
職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

8人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 170,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 8人

16040- 1449201
8人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 170,000円～220,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 8人

16040- 1450001
8人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 150,000円～170,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 8人

16040- 1451301
8人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 160,000円～240,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 8人

16040- 1452601
16人 自動車・同附属品製造業

(1)8時00分～17時00分 163,800円～179,880円
雇用期間の定めなし (2)23時00分～8時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 16人
年2回（前年度実績） 16040- 1453901

16人 自動車・同附属品製造業
(1)8時00分～17時00分 163,800円～179,880円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 16人
年2回（前年度実績） 16040- 1454101

9人 老人福祉・介護事業
(1)8時15分～17時15分 162,180円～172,515円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　13,500円まで 282人
年2回（前年度実績） 16040- 1455401

8人 他に分類されない小売業
(1)10時00分～19時00分 182,000円～225,000円

雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 17030- 1035201

16人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)22時00分～7時00分 190,000円～210,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)0時00分～9時00分 5人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
6,496人

年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 13040-33002501
11人 酒場，ビヤホール

(1)15時00分～0時00分 265,083円～438,139円
雇用期間の定めなし (2)18時00分～23時00分 8人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)20時00分～5時00分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 22,826人
年2回（前年度実績）0円～50,000円 13170-12004701

41人 他に分類されない事業サービス業

(1)8時30分～17時20分 196,900円～235,500円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
458人

年2回（前年度実績） 16010- 6115501
66人 電気工事業

(1)8時00分～17時00分 195,000円～262,000円
雇用期間の定めなし 18人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 拠出
月額　20,000円まで 68人
年2回（前年度実績） 16040- 1442301

16人 警備業
(1)8時00分～17時00分 172,800円～216,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
なし

16人
16070-  828501

14人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)22時00分～7時00分 190,000円～210,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)0時00分～9時00分 7人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
6,496人

年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 13040-32785301
4人

その他の各種商品小売業（従業者が常時５０人未満のもの）

149,600円～167,200円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
又は9時30分～19時00分 月額　10,000円まで 52人

年2回（前年度実績）20,000円～60,000円 15100-  575701
15,384人 都道府県機関

(1)8時30分～17時15分 217,672円～294,120円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7,000人 公災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで
年2回（前年度実績） 16010- 6017801

富山県富山市新総曲輪１－７
076-431-4111 毎　週

販売スタッフ【コスモ２１】
不問 正社員以外

交替制あ
り

株式会社　山下  下新川郡入
善町

他

毎　週

16

富山県公立学校臨時的任用講師
不問 正社員以外

富山県庁
 魚津市　他 土日祝他

15人

株式会社　中部すき家

2人
新潟県糸魚川市南寺町１－１０－
３

 魚津市 他
2人

東京都港区港南ニ丁目１８番１号
ＪＲ品川イーストビル５階

03-6833-5064 毎　週

025-552-6442

その他

接客・調理／魚津本江店
18歳以上 正社員以外

変形
（1ヶ月

 黒部市　他 日他
3人

富山県滑川市下島１０３－２
0765-32-3993 その他

11

高圧電気設備の保安管理業務（高
岡・魚津・砺波）

59歳以下 正社員

一般財団法人　北陸電気保安協会
富山支店

 魚津市　他 土日祝他

システムエンジニア・ＷＥＢクリ
エイター

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

日本海電業　株式会社
 魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市宮津２３８番地１

0765-24-0577

毎　週

13

交通誘導員（黒部営業所）
不問 正社員

変形（1
年単位）

高誘警備　株式会社

076-411-9444 毎　週

12

2人
富山県富山市新庄本町二丁目９番
９８号

 魚津市 他
1人

東京都武蔵野市中町１－１７－３
６．モンテローザ三鷹本社ビル

0422-36-6788 その他

8

ａｕショップスタッフ／魚津アッ
プルヒル店

49歳以下 正社員

株式会社　ホクジョー
 魚津市 他

2人
石川県七尾市神明町１番地

接客・調理／８号黒部店
18歳以上 正社員以外

変形
（1ヶ月

株式会社　中部すき家
 黒部市 他

2人
東京都港区港南ニ丁目１８番１号
ＪＲ品川イーストビル５階

03-6833-5064

毎　週

10

正社員店舗スタッフ（山内農場
魚津スカイホテル店）

18歳～44歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　モンテローザフーズ

0767-52-7177 その他

9

 魚津市 他
1人

富山県魚津市大光寺４５０
0765-24-8822 毎　週

5

（請）研削工
64歳以下 正社員

交替制あ
り

有限会社　上田商事  下新川郡入
善町

土日他
3人

富山県下新川郡入善町入膳２９３

（請）研削工
64歳以下 正社員

有限会社　上田商事  下新川郡入
善町

土日他
2人

富山県下新川郡入善町入膳２９３
0765-72-0272

富山県下新川郡入善町藤原３１６
－１

0765-72-5510 毎　週

7

介護職員
不問 正社員

変形
（1ヶ月

社会福祉法人　新川老人福祉会

6

 下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町藤原３１６
－１

0765-72-5510 毎　週

0765-72-0272 毎　週

2

放電加工員
不問 正社員

株式会社　松島精型  下新川郡入
善町

土日他

毎　週

3

事務
不問 正社員

株式会社　松島精型  下新川郡入
善町

土日他
1人

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

研磨工
不問 正社員

株式会社　松島精型

0765-72-5510
1人

富山県下新川郡入善町藤原３１６
－１

 下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町藤原３１６
－１

0765-72-5510 毎　週

1

マシニングセンター工
不問 正社員

株式会社　松島精型

【先週１週間　　３月　　９日　～　　３月　　１３日に受理】

15

14

℡ ０７６５－２４－０３６５

（魚津公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。
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（魚津公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。

17人 各種商品卸売業
(1)8時15分～17時15分 164,000円～200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時15分～11時45分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 144人
年3回（前年度実績） 16010- 6018201

11人 燃料小売業
190,000円～230,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

又は7時00分～23時00分 240人
年2回（前年度実績） 16020- 3367201

136人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 150,000円～150,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 50人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 160人

16040- 1431201
136人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 200,000円～350,000円
雇用期間の定めなし (2)6時00分～20時00分 50人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時00分～15時00分 実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 160人
年2回（前年度実績） 16040- 1432501

136人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 200,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)6時00分～20時00分 50人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時00分～15時00分 実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 160人
年2回（前年度実績） 16040- 1433001

136人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 200,000円～350,000円
雇用期間の定めなし (2)6時00分～20時00分 50人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時00分～15時00分 実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 160人
年2回（前年度実績） 16040- 1434301

11人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時00分～17時00分 160,000円～180,000円
雇用期間の定めなし 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 110人
年2回（前年度実績） 16040- 1435601

6人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～380,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 6人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040- 1437101

6人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～380,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 6人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040- 1438401

6人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～380,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 6人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040- 1439701

3人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時00分～17時00分 220,000円～264,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 1人
年2回（前年度実績） 16040- 1440501

136人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 200,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)7時30分～22時00分 50人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時00分～15時00分 実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 160人
年2回（前年度実績） 16040- 1391801

1人 酒場，ビヤホール
(1)17時00分～23時00分 150,000円～150,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

1人
年2回（前年度実績）100,000円～100,000円 16040- 1394001

16人 その他の飲食料品小売業
(1)5時15分～13時30分 158,500円～163,500円

雇用期間の定めなし (2)6時00分～14時15分 16人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時30分～19時00分 実費支給（上限あり）
月額　17,100円まで 18人
年2回（前年度実績） 16040- 1395301

26人 木造建築工事業
(1)8時00分～17時10分 180,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 26人
年2回（前年度実績） 16040- 1396601

59人 警備業
(1)8時00分～17時00分 181,440円～201,600円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

303人
16040- 1397901

32

（請）警備員（交通誘導、駐車場
スタッフ）

18歳以上 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　パトロード富山　新川
支社

 黒部市 他
3人

富山県魚津市吉島２丁目５－１７

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市植木７５８－２
0765-52-1636 その他

0765-22-8648 その他

29

接客
不問 正社員

八っ寸亭
 魚津市 他

30

（請）調理員
不問 正社員

変形
（1ヶ月

有限会社　日星
 魚津市 他

1人
富山県魚津市江口８８－１

工事現場管理者
35歳以下 正社員

変形（1
年単位）

平野工務店株式会社

0765-23-1788 その他

0765-22-8681 その他

1人
富山県魚津市釈迦堂１－１５－１
５　Ｍ－２０００ＢＬＤ

1人
富山県下新川郡朝日町草野２７１
－３

0765-82-1100 毎　週

株式会社ＴＳＳ　朝日工場  下新川郡朝
日町

土日祝

（請）製缶作業員（見習い可）
35歳以下 正社員

変形（1
年単位）

新光工業
 黒部市

2人
富山県黒部市宇奈月町栃屋６５３
－１

日祝他

毎　週

31

090-8702-
9629

その他

28

加工技術者
不問 正社員

フレック
ス

27

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市袋１７５
0765-22-6990 毎　週

株式会社　ライフシステム
 魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市袋１７５

1人
富山県魚津市袋１７５

24

配管工・現場管理
不問 正社員

0765-22-6990

0765-22-6990 毎　週

25

土木作業員
不問 正社員

株式会社　ライフシステム
 魚津市 土日祝他

0765-57-3070 その他

0765-82-1100 毎　週

26

解体作業員
不問 正社員

株式会社　ライフシステム

フレック
ス

株式会社ＴＳＳ　朝日工場  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町草野２７１
－３

1人
富山県下新川郡朝日町草野２７１
－３

21

旋盤加工業務
不問 正社員

0765-82-1100 毎　週

22

機械設計業務
不問 正社員

フレック
ス

株式会社ＴＳＳ　朝日工場  下新川郡朝
日町

土日祝他

23

介護職（デイサービスまちなか）
64歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

有限会社　真成
 黒部市 日他

1人
富山県黒部市新牧野３４９　ユ
アーズビル黒部Ｂ棟

富山県射水市庄西町２丁目６番６
２号

 下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町草野２７１
－３

0765-82-1100 毎　週

0765-82-1100 毎　週
富山県下新川郡朝日町草野２７１
－３

18

給油所スタッフ【呉東地区（富山
市、滑川市、魚津市）】

39歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ＳＨＩＭＡＲＳ
 魚津市　他 日祝他

1人
0766-82-3157

19

物流・資材管理
不問 正社員以外

株式会社ＴＳＳ　朝日工場  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

その他

20

電気設計業務
不問 正社員

フレック
ス

株式会社ＴＳＳ　朝日工場

その他

 魚津市17

営業事務、庶務
不問 正社員以外

変形（1
年単位）

北酸　株式会社
日祝他

1人
富山県富山市本町１１番５号

076-441-2461
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その際はあしからずご了承ください。

57人 洗濯業
(1)8時00分～17時00分 160,000円～165,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 35人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 180人
年2回（前年度実績）50,000円～100,000円 16040- 1401601

11人 自動車整備業
(1)8時30分～17時30分 180,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
14人

年2回（前年度実績） 16040- 1402901
2人 自動車整備業

(1)8時30分～17時30分 220,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
14人

年2回（前年度実績） 16040- 1403101
20人

その他の各種商品小売業（従業者が常時５０人未満のもの）

(1)9時30分～18時30分 160,000円～180,000円
雇用期間の定めなし 15人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
20人

年2回（前年度実績） 16040- 1404401
39人 児童福祉事業

(1)8時00分～17時00分 160,000円～176,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時30分 39人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり）
月額　6,000円まで 75人
年2回（前年度実績） 16040- 1405701

16人 遊戯場
(1)8時30分～17時30分 170,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

450人
年2回（前年度実績） 16040- 1406801

16人 遊戯場
(1)8時30分～17時30分 170,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

450人
年2回（前年度実績） 16040- 1407201

16人 遊戯場
(1)8時30分～17時30分 170,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

450人
年2回（前年度実績） 16040- 1408501

23人 一般乗用旅客自動車運送業

(1)15時00分～0時00分 150,000円～150,000円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～1時00分 6人 雇用・労災・健康・厚生

(3)17時00分～2時00分 なし
23人

16040- 1422801
14人 金属加工機械製造業

(1)8時30分～17時00分 170,000円～370,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 14人
年2回（前年度実績） 16040- 1423201

17人 老人福祉・介護事業
(1)8時00分～17時00分 198,600円～277,600円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 12人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 182人
年2回（前年度実績） 16040- 1424501

119人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 162,400円～255,700円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 83人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)18時00分～7時00分 実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 182人
年2回（前年度実績） 16040- 1425001

119人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 178,200円～277,600円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 83人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 182人
年2回（前年度実績） 16040- 1426301

119人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 158,060円～241,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～18時00分 83人 雇用・労災・健康・厚生
(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり）

月額　55,000円まで 182人
年2回（前年度実績） 16040- 1430801

4人 医薬品・化粧品小売業
(1)9時00分～18時00分 345,000円～345,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時00分～19時00分 実費支給（上限なし） 拠出

6,864人
年2回（前年度実績） 17080- 2550401

76人 すし店
(1)9時00分～0時00分 195,000円～215,000円

雇用期間の定めなし 46人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
44,779人

年2回（前年度実績） 27060- 9383101
その他

47

薬剤師（泊駅前薬局）
59歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　クスリのアオキ  下新川郡朝
日町

他
2人

石川県白山市松本町２５１２

店長候補（魚津店）
18歳～35歳 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　あきんどスシロー
 魚津市 他

1人
大阪府吹田市江坂町１－２２－２

06-6368-1020

その他

076-274-6111 その他

48

 下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町泊　５５５
0765-82-2200 毎　週

44

介護職員
59歳以下 正社員

交替制あ
り

社会福祉法人　有磯会  下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町泊　５５５

看護師
59歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

社会福祉法人　有磯会  下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町泊　５５５
0765-82-2200

その他

46

介護職員
不問 正社員以外

交替制あ
り

社会福祉法人　有磯会

0765-82-2200 その他

45

 下新川郡朝
日町

土日他
1人

富山県下新川郡朝日町泊　５５５
0765-82-2200 毎　週

41

タクシー運転手
64歳以下 正社員

交替制あ
り

くろべ交通　株式会社
 黒部市 他

3人
富山県黒部市三日市３３３０

機械設備組立スタッフ
不問 正社員

変形（1
年単位）

辻精機株式会社
 魚津市 日他

1人
富山県魚津市三ケ２２７

0765-22-0637

その他

43

作業療法士
不問 正社員

交替制あ
り

社会福祉法人　有磯会

0765-52-0507 その他

42

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島２－４－２５
0765-57-6868 その他

38

本社人事事務
不問 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　ノースランド
 魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市吉島２－４－２５

本社経理事務
不問 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　ノースランド
 魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市吉島２－４－２５

0765-57-6868

その他

40

本社総務事務
不問 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　ノースランド

0765-57-6868 その他

39

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市三日市２９５－６
0765-52-4516 毎　週

変形（1
年単位）

澤田自動車販売
 魚津市 他

1人
富山県魚津市吉島２丁目４－２５

1人
富山県魚津市駅前新町５－３０

35

自動車販売の営業
不問 正社員

0765-24-3030

0765-24-3883 その他

36

経理事務
不問 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　魚津興産
 魚津市 他

0765-24-3883 その他

0765-22-5252 その他

37

保育士
不問 正社員以外

社会福祉法人　あいじ福祉会

33

一般事務員
不問 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　富山第一ドライクリー
ニング

 魚津市 他
1人

富山県魚津市三ケ７３９－１

34

自動車の板金及び修理等
不問 正社員

変形（1
年単位）

澤田自動車販売
 魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市吉島２丁目４－２５
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18人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)9時00分～18時00分 192,226円～252,138円
雇用期間の定めなし (2)17時00分～2時00分 11人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時00分～9時00分 実費支給（上限なし）
又は0時00分～23時59分 285人

年2回（前年度実績）420,000円～1,680,000円 16010- 5685201
18人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)9時00分～18時00分 200,001円～359,625円
雇用期間の定めなし (2)17時00分～2時00分 11人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時00分～9時00分 実費支給（上限なし）
又は0時00分～23時59分 285人

年2回（前年度実績）420,000円～1,680,000円 16010- 5713401
4人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)11時00分～20時00分 183,375円～295,440円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は11時00分～22時00分 285人

年2回（前年度実績）420,000円～1,680,000円 16010- 5723801
81人 ソフトウェア業

(1)9時00分～18時00分 196,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 13人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 給付
103人

年3回（前年度実績） 16010- 5785601
22人 水産食料品製造業

(1)8時00分～17時00分 180,000円～220,000円
雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 22人

16040- 1381401
21人 一般診療所

(1)8時45分～18時00分 240,000円～310,000円
雇用期間の定めなし (2)8時45分～12時15分 15人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 21人
年2回（前年度実績） 16040- 1384201

12人 老人福祉・介護事業
(1)16時30分～9時30分 171,600円～174,300円

雇用期間の定めなし 9人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は7時00分～21時00分 月額　10,000円まで 12人
年2回（前年度実績） 16040- 1389901

12人 老人福祉・介護事業
162,800円～162,800円

雇用期間の定めなし 9人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は7時00分～21時00分 月額　10,000円まで 12人
年2回（前年度実績） 16040- 1390701

10人 職業紹介業
(1)8時30分～17時30分 272,000円～272,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 150人

28010- 7142101
0人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

905円～1,150円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は10時00分～20時00分 19,752人

10020- 4856201
11人 都道府県機関

(1)9時00分～12時00分 898円～898円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 8人 労災

実費支給（上限なし）

16040- 1447701
6人 市町村機関

(1)8時30分～12時00分 878円～878円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 労災

実費支給（上限なし）
400人

16040- 1448801
41人 すし店

900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 25人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～0時00分の 月額　15,000円まで 30,700人

13040-33571501
26人 家事サービス業

(1)8時30分～12時30分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 23人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　13,500円まで 53人

16040- 1443601
9人 自動車整備業

(1)10時00分～15時00分 900円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)9時00分～14時00分 2人 雇用・労災

なし
又は13時00分～17時00分 12人

16040- 1445101
5人 自動車小売業

(1)10時00分～15時00分 900円～1,200円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災

なし
又は13時00分～17時00分 5人

16040- 1446401

56

介護職（グループホーム／夜勤な
し）

不問 正社員
交替制あ
り

特定非営利活動法人　木ここち
 黒部市 他

1人
富山県黒部市立野１２９－１

57

（紹派）現場管理者（富山県黒部
市宇奈月町下立）

不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　協立ジャパン　神戸営
業所

 黒部市 土日祝他

0765-52-5500 その他

1人
兵庫県神戸市中央区相生町４丁目
３ー１　 

078-371-6690 毎　週

0765-32-5363 その他

 黒部市 他
1人

富山県黒部市立野１２９－１
0765-32-5363 その他

53

経理・労務
不問 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　かねみつ
 魚津市 他

54

理学療法士
不問 正社員

医療法人社団　岩井整形外科医院
 黒部市 日祝他

1人
富山県黒部市堀高３５

076-495-7176 毎　週

55

介護職（グループホーム／夜勤あ
り）

不問 正社員
交替制あ
り

特定非営利活動法人　木ここち

0765-24-3433 その他
1人

富山県魚津市大光寺１３５０

 黒部市　他 土日祝他
1人

富山県富山市柳町１－１－１１
076-433-1822 毎　週

50

店舗運営スタッフ（アプレシオ魚
津店）

35歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　Ｐｒｏｃｅｅｄ
 魚津市 他

1人
富山県富山市天正寺６８

店舗運営スタッフ（フィットネス
ジムＥｖｅｒｙ魚津江口店）

35歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　Ｐｒｏｃｅｅｄ
 魚津市 他

2人
富山県富山市天正寺６８

52

システム営業（本社・高岡支店・
黒部支店）

59歳以下 正社員

株式会社　トヤマデータセンター

076-495-7176 毎　週

51

 魚津市 他
1人

富山県富山市天正寺６８
076-495-7176 毎　週

49

店舗運営スタッフ（アプレシオ魚
津店）＊地域限定社員

35歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　Ｐｒｏｃｅｅｄ

027-345-8725 毎　週

1

パート／店舗スタッフ／入善店／
１２３４／※急募

不問 パート労働者

株式会社　ヤマダ電機  下新川郡入
善町

他
1人

群馬県高崎市栄町１番１号

 魚津市 土日祝
1人

富山県黒部市堀切新３４３
0765-52-1224 毎　週

1人
富山県魚津市釈迦堂１丁目１０－
１

0765-23-1020 その他

2

会計年度任用職員（業務補助員）
不問 パート労働者

富山県新川厚生センター

0120-314-520 その他

3

事務補助員
不問 パート労働者

魚津市役所
 魚津市 月他

4

フロア・キッチン・切り付け（黒
部店）

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　はま寿司
 黒部市 他

10人
東京都港区港南２－１８－１　 
ＪＲ品川イ－ストビル

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市住吉１８６０－１
0765-23-6333 毎　週

3人
富山県魚津市天神野新７４２ 090-3888-

0014
毎　週

5

介護用品配送
不問 パート労働者

株式会社ハートケアサービス

090-3888-
0014

毎　週

6

簡単な自動車の整備、清掃、商品
の管理

不問 パート労働者

三井自動車　株式会社
 魚津市 日祝他

7

簡単な自動車の整備、清掃、商品
の管理

不問 パート労働者

Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ株式会社

 魚津市 日祝他
3人

富山県魚津市天神野新７４２
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号
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賞与（前年度実績）

【先週１週間　　３月　　９日　～　　３月　　１３日に受理】

℡ ０７６５－２４－０３６５

（魚津公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。

16人 警備業
(1)8時00分～17時00分 1,000円～1,250円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災
なし

16人
16070-  830901

0人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

905円～1,150円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は10時00分～21時00分 19,752人

10020- 4369301
4人 その他の飲食料品小売業

(1)9時00分～13時00分 930円～1,100円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～20時00分 4人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
日額　150円まで 4人

16040- 1436901
4人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)13時00分～17時00分 850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 労災

なし
46人

16040- 1441001
59人 警備業

(1)8時00分～17時00分 1,080円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～12時00分 3人 労災

(3)13時00分～17時00分 実費支給（上限なし）
303人

16040- 1398101
59人 警備業

(1)9時00分～12時00分 1,080円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～15時00分 3人 労災

(3)17時00分～20時00分 実費支給（上限なし）
303人

16040- 1399401
6人 歯科診療所

(1)9時00分～15時00分 1,600円～1,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～13時30分 3人 労災

実費支給（上限なし）
6人

年2回（前年度実績）0円～150,000円 16040- 1420401
119人 老人福祉・介護事業

(1)16時00分～19時00分 880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 83人 労災

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 182人

16040- 1427601
61人 老人福祉・介護事業

(1)16時30分～9時30分 1,350円～1,350円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 47人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 182人

16040- 1428901
61人 老人福祉・介護事業

(1)18時00分～7時00分 920円～970円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 47人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 182人

16040- 1429101
5人 医薬品・化粧品小売業

(1)13時00分～19時00分 850円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
6,864人

17080- 2498801
4人 医薬品・化粧品小売業

(1)9時00分～16時00分 2,000円～3,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～14時00分 3人 労災

(3)13時00分～18時00分 実費支給（上限なし）
又は9時00分～18時00分 6,864人

17080- 2571001
1人 建物サービス業

(1)9時00分～12時00分 850円～850円
雇用期間の定めなし 1人 労災

なし
200人

16040- 1379301
104人 特別支援学校

(1)9時00分～15時30分 898円～952円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 75人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 105人

16040- 1380101
33人 旅館，ホテル

(1)22時00分～8時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)22時00分～9時00分 30人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 16,040人
年2回（前年度実績） 16040- 1383801

84人 郵便局
(1)7時00分～12時00分 870円～870円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 23人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
日額　2,600円まで 150,000

16040- 1386001

 黒部市 日他
5人

富山県滑川市下島１０３－２
0765-32-3993 毎　週

1人
群馬県高崎市栄町１番１号

027-345-8725 毎　週

8

交通誘導員（パートタイム／黒部
営業所）

不問 パート労働者

高誘警備　株式会社

0765-72-2503 その他

9

パート／店舗スタッフ／魚津店／
００９４／急募

不問 パート労働者

株式会社　ヤマダ電機
 魚津市 他

10

接客・盛付・配達
不問 パート労働者

本家かまどや入善店  下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町荒又５４７

 黒部市 水土他
1人

富山県黒部市生地中区３６５
0765-57-0101 毎　週

5人
富山県魚津市吉島２丁目５－１７

0765-22-8648 毎　週

11

販売　事務
不問 パート労働者

くろべ漁業協同組合

0765-22-8648 毎　週

12

（請）警備員（交通誘導員）
18歳以上 パート労働者

株式会社　パトロード富山　新川
支社

 魚津市 他

13

（請）警備員（駐車場スタッフ）
18歳以上 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　パトロード富山　新川
支社

 魚津市 他
5人

富山県魚津市吉島２丁目５－１７

 下新川郡入
善町

火土日祝
1人

富山県下新川郡入善町椚山１３３
６番地 

0765-74-9188 毎　週

1人
富山県下新川郡朝日町泊　５５５

0765-82-2200 なし

14

歯科衛生士
不問 パート労働者

ＣＯＳＭＯ２１歯科クリニック

0765-82-2200 毎　週

15

雑務員
不問 パート労働者

社会福祉法人　有磯会  下新川郡朝
日町

日

16

夜間専門看護職員
不問 パート労働者

社会福祉法人　有磯会  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町泊　５５５

 下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町泊　５５５
0765-82-2200 毎　週

2人
石川県白山市松本町２５１２

076-274-6111 その他

17

夜間専門介護職員
不問 パート労働者

社会福祉法人　有磯会

076-274-6111 その他

18

配達員（魚津東薬局）（魚津経田
薬局）

不問 パート労働者

株式会社　クスリのアオキ
 魚津市 他

19

薬剤師（泊駅前薬局）
不問 パート労働者

株式会社　クスリのアオキ  下新川郡朝
日町

他
2人

石川県白山市松本町２５１２

 黒部市 水土日
1人

富山県魚津市吉島２－１－１
0765-22-9207 毎　週

1人
富山県黒部市石田６６８２

0765-54-1288 毎　週

20

（請）清掃スタッフ【黒部市】
不問 パート労働者

株式会社　美来

0765-22-7411 毎　週

21

会計年度任用職員　介助員
不問 パート労働者

富山県総合教育センター（にいか
わ総合支援学校）

 黒部市 土日祝他

22

フロント（ナイト）
不問 パート労働者

交替制あ
り

ルートインジャパン株式会社
（ルートイン魚津）

 魚津市 他
1人

富山県魚津市上村木２－３－３９

 黒部市 土日祝
1人

富山県黒部市三日市３９９３
0765-52-0300 毎　週

23

一般事務
不問 パート労働者

日本郵便株式会社　郵便事業総本
部　黒部郵便局
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その際はあしからずご了承ください。

84人 郵便局
(1)12時00分～19時45分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 23人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
日額　2,600円まで 150,000

16040- 1387301
84人 郵便局

(1)8時00分～16時45分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 23人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　2,600円まで 150,000

16040- 1388601
7人 医薬品・化粧品小売業

(1)12時00分～18時00分 850円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
6,864人

17080- 2407801
8人 医薬品・化粧品小売業

(1)12時30分～18時30分 850円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
6,864人

17080- 2412101

1人
富山県黒部市三日市３９９３

0765-52-0300 毎　週

0765-52-0300 毎　週

24

荷物の集荷・配達
不問 パート労働者

日本郵便株式会社　郵便事業総本
部　黒部郵便局

 黒部市 日他

25

郵便物配達
不問 パート労働者

日本郵便株式会社　郵便事業総本
部　黒部郵便局

 黒部市 日他
3人

富山県黒部市三日市３９９３

株式会社　クスリのアオキ
 魚津市 他

1人
石川県白山市松本町２５１２

076-274-6111 その他

パート労働者

株式会社　クスリのアオキ
 魚津市 日祝他

1人
石川県白山市松本町２５１２

076-274-6111 その他

27

医療事務（魚津経田薬局）
不問 パート労働者

26

医療事務（魚津東薬局）
不問

公共職業訓練

エコ住宅リフォーム

お申込み

費 用

訓練内容

訓練期間

実施施設

定 員

応募資格

募集期間

訓練場所

公共職業訓練

ビジネス実務科
（パソコン・経理コース）

お申込み 最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）

費 用 受講料は無料（ただし教材費・諸経費等２０000円程度と検

定料20000円程度の自己負担が必要です。）

訓練内容
パソコン操作実務（文書作成、表計算、財務会計等）経理実務

社会保険事務及び接客マナーなどに必要な知識と技能が習得でき

ます。

実施施設 富山県技術専門学院新川センター

定 員 20名

応募資格 公共職業安定所（ハローワーク）に求職申し込みをされている方
公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示を受けられる方

募集期間

訓練場所

訓練期間
8：5０～１６：１０ （土・日・祝日を除く）

受講生募集のご案内

〒938-0031

黒部市三日市10

令和２年２月１０日（月）～令和２年３月２７日（金）

令和2年4月 10日（金）～ 令和2年7月 14日（火）

木造住宅の増改築に関する計画・設計・施工に必要な知識と技能

を習得できます。さまざまな学科や実技をとおして住宅リフォー

ムの基礎、次世代省エネ基準対応住宅の施工実技も行います。

公共職業訓練

エコ住宅リフォーム科
受講生募集のご案内

お申込み 最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）

費 用 受講料は無料（ただし教科書代・諸経費として25000円程度

の自己負担が必要です。）

訓練内容

訓練期間

8：5０～１6：1０ （土・日・祝日・年末年始を除く）

一 般 令和２年 4月 1０日 ～ 令和 ２年 9月 1８日

実施施設 富山県技術専門学院新川センター

定 員 一般コース10名 企業実習付コース10名(おおむね45歳までの方)

応募資格 公共職業安定所（ハローワーク）に求職申し込みをされている方
公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示を受けられる方

募集期間 令和２年 2月1０日（月）～令和２年 3月 2７日（金）

訓練場所
〒938-0031

黒部市三日市10

企業実習付 令和 ２年 4月 1０日 ～ 令和 ３年 3月 19日

公共職業訓練

介護労働講習（実務者研修を含む）
受講生募集のご案内

お申込み 最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）

費 用

訓練内容
実務者研修450時間に加え現場実習、就職支援などを含む105日間

の講習。介護分野への就職に役立つ知識と技術を学びます（施設で

の介護実習あり）

訓練期間

10：0０～１6：3０ （土・日・祝日、8/8～8/18を除く）

令和２年6月２日（火）～ 令和２年11月1０日（火）

実施施設 介護労働安定センター富山支所

定 員 ４０名

応募資格
介護分野へ就職を希望する雇用保険受給資格者で開講日前日（6/1）
時点で残日数が一定以上ある方（受講指示となる方）

募集期間 令和２年２月３日（月）～令和２年 5月１９日（火）

訓練場所
〒930-0857

富山市奥田新町8番1号 ボルファートとやま8階

受講料は無料（ただしテキスト代12６５0円、講習保険料

3150円、健康診断料の自己負担が必要）

就職率
１００%

平成３０年度

実務者研修資格取得!！

公共職業訓練

お申込み

費

訓練内容

訓練期間

実施施設

定

応募資格

募集期間

訓練場所

日間

の講習。介護分野への就職に役立つ知識と技術を学びます（施設で

）

公共職業訓練
介護サービス科

受講生募集のご案内

お申込み 最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）

費 用 受講料は無料（ただし教科書代・諸経費として10000円程度

の自己負担が必要です。）

訓練内容

在宅介護や施設介護（施設入所者の日常生活全般に関わる援助）

等に必要な知識と技能が習得できます。

訓練期間
8：5０～１6：1０ （土・日・祝日を除く）

令和 2年５月２１日(木)～ 令和 ２年７月１０日(金)

実施施設 富山県技術専門学院新川センター

定 員 ２０名

応募資格 公共職業安定所（ハローワーク）に求職申し込みをされている方
公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示を受けられる方

募集期間 令和２年３月１９日(木) ～ 令和２年４月３０日(木)

訓練場所
〒938-0031

黒部市三日市10

介護職員初任者研修資格取得できます !!
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