
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

2人 その他の専門サービス業
(1)8時30分～18時00分 148,320円～156,640円

雇用期間の定めなし (2)8時45分～18時15分 2人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時30分～12時00分 実費支給（上限あり）

月額　50,000円まで 95,992人
年2回（前年度実績） 16010- 9937501

721人 病院
(1)8時30分～17時00分 168,000円～194,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 572人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 778人
年2回（前年度実績） 16040- 2306301

18人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)16時50分～1時30分 192,375円～202,500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　10,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16040- 2308901

4人 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)10時00分～19時00分 183,300円～183,300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　50,000円まで 4,574人
年2回（前年度実績）235,800円～235,800円 22010-11269801

15人 建物サービス業
(1)8時00分～7時59分 175,000円～175,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～8時29分 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 1,604人

16010- 9875301
3人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時15分 202,000円～264,000円
雇用期間の定めなし (2)8時45分～17時30分 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　12,500円まで 81人
年2回（前年度実績） 16010- 9892901

3人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 169,400円～200,500円

雇用期間の定めなし (2)8時45分～17時30分 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　12,500円まで 81人
年2回（前年度実績） 16010- 9894401

3人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 155,500円～209,000円

雇用期間の定めなし (2)8時45分～17時30分 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　12,500円まで 81人
年2回（前年度実績） 16010- 9896801

15人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 190,000円～235,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 10人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16020- 5655101

15人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 190,000円～235,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 10人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16020- 5658801

10人 一般土木建築工事業
(1)7時30分～17時00分 250,000円～350,000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（上限あり）
月額　15,000円まで 23人
年2回（前年度実績） 16040- 2295901

6人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 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 25人
年2回（前年度実績） 16040- 2296101

12人 冠婚葬祭業
(1)8時30分～17時00分 160,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
13人

年2回（前年度実績） 16040- 2300401
19人 農畜産物・水産物卸売業

(1)3時30分～12時30分 215,000円～230,000円
雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 厚生
月額　8,000円まで 21人

16040- 2302801
23人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時00分～14時00分 230,000円～260,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 19人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)11時00分～20時00分 実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 17,685人
年2回（前年度実績） 17010-11226301

15人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 165,000円～180,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 10人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16020- 5613101

 黒部市 他
2人

富山県高岡市関町６－２
0766-54-6346 その他

1人
石川県金沢市本町２－１１－７
金沢フコク生命駅前ビル１０Ｆ

076-262-5900 その他

16

介護職員【グループホーム黒部】
不問 正社員

変形
（1ヶ月

ケアスタジオ　株式会社

0765-22-0172 その他

15

調理師（富山労災病院内給食室）
富山県魚津市

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

富士産業　株式会社
 魚津市 他

14

鱒寿司製造
18歳以上 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　ハリタ冷蔵
 魚津市 水他

1人
富山県魚津市港町５－１８

 黒部市 他
1人

富山県黒部市前沢４５１９－１
0765-57-0205 毎　週

1人
富山県黒部市吉田２１１２

0765-32-4289 その他

13

経理事務
40歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

ＪＡくろべ興産　株式会社

0765-24-3177 毎　週

12

清掃
不問 正社員

株式会社　四葉クリーン
 黒部市 他

11

土木・舗装工事技術者
44歳以下 正社員

株式会社　ユアネクス
 魚津市 土日祝

2人
富山県魚津市山女２２

 下新川郡入
善町

他
2人

富山県高岡市関町６－２
0766-54-6346 その他

2人
富山県高岡市関町６－２

0766-54-6346 その他

10

介護職員（介護福祉士）【グルー
プホーム入善】

不問 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス

076-436-0911 毎　週

9

介護職員（介護福祉士）【グルー
プホーム黒部】

不問 正社員
変形
（1ヶ月

ケアスタジオ　株式会社
 黒部市 他

8

介護職
59歳以下 正社員

交替制あ
り

株式会社　つくし工房
 黒部市 日他

1人
富山県富山市中沖１５０－３

 黒部市 日他
1人

富山県富山市中沖１５０－３
076-436-0911 毎　週

1人
富山県富山市中沖１５０－３

076-436-0911 毎　週

7

保育士（２０２０年４月オープン
黒部市）

59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　つくし工房

076-421-0400 その他

6

看護職（つくしの家黒部）
59歳以下 正社員

交替制あ
り

株式会社　つくし工房
 黒部市 日他

5

警備員（京セラ・トーキン）
18歳以上 正社員以外

変形
（1ヶ月

株式会社　ホクタテ  下新川郡入
善町

他

不問 正社員以外

黒部市民病院
 黒部市 土日祝他

2人
富山県富山市中野新町１丁目２番
１０号

 魚津市 他
1人

静岡県静岡市葵区伝馬町８－６
054-275-5011 その他

1人
富山県黒部市荒俣２０５番地

0765-56-8372 毎　週

076-442-2888 その他

【先週１週間　　５月　１８日～　５月　２２日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

店舗スタッフ（フルタイム契約社
員）／魚津市

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　メガネトップ　（眼鏡
市場・アルク・レンズスタイル・

0765-54-2211 毎　週

3

部品付け（ＹＫＫＡＰ（株）荻生
製造所）

69歳以下 正社員

有限会社　木島アルミ建材
 黒部市 土日祝他

2

視能訓練士

1

医療事務（正社員）高桜内科医院
／受付業務

59歳以下 無期雇用派遣労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　ニチイ学館　富山支店

1人
富山県黒部市三日市１１０８－１

 黒部市 日祝他
1人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５Ｆ

℡ 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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20人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 190,000円～235,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 15人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16020- 5615701

18人 耕種農業
(1)8時00分～17時00分 139,613円～156,038円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 10人 雇用・労災
なし

18人
16040- 2291501

18人 耕種農業
(1)8時00分～17時00分 139,613円～139,613円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 10人 雇用・労災
なし

18人
16040- 2292001

45人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)6時20分～15時00分 172,550円～192,850円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時40分 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)21時30分～6時30分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　5,000円まで 72人
年2回（前年度実績） 16040- 2294601

17人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時00分～14時00分 200,000円～240,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)11時00分～20時00分 実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 17,685人
年2回（前年度実績） 17010-11169501

15人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 165,000円～180,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 10人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16020- 5592101

5人 家具製造業
(1)8時00分～17時00分 140,250円～140,250円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
一定額
月額　7,000円まで 5人
年2回（前年度実績）120,000円～470,000円 16040- 2282201

106人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 247,000円～307,000円

雇用期間の定めなし 85人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　35,000円まで 907人
年2回（前年度実績） 16040- 2283501

20人 一般廃棄物処理業
(1)8時00分～16時50分 225,000円～225,000円

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

実費支給（上限なし） 厚生
23人

年2回（前年度実績） 16040- 2284001
85人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)7時00分～16時00分 170,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)15時00分～23時00分 55人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 110人
年2回（前年度実績） 16040- 2288101

85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 154,000円～174,000円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～0時00分 55人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時00分～8時00分 実費支給（上限なし）
110人

年2回（前年度実績） 16040- 2289401
11,052人 他に分類されない事業サービス業

(1)8時30分～17時30分 215,000円～325,000円
雇用期間の定めなし 2,968人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
43,391人

27020-29285501
20人 老人福祉・介護事業

(1)7時30分～16時30分 165,000円～180,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 15人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16020- 5582601

13人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 173,000円～207,600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　9,000円まで 36人

16040- 2268001
13人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 189,600円～228,600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　9,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16040- 2269301

30人 洗濯業
(1)8時00分～17時00分 170,000円～200,000円

雇用期間の定めなし 12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- 2271401

0765-22-5252 その他

32

集配営業
61歳以下 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 日他
1人

富山県魚津市三ケ７３９－１

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市堀高２４－１
0765-54-5200 その他

1人
富山県黒部市堀高２４－１

0765-54-5200 その他

31

看護職（デイサービス）
59歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

有限会社さくらい

0766-54-6346 その他

30

看護職（デイサービス）
不問 正社員以外

変形
（1ヶ月

有限会社さくらい
 黒部市 日他

29

介護職員【ケアホーム生地】
不問 正社員

変形
（1ヶ月

ケアスタジオ　株式会社
 黒部市 他

2人
富山県高岡市関町６－２

 魚津市他 土日祝他
2人

大阪府大阪市北区角田町８－１ 
梅田阪急ビルオフィスタワー３４

06-4709-8510 毎　週

1人
富山県魚津市吉島３８６－１

0765-24-1197 毎　週

28

（常派）生産管理技術者
59歳以下 無期雇用派遣労働者

株式会社　スタッフサービス　大
阪第一オフィス

0765-24-1197 毎　週

27

製造業（アルミ製窓・ドア加工組
立）

59歳以下 正社員

カトーインダストリー　株式会社
 黒部市 土日祝他

26

（請）自動機オペレーター
44歳以下 正社員

交替制あ
り

カトーインダストリー　株式会社
 黒部市 土日祝他

1人
富山県魚津市吉島３８６－１

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市北野４７－２
0765-52-0047 その他

2人
富山県下新川郡入善町小杉６４番
地

0765-78-2500 その他

25

一般廃棄物収集運搬
59歳以下 正社員

交替制あ
り

黒部クリーン　株式会社

0765-57-0003 その他

24

理学療法士・作業療法士
59歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

医療法人社団　藤聖会　入善老人
保健施設　こぶしの庭

 下新川郡入
善町

他

23

家具製造スタッフ
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　クリエイティヴふなや
 黒部市 日他

1人
富山県黒部市生地神区２８１－３

 下新川郡入
善町

他
2人

富山県高岡市関町６－２
0766-54-6346 その他

1人
石川県金沢市本町２－１１－７
金沢フコク生命駅前ビル１０Ｆ

076-262-5900 その他

22

介護職員【グループホーム入善】
不問 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス

0765-52-1793 毎　週

21

栄養士（富山労災病院内給食室）
富山県魚津市

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

富士産業　株式会社
 魚津市 他

20

アルミ建材製品の運搬
59歳以下 正社員

交替制あ
り

有限会社　開澤アルミ
 黒部市 土日他

1人
富山県黒部市中新５７３－１

 下新川郡入
善町

日祝他
3人

富山県下新川郡入善町板屋１８３
0765-76-9123 その他

2人
富山県下新川郡入善町板屋１８３

0765-76-9123 その他

19

球根の調整と出荷作業
不問 正社員以外

農事組合法人　富山東部球根プラ
ント組合

0766-54-6346 その他

18

農作業全般
不問 正社員以外

農事組合法人　富山東部球根プラ
ント組合

 下新川郡入
善町

日祝他

17

介護職員（介護福祉士）【ケア
ホーム生地】

不問 正社員
変形
（1ヶ月

ケアスタジオ　株式会社
 黒部市 他

2人
富山県高岡市関町６－２
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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

【先週１週間　　５月　１８日～　５月　２２日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

℡ 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。

38人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 200,000円～240,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 厚生
月額　20,000円まで 56人
年2回（前年度実績）～600,000円 16040- 2273801

19人 板金・金物工事業
(1)7時45分～17時00分 180,000円～270,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　7,200円まで 19人
年2回（前年度実績） 16040- 2275501

19人 板金・金物工事業
(1)7時45分～17時00分 145,000円～180,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　7,200円まで 19人
年2回（前年度実績） 16040- 2276001

38人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 200,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 厚生
月額　20,000円まで 56人
年2回（前年度実績）～600,000円 16040- 2277301

20人 生命保険業
(1)9時00分～17時00分 220,000円～400,000円

雇用期間の定めなし 19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 12,689人
年2回（前年度実績） 16040- 2278601

19人 児童福祉事業
(1)8時30分～17時00分 160,000円～170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時00分～15時30分 19人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～18時00分 実費支給（上限あり）
月額　13,400円まで 19人
年1回（前年度実績） 16040- 2279901

33人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 4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 33人
年2回（前年度実績） 16040- 2280701

15人 とび・土工・コンクリート工事業

(1)8時00分～17時00分 156,700円～229,000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　25,100円まで 745人
年3回（前年度実績） 16050- 2262801

0人 労働者派遣業
(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ヶ月未満） 0人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 9,317人

17010-10937701
15人 老人福祉・介護事業

(1)19時00分～7時30分 1,200円～1,578円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～10時00分 10人 労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 15人
年2回（前年度実績）20,000円～100,000円 16020- 5700301

15人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 920円～1,020円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 10人 労災
(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　30,000円まで 36人

年2回（前年度実績） 16020- 5656401
15人 老人福祉・介護事業

(1)19時00分～7時30分 1,200円～1,578円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～10時00分 10人 労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 36人
年2回（前年度実績）20,000円～100,000円 16020- 5657701

15人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 920円～1,020円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 10人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～17時00分 月額　30,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16020- 5659201

20人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 920円～1,020円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 15人 労災
(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　30,000円まで 36人

年2回（前年度実績） 16020- 5616801
20人 老人福祉・介護事業

(1)19時00分～7時30分 1,200円～1,578円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～10時00分 15人 労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 36人
年2回（前年度実績）20,000円～100,000円 16020- 5618501

721人 病院
(1)8時30分～13時30分 1,090円～1,150円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 572人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 778人
年2回（前年度実績） 16040- 2305001

076-262-3113 毎　週

41

入力事務
不問 正社員以外

株式会社パソナ　パソナ・金沢
 黒部市 他

5人
石川県金沢市昭和町１６－１ 
ヴィサージュ７階

 黒部市 日祝他
1人

富山県砺波市栄町６－２７
0763-33-2311 その他

2人
富山県下新川郡入善町古黒部３１
２４

0765-74-0222 その他

40

移動式クレーンオペレーター
（黒部）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

米原商事　株式会社

0765-22-0543 その他

39

重機オペレーター及び作業員
62歳以下 正社員

変形（1
年単位）

廣川建設工業　株式会社  下新川郡入
善町

日他

38

保育士
不問 正社員以外

交替制あ
り

宗教法人　川原保育園
 魚津市 日祝他

2人
富山県魚津市双葉町４－３

 下新川郡入
善町

土日祝他
2人

富山県下新川郡入善町上野７０６
４－６

0765-72-1717 毎　週

2人
富山県魚津市宮津２３４番地

0765-24-5520 その他

37

営業マネージャー職（営業所長候
補生）

40歳以下 正社員

富国生命保険相互会社　富山支社
入善営業所

0765-54-2100 その他

36

重機オペレーター
61歳以下 正社員

変形（1
年単位）

中川運輸　株式会社
 魚津市 日祝他

35

金属加工補助
59歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　経塚組
 黒部市 日他

1人
富山県黒部市沓掛字道上割３２５
９－１８

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市沓掛字道上割３２５
９－１８

0765-54-2100 その他

2人
富山県魚津市宮津２３４番地

0765-24-5520 その他

34

建築板金工・塗装工
40歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　経塚組

33

大型ダンプ運転手（地場）
61歳以下 正社員

変形（1
年単位）

中川運輸　株式会社
 魚津市 日祝他

1

夜間介護職員【グループホーム入
善】

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入
善町

他
2人

富山県高岡市関町６－２
0766-54-6346 その他

2

パート介護職員【グループホーム
黒部】

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

ケアスタジオ　株式会社
 黒部市 他

2人
富山県高岡市関町６－２

0766-54-6346 その他

3

夜間介護職員【グループホーム黒
部】

18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

ケアスタジオ　株式会社
 黒部市 他

2人
富山県高岡市関町６－２

0766-54-6346 その他

4

パート介護職員【グループホーム
入善】

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入
善町

他
2人

富山県高岡市関町６－２
0766-54-6346 その他

5

パート介護職員【ケアホーム生
地】

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

ケアスタジオ　株式会社
 黒部市 他

2人
富山県高岡市関町６－２

0766-54-6346 その他

6

夜間介護職員【ケアホーム生地】
18歳以上 パート労働者

変形
（1ヶ月

ケアスタジオ　株式会社
 黒部市 他

2人
富山県高岡市関町６－２

0766-54-6346 その他

7

視能訓練士
不問 パート労働者

黒部市民病院
 黒部市 土日祝他

1人
富山県黒部市三日市１１０８－１

0765-54-2211 毎　週
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14人 鉄道業
1,285円～1,285円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

又は8時30分～17時30分 238人
16040- 2307601

11人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～11時00分 850円～1,100円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～14時00分 10人 労災
(3)11時00分～16時00分 実費支給（上限あり）
又は7時00分～19時00分 月額　10,000円まで 11人

年3回（前年度実績）20,000円～100,000円 16040- 2309101
85人 百貨店，総合スーパー

865円～1,015円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 68人 労災

実費支給（上限あり）
又は6時00分～15時00分 月額　30,000円まで 1,052人

年2回（前年度実績）14,800円～95,600円 16040- 2297401
65人 その他の食料品製造業

(1)17時00分～2時00分 848円～1,000円
雇用期間の定めなし 30人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 65人
年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040- 2293301

95人 老人福祉・介護事業
(1)8時20分～10時00分 1,200円～1,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時50分～17時00分 79人 労災
実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 193人
年2回（前年度実績）10,000円～10,000円 16040- 2281801

43人 高等学校，中等教育学校
2,900円～2,900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 18人 労災
実費支給（上限なし）

又は9時00分～15時30分 43人
16040- 2285301

6人 障害者福祉事業
(1)13時30分～17時30分 850円～850円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～16時30分 5人 労災
実費支給（上限あり）
月額　4,000円まで 27人
年2回（前年度実績） 16040- 2287901

5人 産業機械器具卸売業
(1)9時00分～16時00分 900円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～15時30分 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

66人
年2回（前年度実績）30,000円～30,000円 16010- 9860101

3人 靴・履物小売業
(1)10時00分～15時00分 850円～850円

雇用期間の定めなし (2)15時00分～20時00分 2人 雇用・労災
(3)10時00分～17時00分 なし

5人
16010- 9856201

30人 洗濯業
850円～850円

雇用期間の定めなし 12人 雇用・労災
なし

又は8時00分～17時00分 180人
16040- 2270101

5人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)15時30分～20時30分 920円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～21時30分 5人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
44,462人

16040- 2272701
19人 板金・金物工事業

(1)7時45分～17時00分 950円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時45分～12時00分 4人 労災

(3)13時00分～17時00分 実費支給（上限あり）
月額　7,200円まで 19人

16040- 2274201
4人 産業用機械器具賃貸業

(1)18時00分～20時00分 880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 労災

なし
745人

16050- 2257001

8

看護職
不問 パート労働者

黒部峡谷鉄道　株式会社
 黒部市 他

1人
富山県黒部市黒部峡谷口１１番地

0765-62-1014 毎　週

9

介護スタッフ（地域密着型認知症
対応型生活介護）

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ケアサポート真魚  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町入膳４１９
９番地６

0765-74-2666 毎　週

10

畜産スタッフ（マックスバリュ黒
部コラーレ前店）

不問 パート労働者

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

 黒部市 他
2人

富山県黒部市植木７７１番１
0765-54-3522 その他

11

ルート配送員
18歳以上 パート労働者

石川製麺　株式会社
 魚津市 他

1人
富山県魚津市大海寺野６２１

0765-24-5511 毎　週

12

運転手
不問 パート労働者

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

 黒部市 土日祝
1人

富山県黒部市若栗２１１１
0765-54-0622 毎　週

13

高等学校非常勤講師（英語科）
不問 パート労働者

学校法人　荒井学園　新川高等学
校

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉島１３５０
0765-24-2015 毎　週

14

児童指導員
59歳以下 パート労働者

特定非営利活動法人　わかくさ会
 魚津市 土日祝

1人
富山県魚津市大光寺１０１０－１
４

0765-55-4126 毎　週

15

営業事務
不問 パート労働者

変形（1
年単位）

株式会社　藤木自動車商会
 魚津市 日祝他

1人
富山県富山市問屋町１丁目７－４
３

076-451-4731 その他

16

靴の販売（魚津店）
不問 パート労働者

交替制あ
り

キシモト靴店
 魚津市 他

1人
富山県富山市八尾町福島５５０－
３

076-455-1415 なし

17

ルート営業
不問 パート労働者

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
0765-22-5252 その他

18

調理補助
不問 パート労働者

エームサービスジャパン株式会社
ＹＫＫ寮事業所

 黒部市 金土祝他
1人

富山県黒部市堀切１３００ 
（ＹＫＫ光志寮内事務所）

0765-57-2258 毎　週

19

金属加工補助
不問 パート労働者

株式会社　経塚組
 黒部市 日他

1人
富山県黒部市沓掛字道上割３２５
９－１８

0765-54-2100 その他

20

セルフ給油所の監視員（黒部給油
所）

不問 パート労働者

米原商事　株式会社　本社
 黒部市 他

2人
富山県砺波市栄町６－２７

0763-33-2311 毎　週
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