下立３７
0765-65-1180

毎　週 毎月　22,500円まで

0765-22-3330
又は 9時00分～17時00分
の間の4時間程度

毎　週 16040- 5685791

パート
６９

1,000円～1,000円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　宇奈月福祉会（特別養護
老人ホーム　おらはうす宇奈月）

16040- 5683991

パート
６８

1,000円～1,000円 冠婚葬祭業
オークス株式会社　新川支社 他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県魚津市大光寺坊丸１３２３－２

他
～令和2年3月31日 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見１６７７番地
１

0765-78-2525
毎　週 毎月　10,000円まで

0765-78-2525
その他 毎月　10,000円まで

16040- 5687291

パート
７１

850円～850円 旅館，ホテル
入善里山観光開発株式会社（バーデン明
日）

16040- 5686891

パート
７０

850円～850円 旅館，ホテル
入善里山観光開発株式会社（バーデン明
日）

他
～令和2年3月31日 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見１６７７番地
１

月
なし

富山県魚津市末広町　９－７
0765-24-2345

その他

0765-78-2525
毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 5690691

パート
７３

1,000円～1,100円 専門料理店
株式会社　浜多屋

16040- 5689191

パート
７２

850円～950円 旅館，ホテル
入善里山観光開発株式会社（バーデン明
日）

他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見１６７７番地
１

他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３－２
0765-22-3330

又は 9時00分～17時00分
の間の4時間程度

毎　週

0765-24-7799
又は 9時00分～16時00分
の間の4時間程度

毎　週 16040- 5704991

パート
７５

900円～900円 冠婚葬祭業
オークス株式会社　新川支社

16040- 5692491

パート
７４

850円～850円 冠婚葬祭業
オークス株式会社　新川支社 他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県魚津市大光寺坊丸１３２３－２

他
なし

富山県魚津市緑町７－１５
0765-24-2437

その他

0765-22-3330
又は 9時00分～17時00分
の間の4時間程度

毎　週 16040- 5716291

パート
７７

特定曜日のみ(2)(3)
850円～909円

その他の道路旅客運
送業富士代行

16040- 5711691

パート
７６

1,200円～1,200円 冠婚葬祭業
オークス株式会社　新川支社 他

12ヶ月 なし
富山県魚津市大光寺坊丸１３２３－２

他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町小杉６４番地
0765-78-2500

又は 8時30分～17時15分
の間の4時間以上

その他 毎月　35,000円まで

0765-33-5111
又は 8時00分～21時00分
の間の4時間程度

その他 16040- 5727091

パート
７９

900円～1,000円 老人福祉・介護事業
医療法人社団　藤聖会　入善老人保健施
設　こぶしの庭

16040- 5722791

パート
７８

1,000円～1,300円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板株式会社　カナヤマ 日他

3ヶ月 実費（上限なし）
富山県黒部市天神新７７番地３

0765-57-3777
又は10時00分～18時00分
の間の5時間程度

毎　週 毎月　20,000円まで
16040- 5742591

16040- 5731791

パート
８０

880円～1,000円 理容業
株式会社　モリ美容院 月他

実費（上限あり）
富山県黒部市三日市３５０８
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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
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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３０日～１０月４日）に受理した新規求人です。

美容師 不問 パート労働者 5人
 黒部市 雇用期間の定めなし 5人

労災
40人

2人 年1回 3万円～5万円
正・准看護師（まめなけ） 不問 パート労働者 (1) 8時00分～17時00分 16人

 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 11人
労災

120人
1人

ケアマネ－ジャー（大樹） 不問 パート労働者 11人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 8人

労災
120人

1人
運転手（スコール） 不問 パート労働者 30人

 魚津市 雇用期間の定めなし 15人
労災

370人
1人

（正、准）看護師 不問 パート労働者 162人
 魚津市 雇用期間の定めなし 122人

労災
425人

1人 年2回 0万円～10万円
加工食品スタッフ（マックスバリュ黒部コラーレ前店） 不問 パート労働者 85人

 黒部市 雇用期間の定めなし 68人
労災

1,052人
1人 年2回

レジスタッフ（マックスバリュ黒部コラーレ前店） 不問 パート労働者 (1)17時00分～21時00分 85人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)20時00分～ 0時00分 68人

労災
1,052人

2人 年2回
日配食品スタッフ（マックスバリュ黒部コラーレ前店） 不問 パート労働者 85人

 黒部市 雇用期間の定めなし 68人
労災

1,052人
1人 年2回

ナイトマネージャー（マックスバリュ黒部コラーレ前店） 不問 パート労働者 (1)16時30分～ 0時30分 85人
 黒部市 雇用期間の定めなし 68人

雇用・労災・健康・厚生

1,052人
1人 年2回

スクールバス運転手 不問 パート労働者 (1) 7時00分～ 8時30分 48人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)14時30分～17時00分 7人

労災
48人

2人
タクシードライバー 不問 パート労働者 (1) 8時00分～13時00分 48人

 魚津市 雇用期間の定めなし (2)19時00分～ 0時00分 7人
雇用・労災

48人
2人

会計事務 不問 パート労働者 2人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災
2人

1人 年1回 5万円～
看護師、准看護師（外来） 不問 パート労働者 (1) 8時30分～17時15分 200人

 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 160人
雇用・労災・健康・厚生

400人
1人 年2回

清掃スタッフ（レストラン等） 不問 パート労働者 (1)10時00分～12時00分 62人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)21時00分～23時00分 32人

(3)10時00分～17時00分 労災
1,836人

2人
レストランスタッフ 不問 パート労働者 (1) 6時00分～11時00分 62人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)16時00分～22時00分 32人
労災

1,836人
2人

経理事務 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時00分 2人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～16時00分 2人

雇用・労災
2人

1人 年3回 3万円～10万円
美容師 不問 パート労働者 4人

 黒部市 雇用期間の定めなし 4人
労災

4人
1人

施設管理・清掃 不問 パート労働者 (1) 8時00分～17時00分 62人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)12時00分～21時00分 32人

労災
1,836人

2人
ナイトフロント 18歳以上 パート労働者 (1)21時00分～ 8時00分 62人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 32人
労災

1,836人
2人

洗い場 不問 パート労働者 (1) 8時00分～12時00分 62人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)18時00分～22時00分 32人

労災
1,836人

2人
売店スタッフ 不問 パート労働者 (1) 8時00分～12時00分 62人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)12時00分～17時00分 32人
(3)12時00分～21時00分 労災

1,836人
2人

月他
実費（上限あり）

富山県黒部市三日市３５０８
0765-57-3777

又は10時00分～18時00分
の間の5時間程度

毎　週 毎月　20,000円まで

パート
８１

880円～1,000円 理容業
株式会社　モリ美容院

他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町横山７８－１
0765-83-8001

又は 8時00分～17時00分
の間の6時間程度

毎　週 毎月　10,000円まで

0765-83-8001
毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 5762691

パート
８３

1,200円～1,200円 障害者福祉事業
社会福祉法人　にいかわ苑

16040- 5743191

パート
８２

1,000円～1,200円 障害者福祉事業
社会福祉法人　にいかわ苑 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町横山７８－１

他
実費（上限あり）

富山県魚津市石垣３８９
0765-23-6366

又は 8時30分～18時30分
の間の4時間以上

毎　週

0765-23-5080
又は14時00分～19時00分
の間の4時間程度

毎　週 16040- 5764491

パート
８５

1,300円～1,800円 病院
医療法人社団　ホスピィー

16040- 5763991

パート
８４

850円～950円 病院
医療法人社団　ホスピィー 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市石垣３８９

他
実費（上限あり）

富山県黒部市植木７７１番１
0765-54-3522

又は 6時30分～17時00分
の間の4時間程度

その他 毎月　30,000円まで

0765-54-3522
又は 8時30分～16時30分
の間の5時間程度

その他 毎月　30,000円まで
16040- 5773791

パート
８７

900円～1,200円
百貨店，総合スー
パーマックスバリュ北陸　株式会社　マック

スバリュ黒部コラーレ前店

16040- 5765791

パート
８６

850円～980円
百貨店，総合スー
パーマックスバリュ北陸　株式会社　マック

スバリュ黒部コラーレ前店
他

実費（上限あり）
富山県黒部市植木７７１番１

他
実費（上限あり）

富山県黒部市植木７７１番１
0765-54-3522

その他 毎月　30,000円まで

0765-54-3522
又は 6時30分～16時30分
の間の5時間程度

その他 毎月　30,000円まで
16040- 5775291

パート
８９

1,100円～1,250円
百貨店，総合スー
パーマックスバリュ北陸　株式会社　マック

スバリュ黒部コラーレ前店

16040- 5774891

パート
８８

850円～980円
百貨店，総合スー
パーマックスバリュ北陸　株式会社　マック

スバリュ黒部コラーレ前店
他

実費（上限あり）
富山県黒部市植木７７１番１

他
なし

富山県魚津市本町２－１４－２８
0765-22-1030

又は 8時00分～19時00分
の間の4時間以上

毎　週

0765-22-1030
毎　週 16040- 5780791

パート
９１

1,000円～1,250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- 5778091

パート
９０

1,000円～1,000円
一般乗用旅客自動車
運送業株式会社　金閣自動車商会 土日祝他

～令和2年3月31日 なし
富山県魚津市本町２－１４－２８

土日祝
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町泊４７７
0765-83-1160

毎　週 毎月　10,000円まで

0765-23-9370
又は 9時00分～18時00分
の間の5時間以上

毎　週 毎月　10,000円まで
16040- 5795691

パート
９３

968円～1,652円 病院
あさひ総合病院

16040- 5784191

パート
９２

850円～2,000円
公認会計士事務所，
税理士事務所みずほ記帳サービス株式会社 土日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市上村木２－１１－２８

他
2ヶ月 実費（上限なし）

富山県黒部市宇奈月温泉２６７
070-2317-8971

又は 6時00分～22時00分
の間の4時間以上

毎　週

050-3819-1424
又は10時00分～23時00分
の間の2時間以上

その他 16040- 5802791

パート
９５

900円～1,250円 旅館，ホテル
湯快リゾート　株式会社（宇奈月グラン
ドホテル）

16040- 5800991

パート
９４

900円～900円 旅館，ホテル
湯快リゾート　株式会社（宇奈月グラン
ドホテル）

他
2ヶ月 実費（上限なし）

富山県黒部市宇奈月温泉２６７

月他
なし

富山県黒部市植木８１０－１　コラーレ
横

090-6814-6707
又は 9時00分～19時00分
の間の2時間以上

毎　週

0765-24-5222
毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 5819991

パート
９７

1,250円～1,500円 美容業
ラ・ルージュ

16040- 5812891

パート
９６

848円～900円
管理，補助的経済活
動を行う事業所（９道下正志税理士事務所 土日祝他

実費（上限あり）
魚津市新金屋１－１２－３８ 
インテリジェントセンタービル５階

他
2ヶ月 実費（上限なし）

富山県黒部市宇奈月温泉２６７
070-2317-8971

その他

070-2317-8971
又は 8時00分～21時00分
の間の4時間以上

その他 16040- 5822591

パート
９９

960円～1,010円 旅館，ホテル
湯快リゾート　株式会社（宇奈月グラン
ドホテル）

16040- 5821291

パート
９８

850円～1,188円 旅館，ホテル
湯快リゾート　株式会社（宇奈月グラン
ドホテル）

他
2ヶ月 実費（上限なし）

富山県黒部市宇奈月温泉２６７

他
2ヶ月 実費（上限なし）

富山県黒部市宇奈月温泉２６７
070-2317-8971

又は 8時00分～21時00分
の間の4時間以上

その他

070-2317-8971
その他 16040- 5830591

パート
１０１

900円～1,250円 旅館，ホテル
湯快リゾート　株式会社（宇奈月グラン
ドホテル）

16040- 5824091

パート
１００

850円～1,125円 旅館，ホテル
湯快リゾート　株式会社（宇奈月グラン
ドホテル）

他
2ヶ月 実費（上限なし）

富山県黒部市宇奈月温泉２６７

16040- 5833391
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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３０日～１０月４日）に受理した新規求人です。

キッチン（補助） 不問 パート労働者 (1) 6時00分～11時00分 62人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)15時00分～21時00分 32人

労災
1,836人

2人
フロントスタッフ 不問 パート労働者 (1) 8時00分～17時00分 62人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)12時00分～21時00分 32人
労災

1,836人
2人

検査作業 不問 パート労働者 419人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 57人

雇用・労災
431人

6人 3万円～3万円
ます寿司製造（午前） 不問 パート労働者 (1) 7時00分～12時00分 16人

 黒部市 雇用期間の定めなし 12人
雇用・労災

20人
3人

販売員 不問 パート労働者 (1) 6時45分～11時15分 4人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)17時00分～21時30分 3人

(3)15時00分～21時30分 労災
30人

3人 年2回
フロントサービススタッフ 不問 パート労働者 53人

 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 30人
労災

53人
3人

カフェスタッフ（新入善店） 不問 パート労働者 31人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 27人

雇用・労災
750人

2人
販売・商品管理（黒部店） 不問 パート労働者 22人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 16人
労災

806人
2人

夜間フロント 不問 パート労働者 (1)22時00分～ 8時30分 35人
 黒部市 雇用期間の定めなし 17人

労災
35人

1人
館内清掃 不問 パート労働者 (1) 9時00分～14時00分 35人

 黒部市 雇用期間の定めなし 17人
雇用・労災

35人
4人

朝食スタッフ 不問 パート労働者 (1) 6時00分～10時00分 35人
 黒部市 雇用期間の定めなし 17人

労災
35人

2人
レストランスタッフ 不問 パート労働者 (1)14時00分～22時00分 35人

 黒部市 雇用期間の定めなし 17人
雇用・労災

35人
2人

館内業務 不問 パート労働者 35人
 黒部市 雇用期間の定めなし 17人

労災
35人

1人
接客及び一般事務 不問 パート労働者 (1)10時00分～17時30分 1人

 魚津市 雇用期間の定めなし 1人
雇用・労災・健康・厚生

10人
1人

介護職（朝食介助スタッフ） 不問 パート労働者 (1) 7時00分～ 9時00分 59人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 52人

労災・財形
196人

1人
介護職【デイサービスセンター】 不問 パート労働者 (1) 9時30分～16時30分 59人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 52人
雇用・労災・健康・厚生・財形

196人
1人

介護職【特別養護老人ホーム】 不問 パート労働者 (1) 9時30分～16時30分 59人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 52人

雇用・労災・健康・厚生・財形

196人
1人

看護師・准看護師 不問 パート労働者 59人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 52人

雇用・労災・財形
196人

1人

他
2ヶ月 実費（上限なし）

富山県黒部市宇奈月温泉２６７
070-2317-8971

又は 8時00分～21時00分
の間の4時間以上

毎　週

070-2317-8971
又は 6時00分～21時00分
の間の4時間以上

その他 16040- 5834691

パート
１０３

900円～1,250円 旅館，ホテル
湯快リゾート　株式会社（宇奈月グラン
ドホテル）

パート
１０２

900円～1,250円 旅館，ホテル
湯快リゾート　株式会社（宇奈月グラン
ドホテル）

他
2ヶ月 実費（上限なし）

富山県黒部市宇奈月温泉２６７

他
実費（上限あり）

富山県黒部市三日市３６４６
0765-52-0229

その他 毎月　10,000円まで

0765-72-5813
又は 8時00分～20時00分
の間の4時間程度

その他 毎月　30,000円まで
16040- 5845791

パート
１０５

850円～850円 水産食料品製造業
株式会社　植万

16040- 5837791

パート
１０４

1,200円～1,200円
自動車・同附属品製
造業アイシン新和　株式会社 日他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳２４５８

他
～令和2年3月31日 実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番地
0765-84-8111

又は 8時00分～22時00分
の間の4時間以上

毎　週

0765-78-2200
その他 毎月　15,000円まで

16040- 5851991

パート
１０７

850円～950円 旅館，ホテル
小川温泉開発　株式会社

16040- 5850691

パート
１０６

1,000円～1,300円 食料・飲料卸売業
株式会社　あいば食品 他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町舟見７１８

他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町沼保９０９－２
（営業本部：魚津市吉島２２６－１）

0765-52-5200
又は15時00分～ 0時30分
の間の3時間以上

その他 毎月　22,750円まで

0765-74-1930
又は 8時30分～23時00分
の間の5時間以上

その他 毎月　22,750円まで
16040- 5865091

パート
１０９

850円～850円 書籍・文房具小売業
株式会社　明文堂プランナー

16040- 5863591

パート
１０８

850円～850円 書籍・文房具小売業
株式会社　明文堂プランナー 他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町沼保９０９－２
（営業本部：魚津市吉島２２６－１）

他
実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月温泉２２－１
0765-62-1131

その他 毎月　15,000円まで

0765-62-1131
毎　週 毎月　15,000円まで

16040- 5495391

パート
１１１

950円～1,100円 旅館，ホテル
有限会社　桃源　（ホテル桃源）

16040- 5867691

パート
１１０

1,230円～1,538円 旅館，ホテル
有限会社　桃源　（ホテル桃源） 他

実費（上限あり）
富山県黒部市宇奈月温泉２２－１

他
実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月温泉２２－１
0765-62-1131

毎　週 毎月　15,000円まで

0765-62-1131
毎　週 毎月　15,000円まで

16040- 5497991

パート
１１３

1,000円～1,200円 旅館，ホテル
有限会社　桃源　（ホテル桃源）

16040- 5496691

社会福祉法人緑寿会　特別養護老人ホー
ム　越之湖

16040- 5504891

パート
１１２

950円～1,050円 旅館，ホテル
有限会社　桃源　（ホテル桃源） 他

実費（上限あり）
富山県黒部市宇奈月温泉２２－１

土日祝
実費（上限あり）

富山県魚津市北鬼江２６０４－１
0765-23-5820

毎　週 毎月　5,000円まで

0765-62-1131
又は 8時00分～22時00分
の間の4時間以上

毎　週 毎月　15,000円まで
16040- 5499791

パート
１１５

950円～980円
他に分類されない小
売業有限会社　ディー・エス・フォート　魚

津北鬼江店

16040- 5498491

パート
１１８

1,050円～1,200円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人緑寿会　特別養護老人ホー
ム　越之湖

16040- 5506591

パート
１１４

950円～1,200円 旅館，ホテル
有限会社　桃源　（ホテル桃源） 他

実費（上限あり）
富山県黒部市宇奈月温泉２２－１

日他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市堀切１００２
0765-57-3511

毎　週 毎月　55,000円まで

0765-57-3511
毎　週 毎月　55,000円まで

16040- 5505291

パート
１１７

1,000円～1,200円 老人福祉・介護事業

他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市堀切１００２
0765-57-3511

16040- 5510791

パート
１１６

1,010円～1,010円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人緑寿会　特別養護老人ホー
ム　越之湖

他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市堀切１００２

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県黒部市堀切１００２

0765-57-3511
又は 8時30分～17時30分
の間の4時間以上

毎　週 毎月　55,000円まで

毎　週 毎月　55,000円まで
16040- 5508091

パート
１１９

1,300円～1,300円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人緑寿会　特別養護老人ホー
ム　越之湖

他
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