
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

35人 一般土木建築工事業
(1)8時30分～17時00分 195,000円～228,000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）

35人
年2回（前年度実績） 16040- 2794401

15人 公認会計士事務所，税理士事務所

(1)8時30分～17時00分 147,500円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～18時45分 11人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時30分～15時15分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　15,000円まで 15人
年2回（前年度実績）50,000円～600,000円 16040- 2795701

12人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 253,000円～357,000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・財形

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 12人
年2回（前年度実績） 16040- 2796801

12人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 253,000円～357,000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・財形

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 12人
年2回（前年度実績） 16040- 2797201

402人 自動車・同附属品製造業
(1)8時00分～16時50分 191,678円～223,624円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)21時00分～5時50分 58人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 410人
年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040- 2785901

10人 一般廃棄物処理業
(1)8時00分～16時00分 144,000円～168,000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（上限あり）
月額　16,000円まで 10人
年2回（前年度実績） 16040- 2786101

93人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 198,008円～258,746円

雇用期間の定めなし 78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 195人
年2回（前年度実績） 16040- 2789801

5人 歯科診療所
(1)8時30分～18時30分 180,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040- 2790301

4,027人
装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業（貴金属・宝石製を除く

(1)8時30分～17時15分 160,370円～205,030円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 1,249人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,800円まで 5,090人

16040- 2768601
8人 スポーツ施設提供業

(1)8時00分～17時00分 220,000円～260,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
8人

年3回（前年度実績） 16040- 2769901
7人 その他の職別工事業

(1)8時00分～17時00分 230,000円～276,000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　10,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040- 2770701

7人 その他の職別工事業
(1)8時00分～17時00分 230,000円～299,000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　10,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040- 2771801

71人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)13時00分～21時40分 160,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 19人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 263人
年2回（前年度実績） 16040- 2773501

22人 一般土木建築工事業
(1)7時30分～16時30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
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 22人
年2回（前年度実績） 16040- 2775301

62人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 186,102円～340,743円

雇用期間の定めなし 38人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 100人
年2回（前年度実績） 16040- 2776601

100人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 181,122円～340,743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　25,000円まで 100人
年2回（前年度実績） 16040- 2777901

毎　週

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市道坂２４２
0765-32-8134 毎　週

14

土木施工管理及び土木事務
不問 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　新川マリン
 黒部市 日祝他

1人
富山県黒部市荻生２５３８

ＮＣ機械オペレーター
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

テクノプラス　株式会社
 魚津市 日他

2人
富山県魚津市道坂２４２

0765-32-8134

その他

16

金型の設計
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

テクノプラス　株式会社

0765-57-2510 その他

15

 黒部市 土日他
1人

富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

11

運転手（４ｔ車）・重機オペレー
ター

不問 正社員
変形（1
年単位）

北陸開発公社有限会社
 魚津市 日祝他

2人
富山県魚津市三田５１３

大型運転手・重機オペレーター
不問 正社員

変形（1
年単位）

北陸開発公社有限会社
 魚津市 日祝他

2人
富山県魚津市三田５１３

0765-22-5689

毎　週

13

樹脂パネルの切断（ＹＫＫ　ＡＰ
（株）荻生製造所）

18歳～59歳 正社員
交替制あ
り

中野工業　株式会社

0765-22-5689 その他

12

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市生地神区３０６番地
の１

0765-57-0979 その他

8

歯科衛生士
59歳以下 正社員

加積野歯科医院
 魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市吉島３８－１

観光案内（黒部ツーリズム）
不問 正社員以外

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所
 黒部市 他

1人
富山県黒部市吉田２００

0765-54-8066

その他

10

スポーツ施設工事・造園（芝生育
成）作業員

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北陸体育施設

0765-22-1108 毎　週

9

 黒部市 土日祝
1人

富山県黒部市若栗２１１１
0765-54-0622 毎　週

交替制あ
り

アイシン新和　株式会社  下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町入膳２４５
８

1人
富山県黒部市吉田１０７４

5

自動車部品の製造マシンオペレー
ター

不問 正社員以外

0765-56-8000

0765-72-5813 その他

6

積込作業員
59歳以下 正社員

有限会社　黒部清掃公社
 黒部市 日他

0765-24-1300 その他

0765-24-1300 その他

7

生活相談員
59歳以下 正社員

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

2

会計事務（税務補助）【経験者】
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

堤谷茂雄税理士事務所
 魚津市 日祝他

2人
富山県魚津市吉島１２１番地の２

3

土木施工管理
不問 正社員以外

変形（1
年単位）

千田建設株式会社
 魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市大光寺町２５１１番
地

4

建築施工管理
不問 正社員以外

変形（1
年単位）

千田建設株式会社
 魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市大光寺町２５１１番
地

0765-65-1828 その他

【先週１週間　　６月　　２２日　～　　６月　　２６日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

0765-24-8490 その他

1

事務作業員
35歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　音沢土建
 黒部市 日他

1人
富山県黒部市宇奈月町音沢５８４

℡ 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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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　　６月　　２２日　～　　６月　　２６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。

48人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 181,122円～340,743円

雇用期間の定めなし 27人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 78人
年2回（前年度実績） 16040- 2778101

48人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 186,102円～340,743円

雇用期間の定めなし 27人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 78人
年2回（前年度実績） 16040- 2779401

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- 2759301
12人 老人福祉・介護事業

(1)8時00分～17時00分 154,000円～189,000円
雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 12人 雇用・労災・健康・厚生

(3)20時00分～8時00分 実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040- 2760101

13人 老人福祉・介護事業
(1)8時00分～17時00分 154,000円～189,000円

雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 13人 雇用・労災・健康・厚生
(3)20時00分～8時00分 実費支給（上限あり）

月額　7,000円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040- 2761401

71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20分～17時00分 170,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)6時20分～15時00分 19人 雇用・労災・健康・厚生

(3)13時00分～21時40分 実費支給（上限あり）
日額　250円まで 263人
年2回（前年度実績） 16040- 2762701

7人 市町村機関
(1)8時30分～17時15分 168,200円～168,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 336人
年2回（前年度実績） 16040- 2766001

9人 自動車整備業
(1)9時00分～17時30分 146,280円～220,000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） 厚生
月額　7,200円まで 12人
年2回（前年度実績） 16040- 2783301

9人 自動車整備業
(1)8時30分～17時30分 180,000円～300,000円

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・財形

実費支給（上限あり） 厚生
又は9時00分～18時00分 月額　7,200円まで 12人

年2回（前年度実績） 16040- 2784601
25人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 213,000円～298,200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）
38人

16040- 2748201
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)10時00分～15時00分 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
年2回（前年度実績） 16040- 2751901

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)10時00分～15時00分 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
年2回（前年度実績） 16040- 2752101

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 220,000円～350,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～15時00分 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
年2回（前年度実績） 16040- 2754701

38人 旅館，ホテル
(1)7時30分～16時00分 160,000円～180,000円

雇用期間の定めなし (2)13時30分～22時00分 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
又は7時30分～22時00分 月額　15,000円まで 38人

16040- 2764201
2人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)10時00分～18時00分 270,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)15時30分～23時30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 11人
年2回（前年度実績）～200,000円 16010-11833701

4人 園芸サービス業
(1)8時00分～17時00分 192,000円～240,000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（上限あり）
月額　5,000円まで 4人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040-   16200

その他

 魚津市 他
2人

富山県富山市津羽見　３２
076-483-4560 その他

29

電気設計業務
59歳以下 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
1人

富山県下新川郡朝日町草野２７１
－３
館内業務

不問 正社員
交替制あ
り

有限会社　桃源　（ホテル桃源）
 黒部市 他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉２２－１

0765-62-1131

毎　週

31

調理（むてっぽう　魚津店）
不問 正社員

変形
（1ヶ月

有限会社　ヌードルチェーンＳＡ

0765-82-1100 毎　週

30

 下新川郡朝
日町

土日祝
1人

富山県下新川郡朝日町草野２７１
－３

0765-82-1100 毎　週

26

土木作業員・重機オペレーター
不問 正社員以外

変形（1
年単位）

株式会社　深松組　北陸支店  下新川郡朝
日町

日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町沼保字江上
１２２３－１
機械設計業務

59歳以下 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
1人

富山県下新川郡朝日町草野２７１
－３

0765-82-1100

その他

28

加工技術者
59歳以下 正社員

フレック
ス

株式会社ＴＳＳ　朝日工場

0765-83-1180 その他

27

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市天神野新７４２ 090-3888-
0014

毎　週

23

保健師
不問 正社員以外

朝日町役場  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町道下１１３
３
自動車販売業の事務、簡単な経理
業務

59歳以下 正社員

三井自動車　株式会社
 魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市天神野新７４２ 090-3888-

0014

その他

25

自動車の整備、清掃、商品の管理
59歳以下 正社員

三井自動車　株式会社

0765-83-1100 毎　週

24

 黒部市 土日他
1人

富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

20

介護職員【魚津市天神】
不問 正社員

交替制あ
り

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

 魚津市 他
1人

富山県魚津市吉島１１１８－１

介護職員【黒部市】
不問 正社員

交替制あ
り

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

 黒部市 他
1人

富山県魚津市吉島１１１８－１
0765-24-0315

毎　週

22

アルミ建材の加工・部品付け作業
59歳以下 正社員

交替制あ
り

中野工業　株式会社

0765-24-0315 その他

21

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市北野４７－２
0765-52-0047 その他

17

金型の設計
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

立山精密　株式会社
 魚津市 日他

1人
富山県魚津市道坂２４３－３

ＮＣ機械オペレーター
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

立山精密　株式会社
 魚津市 日他

2人
富山県魚津市道坂２４３－３

0765-32-8049

19

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

0765-32-8049 毎　週

18

32

普通工（造園）
不問 正社員以外

株式会社　扇原造園  下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳４５０
１－２

0765-74-0053 その他
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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　　６月　　２２日　～　　６月　　２６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。

6人 土木建築サービス業
(1)8時00分～17時00分 980円～980円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～12時00分 6人 雇用・労災
(3)10時00分～15時00分 実費支給（上限なし）

85人
年2回（前年度実績） 15030- 4972401

2人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～13時20分 850円～850円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 雇用・労災
なし

350人
16040- 2793101

2人 社会保険労務士事務所
(1)10時00分～16時00分 950円～1,000円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は9時00分～17時00分 月額　5,000円まで 2人
16040- 2788701

5人 歯科診療所
(1)14時00分～18時30分 1,200円～1,200円

雇用期間の定めなし 4人 労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 5人
年2回（前年度実績）100,000円～150,000円 16040- 2791601

6人 一般診療所
(1)9時00分～12時00分 1,400円～1,600円

雇用期間の定めなし (2)14時00分～17時00分 4人 労災
実費支給（上限あり）

又は9時00分～17時00分 月額　4,500円まで 6人
16040- 2792901

3,526人
装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業（貴金属・宝石製を除く

(1)8時30分～17時00分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 1,151人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,800円まで 5,090人

16040- 2767301
45人 各種食料品小売業

(1)7時45分～13時00分 850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 38人 雇用・労災

なし
110人

16040- 2772201
2人 他に分類されない教育，学習支援業

(1)10時00分～17時00分 850円～1,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災

なし
17人

16010-11893801
3人 骨材・石工品等製造業

(1)9時00分～17時00分 850円～900円
雇用期間の定めなし 1人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 116人
年2回（前年度実績） 16020- 6799501

40人 警備業
(1)6時45分～15時25分 930円～930円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時30分～18時10分 14人 労災
実費支給（上限なし）

402人
17010-13981601

40人 警備業
(1)8時30分～17時00分 930円～930円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 14人 労災
実費支給（上限なし）

402人
17010-13983101

162人 病院
870円～900円

雇用期間の定めなし 122人 労災
実費支給（上限あり）

又は13時00分～17時00分 日額　1,264円まで 425人
年2回（前年度実績）0円～60,000円 16040- 2763801

9人 自動車整備業
(1)13時00分～17時00分 900円～1,500円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は14時00分～18時00分 月額　7,200円まで 12人
16040- 2781501

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 4人 雇用・労災
なし

又は13時00分～17時00分 12人
16040- 2782001

25人 その他の飲食店
1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 13人 労災
実費支給（上限あり）

又は9時00分～8時59分の 月額　5,000円まで 9,000人
13040-63055801

4人 他に分類されない小売業
(1)8時30分～16時30分 850円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 4人

16040- 2749501

025-523-0066 毎　週

1

（請）高速道路のパーキングエリ
アの清掃員（越中境ＰＡ）

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ハイメックス上越  下新川郡朝
日町

他
1人

新潟県上越市子安新田４－１

 下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町若栗新２１
３－１

0765-78-1105 毎　週

1人
富山県魚津市吉島１６２番地

0765-22-6927 毎　週

2

清掃作業
不問 パート労働者

北陸トナミ運輸　株式会社　黒部
物流センター

0765-22-1108 毎　週

3

補助者（事務）
不問 パート労働者

森井社会保険労務士事務所
 魚津市 土日祝他

4

歯科衛生士
59歳以下 パート労働者

加積野歯科医院
 魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市吉島３８－１

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳７７２
６

0765-72-0828 その他

1人
富山県黒部市吉田２００

0765-54-8066 毎　週

5

看護師
不問 パート労働者

谷川クリニック

0765-54-0099 その他

6

カフェスタッフ（丸屋根展示館）
不問 パート労働者

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所
 黒部市 他

7

惣菜
不問 パート労働者

有限会社　さんせん
 黒部市 他

5人
富山県黒部市田家新７４２

 魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市根塚町１－２－５
ＢＮＫ３　１Ｆ

076-425-1125 毎　週

1人
富山県高岡市福岡町下老子７３３

0766-64-3051 毎　週

8

パソコンインストラクター（魚津
校）

不問 パート労働者

株式会社　わらびしい倶楽部

076-222-3395 その他

9

事務員
不問 パート労働者

山岡石材工業　株式会社
 黒部市

月火水木
金土祝

10

施設警備
18歳以上 パート労働者

変形
（1ヶ月

セコムジャスティック北陸　株式
会社

 黒部市 他
2人

石川県金沢市北安江２丁目１５番
１０号 

 黒部市 他
1人

石川県金沢市北安江２丁目１５番
１０号 

076-222-3395 その他

1人
富山県魚津市石垣３８９

0765-23-6366 毎　週

11

施設警備
18歳以上 パート労働者

セコムジャスティック北陸　株式
会社

090-3888-
0014

その他

12

施設営繕・管理
不問 パート労働者

変形
（1ヶ月

医療法人社団　ホスピィー
 魚津市 土日祝他

13

自動車販売業の事務、簡単な経理
業務

不問 パート労働者

三井自動車　株式会社
 魚津市 土日祝

1人
富山県魚津市天神野新７４２

 魚津市 日祝他
3人

富山県魚津市天神野新７４２ 090-3888-
0014

毎　週

3人
東京都港区港南２－１８－１
ＪＲ品川イ－ス卜ビル５Ｆ

0120-129-073 毎　週

14

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

0765-52-0173 毎　週

15

接客・調理／黒部田家店
不問 パート労働者

株式会社　なか卯
 黒部市 他

16

販売管理
不問 パート労働者

くろべの太陽　株式会社
 黒部市 土日祝他

1人
富山県黒部市若栗２７８８番地１
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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　　６月　　２２日　～　　６月　　２６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。

15人 一般診療所
(1)9時00分～17時00分 1,400円～1,600円

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
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 35人

16040- 2757501
10人 医薬品・化粧品小売業

(1)15時00分～19時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 98人

17010-13868001
10人 医薬品・化粧品小売業

850円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 労災

実費支給（上限あり）
又は10時00分～19時00分 月額　10,000円まで 98人

17010-13870101

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市生地神区３７０
0765-56-5166 なし

1人
石川県金沢市小立野１丁目２－７

076-256-5278 その他

17

看護師
不問 パート労働者

医療法人社団亮之会　むらおかク
リニック

076-256-5278 その他

18

調剤薬局での事務全般［入善町：
はまにし薬局］

不問 パート労働者

株式会社　瑠璃光（瑠璃光薬局）  下新川郡入
善町

他

19

調剤薬局での事務全般［入善町：
はまにし薬局］

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　瑠璃光（瑠璃光薬局）  下新川郡入
善町

他
1人

石川県金沢市小立野１丁目２－７

とやまシニア専門人材バンクのご案内

窓口のご案内

●０７６－４４４－４２８９●

『とやまシニア専門人材バンク』は、豊富な経験や専門的な能力を有する高齢者の就労と

県内企業の人材確保を支援するため、富山県・富山労働局・ハローワークが一体となって

支援を行っています。

①専門人材情報を公開

②企業情報及び企業採用予定情報を公開

③登録企業からのリクエストの可能性あり

④シニアバンク内ハローワークと一体となっ

てお仕事を紹介

特 徴

概ね55歳以上で、専門知識・技術・経験を

活用して再就職を希望される方

対 象

富山市湊入船町9番１（とやま自遊館２階）

富山県人材活躍推進センター

月曜日～金曜日●９：００～１７：００
※祝日、年末年始は除く

所 在 地

開所時間

info＠senior-bank.pref.toyama.lg.jpメ ー ル

http://senior-bank.pref.toyama.lg.jp

とやまシニア専門人材バンク 検 索

ホームページのご案内

●登録者数 ２，０４８名

（累計）４，６９５名

●就職者数 （累計）３，４９１名

●登録事業所数 １，７９３事業所

（令和２年５月末現在）

これまで培った知識・技術・経験

を活かして働きたい高齢者の

就職のお手伝いをします。

542

就職件数

H25

304

H27

480

77

H24 H28

490

H29

552

H30

542

H26

398

R1

581

富山県人材活躍推進センター
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