
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

5人 障害者福祉事業
(1)11時00分～21時00分 292,400円～365,500円

雇用期間の定めなし (2)22時30分～8時30分 2人 雇用・労災・健康・厚生
(3)11時00分～16時00分 実費支給（上限なし）

200人
年1回（前年度実績）350,000円～450,000円 11060- 9305601

34人 警備業
(1)8時00分～17時00分 177,940円～217,000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 45人

16010-13820201
6人 自動車卸売業

(1)9時00分～18時00分 175,200円～175,200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

なし
40人

16010-13825901
45人 警備業

(1)17時30分～8時30分 167,810円～190,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　40,000円まで 760人
年2回（前年度実績）25,000円～50,000円 16010-13698901

9人 建築材料卸売業
(1)8時15分～17時15分 190,000円～245,000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　21,550円まで 46人
年2回（前年度実績） 16010-13745901

9人 建築材料卸売業
(1)8時15分～17時15分 200,000円～255,000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　21,550円まで 46人
年2回（前年度実績） 16010-13747401

15人 病院
(1)8時00分～17時00分 137,700円～153,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～18時30分 15人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時30分～12時30分 実費支給（上限あり）

月額　11,300円まで 15人
年2回（前年度実績） 16040- 3224701

6人 労働者派遣業
(1)8時00分～17時00分 176,180円～176,180円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～5時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　14,000円まで 105人

16040- 3219501
4人 労働者派遣業

(1)8時00分～16時50分 211,410円～227,070円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)21時00分～5時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　14,000円まで 105人

16040- 3220601
152人 市町村機関

(1)8時30分～17時15分 132,000円～132,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 62人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　6,000円まで 471人

16040- 3222101
30人 加工紙製造業

(1)8時30分～17時00分 150,000円～160,000円
雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 30人
年2回（前年度実績） 16040- 3206401

10人 労働者派遣業
(1)8時00分～18時00分 200,000円～250,000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　6,200円まで 105人
年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16040- 3207701

365人 自動車・同附属品製造業
(1)8時00分～16時50分 191,678円～223,625円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)21時00分～5時50分 48人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 365人

16040- 3208801
365人 自動車・同附属品製造業

(1)8時00分～17時00分 195,840円～228,480円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 48人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 365人

16040- 3209201
79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～16時50分 250,000円～300,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 13人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
79人

年2回（前年度実績） 16040- 3211301
3人 耕種農業

(1)8時00分～17時30分 180,000円～250,000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　31,600円まで 3人
年1回（前年度実績）100,000円～ 16040- 3213901

1

日常生活アシスタント（介助）
（富山県黒部市）

18歳～64歳 正社員
交替制あ
り

一般社団法人　ＨＫ

5人
富山県富山市天正寺１０８０

 黒部市 他
1人

埼玉県所沢市松葉町１２－３
アーガスヒルズ５８　１階

042-452-7253 その他

【先週１週間　　７月　２７日～　７月　３１日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

機動隊員（魚津営業所）
18歳以上 正社員以外

変形
（1ヶ月

富山県綜合警備保障　株式会社

076-420-7333 毎　週

3

タイヤの配送（魚津営業所）
不問 正社員以外

変形（1
年単位）

ブリヂストンタイヤ　富山販売
株式会社

 魚津市他 日祝他

2

交通誘導警備員
18歳以上 正社員以外

変形（1
年単位）

サンユウセキュリティ　株式会社
 魚津市他 他

1人
富山県富山市中川原１６０

 魚津市 他
1人

富山県富山市金屋２７１５－１０
076-443-5455 その他

1人
富山県富山市山王町４－５

076-420-7171 その他

7

医療事務
64歳以下 正社員

交替制あ
り

嶋田医院

076-423-8711 その他

6

営業担当職
30歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　京和
 黒部市 日祝他

5

商品管理・配送業務
30歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　京和
 黒部市 日祝他

2人
富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町高畠２６９
0765-76-0121 その他

1人
富山県富山市中川原１６０

076-423-8711 その他

10

一般事務
不問 正社員以外

入善町役場

0765-74-1136 毎　週

9

車載部品検査、箱詰業務
不問 有期雇用派遣労働者

交替制あ
り

株式会社アイティ興産  下新川郡入
善町

土日祝他

8

砂型成形業務
不問 有期雇用派遣労働者

交替制あ
り

株式会社アイティ興産  下新川郡入
善町

土日祝他

1人
富山県黒部市石田１１６８－２１

 下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳３２５
５番地

0765-72-1100 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136 毎　週

13

検査・測定
不問 正社員以外

交替制あ
り

アイシン・メタルテック　株式会
社

0765-52-0532 その他

12

派遣会社の労務管理
44歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社アイティ興産  下新川郡入
善町

日他

11

一般事務
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

黒部紙業　株式会社
 黒部市 日他

1人
富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

 下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

0765-72-5511 毎　週

2人
富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136 その他

16

農業
44歳以下 正社員

株式会社　ＴＡＧＯＳＡＫＵ 
　　　　　　　　　　　　．

0765-72-5511 毎　週

15

溶接の指導（黒部本社）
不問 正社員以外

変形（1
年単位）

株式会社　カナヤマ
 黒部市 日祝他

14

技術系スタッフ
不問 正社員以外

アイシン・メタルテック　株式会
社

 下新川郡入
善町

土日他

 下新川郡朝
日町

日他
2人

富山県下新川郡朝日町桜町２０８
－２６

0765-83-2957 その他

1人
富山県黒部市天神新７７番地３

0765-33-5111 その他

℡ 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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82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 144,000円～160,000円
雇用期間の定めなし 44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- 3214101

17人 理容業
(1)9時00分～18時00分 171,000円～171,000円

雇用期間の定めなし 16人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 30人

16040- 3216701
17人 理容業

(1)9時00分～18時00分 171,000円～171,000円
雇用期間の定めなし 16人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 30人

16040- 3217801
82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20分～1時00分 144,000円～160,000円
雇用期間の定めなし 44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- 3218201

9人 産業機械器具卸売業
(1)8時50分～17時30分 284,900円～352,000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（上限あり）
月額　20,000円まで 90人
年2回（前年度実績） 27010-36770101

47人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時45分～18時45分 175,000円～249,900円
雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)12時00分～21時00分 実費支給（上限あり） 拠出・給付
月額　40,000円まで 770人
年2回（前年度実績） 16010-13649901

32人 情報処理・提供サービス業

(1)9時00分～17時30分 215,000円～355,000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）
186人

年2回（前年度実績） 16010-13666101
2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 1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） 16010-13683701

67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 211,900円～294,400円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時20分～9時00分 実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 3194801

6人 耕種農業
(1)8時00分～17時00分 160,000円～300,000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　5,000円まで 6人
年2回（前年度実績）240,000円～400,000円 16040- 3195201

11人 鮮魚小売業
(1)7時00分～16時00分 160,000円～180,000円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　4,000円まで 13人
年2回（前年度実績） 16040- 3198301

6人 塗装工事業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～360,000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　25,000円まで 6人

16040- 3202301
14人 製材業，木製品製造業

(1)7時40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

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 16人
年2回（前年度実績）150,000円～500,000円 16040- 3203601

15人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時30分～17時15分 154,000円～154,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 14人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
173人

16040- 3204901
18人 金属素形材製品製造業

(1)8時20分～17時00分 162,400円～198,940円
雇用期間の定めなし 13人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 18人
年2回（前年度実績）60,000円～300,000円 16040- 3189001

4人 遊戯場
(1)16時00分～0時00分 150,000円～150,000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　15,000円まで 4人

16040- 3190901

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

19

受付
59歳以下 正社員

株式会社　モリ美容院

0765-52-1330 毎　週

18

子供写真館業務
59歳以下 正社員

株式会社　モリ美容院
 黒部市 火他

17

小部品（金属製）の加工作業（Ｙ
ＫＫＡＰ（株）越湖製造所）

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社
 黒部市 土日他

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

 黒部市 火他
1人

富山県黒部市三日市３５０８
0765-54-0755 毎　週

2人
富山県黒部市三日市３５０８

0765-54-0755 毎　週

22

販売職（家電製品等販売）【勤務
地：富山県】

44歳以下 正社員
交替制あ
り

北信越ジョーシン　株式会社　営
業部

0765-52-1330 毎　週

21

営業（空調機器等販売・メンテナ
ンス／魚津市）

40歳以下 正社員

株式会社　ビット
 魚津市 土日祝他

20

建材部品の組立（ＹＫＫＡＰ
（株）越湖製造所）

18歳～59歳 正社員

中野工業　株式会社
 黒部市 土日他

1人
富山県富山市本町３－２５　富山
本町ビル５階

 魚津市他 他
3人

富山県富山市問屋町１丁目９番２
４号

076-451-9191 毎　週

2人
大阪府大阪市中央区城見２－１－
６１　ツイン２１ＭＩＤタワー３

06-6945-5377 毎　週

25

機械オペレーター
64歳以下 正社員

交替制あ
り

有限会社　長崎新サッシ工業

076-444-5546 毎　週

24

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

23

システムエンジニア
59歳以下 正社員

株式会社　ディー・オー・エス
富山営業所

 魚津市 土日祝他

 黒部市 土日他
1人

富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

0765-72-5770 毎　週

1人
富山県富山市中沖１５０－３

076-436-0911 毎　週

不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　魚政魚問屋

0765-52-1960 その他

26

農作業全般
44歳以下 正社員

有限会社　林農産
 黒部市 日祝他

2人
富山県黒部市若栗１３５４

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市東町１８番１６号
0765-24-3877 その他

27

カニ加工（ボイル・選別・箱入
れ）

30

児童指導員
不問 正社員以外

社会福祉法人　魚津市社会福祉協
議会

0765-78-2280 その他

29

建築士
59歳以下 正社員

株式会社　米澤製材所  下新川郡入
善町

土日他

28

土木施工管理技士
不問 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　ツーライン  下新川郡入
善町

日他

1人
富山県魚津市上村木１－２－１０
奥村ビル２Ｆ

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市新金屋２丁目１３－
２６

0765-22-8388 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町入膳４５５
－１

0765-72-1011 毎　週

 黒部市 土日祝他

2人
富山県下新川郡入善町舟見２４８
９

0765-32-3466 毎　週

32

店舗管理
18歳以上 正社員

株式会社　北陸ロータリー　サー
ビスエリアｉｎ入善

 下新川郡入
善町

他

31

アルミ建材建具の組立・梱包
64歳以下 正社員

有限会社　奥村サッシ

1人
富山県下新川郡入善町上野７２５
３－２

0765-72-1810 毎　週

2／4ページ



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　　７月　２７日～　７月　３１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。

68人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 146,700円～243,100円

雇用期間の定めなし (2)9時45分～18時45分 41人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30分～9時30分 実費支給（上限あり）
月額　18,700円まで 180人
年2回（前年度実績） 16040- 3192401

20人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

210,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出・給付
又は9時00分～2時00分の 月額　34,000円まで 750人

20130- 1905001
20人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

257,000円～405,000円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出・給付
又は9時00分～2時00分の 月額　34,000円まで 750人

20130- 1908901
5人 建物サービス業

(1)7時30分～16時00分 848円～900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　15,000円まで 25,000人

16010-13823301
32人 警備業

(1)21時30分～5時30分 860円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　40,000円まで 760人
年2回（前年度実績）25,000円～50,000円 16010-13773201

2人 警備業
(1)5時30分～10時00分 860円～1,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)18時00分～22時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　40,000円まで 760人
年2回（前年度実績）25,000円～50,000円 16010-13776301

2人 警備業
(1)7時00分～19時00分 860円～1,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)19時00分～7時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　40,000円まで 760人
年2回（前年度実績）25,000円～50,000円 16010-13777601

2人 警備業
(1)17時00分～0時00分 860円～1,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　40,000円まで 760人
年2回（前年度実績）25,000円～50,000円 16010-13780801

3人 建物サービス業
900円～1,250円

雇用期間の定めなし 3人 労災
実費支給（上限あり）

又は9時30分～18時30分 月額　13,000円まで 116人
16010-13634701

13人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 901円～973円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～18時00分 8人 雇用・労災
(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり）

月額　18,700円まで 180人
年2回（前年度実績） 16040- 3225801

6人 老人福祉・介護事業
(1)9時00分～16時00分 900円～1,100円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 9人

16040- 3221901
26人 パン・菓子製造業

(1)23時30分～5時00分 1,125円～1,125円
雇用期間の定めなし 19人 労災

なし
26人

16040- 3223401
62人 旅館，ホテル

(1)6時00分～11時00分 900円～1,250円
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

実費支給（上限なし）
又は6時00分～22時00分 1,836人

16040- 3210001
162人 病院

(1)8時00分～12時00分 870円～900円
雇用期間の定めなし (2)15時00分～17時00分 122人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
日額　1,264円まで 425人
年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 3215401

2人 鮮魚小売業
(1)5時00分～7時00分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めなし 0人 労災
なし

13人
16040- 3199601

68人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 901円～973円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～17時00分 41人 雇用・労災
(3)9時45分～18時45分 実費支給（上限あり）

月額　18,700円まで 180人
年2回（前年度実績） 16040- 3200501

13

介護職
不問 パート労働者

交替制あ
り

社会福祉法人　海望福祉会（あん
どの里）

 魚津市 他
1人

富山県魚津市仏田３４６８番地
0765-22-8808 毎　週

12

魚の運搬
不問 パート労働者

有限会社　魚政魚問屋
 魚津市 日他

1人
富山県魚津市東町１８番１６号

0765-24-3877 その他

11

送迎・リハビリ補助
59歳以下 パート労働者

医療法人社団　ホスピィー
 魚津市 他

1人
富山県魚津市石垣３８９

0765-23-6366 その他

10

レストランスタッフ
不問 パート労働者

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２６７
0765-62-1111 毎　週

9

パンの包装作業・製造補助
18歳以上 パート労働者

黒部製パン　有限会社
 黒部市 土他

1人
富山県黒部市石田８５６

0765-52-1318 毎　週

8

介護職員
不問 パート労働者

Ｅｉｓａｃ株式会社
 黒部市 日祝他

2人
富山県黒部市中新３１－３

0765-54-0388 毎　週

7

介護職
不問 パート労働者

交替制あ
り

社会福祉法人　海望福祉会（あん
どの里）

 魚津市 他
1人

富山県魚津市仏田３４６８番地
0765-22-8808 なし

6

カフェスタッフ
64歳以下 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　オフィスケィ
 魚津市 他

2人
富山県富山市鶴ヶ丘町１０２番地
１

076-452-5211 毎　週

5

施設管理警備員（黒部市民病院）
18歳以上 パート労働者

変形
（1ヶ月

富山県綜合警備保障　株式会社
 黒部市 他

1人
富山県富山市金屋２７１５－１０

076-443-5455 毎　週

4

施設管理警備員（アイシンメタル
テック株式会社）

18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

富山県綜合警備保障　株式会社  下新川郡入
善町

他
1人

富山県富山市金屋２７１５－１０
076-443-5455 毎　週

3

施設管理警備員（黒部ショッピン
グセンターメルシー）

18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

富山県綜合警備保障　株式会社
 黒部市 他

1人
富山県富山市金屋２７１５－１０

076-443-5455 毎　週

2

施設管理警備員（個人宅常駐警
備）

18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

富山県綜合警備保障　株式会社
 魚津市 他

1人
富山県富山市金屋２７１５－１０

076-443-5455 その他

1

施設内の日常清掃（新川文化ホー
ル）

不問 パート労働者

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 魚津市 火他
1人

富山県富山市桜橋通り２－２５ 
富山第一生命ビル８階

076-432-8600 毎　週

33

介護職
62歳以下 正社員

交替制あ
り

社会福祉法人　海望福祉会（あん
どの里）

 魚津市 他
1人

富山県魚津市仏田３４６８番地
0765-22-8808 その他

1人
長野県須坂市大字高梨２９３－１

026-242-3030 その他

026-242-3030 その他

35

店長職（あっぷるぐりむグループ
各店舗＜富山＞）

18歳～64歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社あっぷるアイビー
 黒部市他 他

34

店舗運営（あっぷるぐりむグルー
プ各店舗＜富山＞）

18歳～35歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社あっぷるアイビー
黒部市他 他

1人
長野県須坂市大字高梨２９３－１
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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　　７月　２７日～　７月　３１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。

68人 老人福祉・介護事業
(1)16時30分～9時30分 1,250円～1,250円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 41人 雇用・労災・健康・厚生・財形

なし
180人

年2回（前年度実績） 16040- 3201001
58人 冠婚葬祭業

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 20人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～17時00分 日額　500円まで 550人

16040- 3205101
11人 一般診療所

(1)9時00分～13時00分 850円～900円
雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
11人

16040- 3193701
18人 医薬品・化粧品小売業

(1)7時00分～10時00分 850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 17人 労災

なし
7,233人

21030- 8518901

17

早朝商品補充スタッフ　（魚津エ
リア）

不問 パート労働者

中部薬品　株式会社（Ｖ・ｄｒｕ
ｇ）

 黒部市 他
2人

岐阜県多治見市高根町４－２９
0572-27-3356 毎　週

16

受付及び医療事務員
不問 パート労働者

扇谷医院
 魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市友道１７９７

0765-24-1355 毎　週

15

テレフォンアポインター
不問 パート労働者

オークス株式会社　新川支社
 魚津市 他

1人
富山県魚津市大光寺坊丸１３２３
－２

0765-22-3330 毎　週

14

介護職（夜勤専門）
18歳以上 パート労働者

変形
（1ヶ月

社会福祉法人　海望福祉会（あん
どの里）

 魚津市 他
1人

富山県魚津市仏田３４６８番地
0765-22-8808 毎　週

ID: @cwr7681m

県東部ハローワークのイベント情報を

ＬＩＮＥでまとめてお届けします !

ハローワーク魚津

住 所

お名前

令和２年９月８日（火）
１３：３０～１５：３０
（受付・１３時００分から）

日 時

定 員

お申込み・お問合せ ハローワーク魚津 魚津市新金屋１－１２－３１ ☎０７６５－２４－０３６５

富山県人材活躍推進センター内 とやまシニア専門人材バンク

富山市湊入船町９-1（ とやま自遊館２階 ） ☎０７６－４４４－４２８９

場 所 ハローワーク魚津 合同庁舎５階・会議室

魚津市新金屋１－１２－３１
※新型ウイルス感染拡大防止と参加者の

安全確保のため、やむを得ず、変更または

中止となる場合があります。

☎

〒 －

－ －

内 容 ハローワーク魚津管内の労働市場の状況について １３：３０～１３：５０

とやまシニア専門人材バンクの紹介 １３：５０～１４：１０

“再就職に対する心構えや、６０歳以降の働き方と

年金、社会保険制度について” １４：１０～１５：３０

人生１００年時代を見越したライフプランの設計が必要な時代となりました。これからの生き方、働き方、人との関わり方

を考える際に、年金や健康保険など社会保障制度の理解が大きな判断材料となることもあります。また、“働きたいけ

ど、働くと年金はもらえないの？”“年金をもらっているけど、どんな働き方が良い”など、働き方と年金についてのお問合

せも多くあります。セミナーを受講して、再就職に対する心構えや、年金制度について正しく理解し、今後に役立てませ
んか。

【主催：とやまシニア専門人材バンク・富山労働局・ハローワーク魚津】

求職番号：

※セミナー受講者は、ハローワーク又はシニアバンクへの登録が必要となります。

切り取り線

１５名（申し込み順になります）

シニアのための就職支援セミナーのご案内

とやまシニア専門人材バンク

雇用保険受給の方は、“求職活動実績”として認定されます

“再就職に対する心構えや、６０歳以降の働き方と年金、

社会保険制度について” 社会保険労務士 泉 秀樹

【新型コロナウイルス感染症対策について】

・当日はマスクの着用をお願いします。

・受付時に手のアルコール消毒または手洗い

をお願いします。

参加費及び

テキスト代

は無料です
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