
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 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 212,110円～232,110円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 5人 雇用・労災・健康・厚生
(3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり）
又は7時30分～20時00分 月額　50,000円まで 92,410人

年2回（前年度実績） 16010-18963001
27人

プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業

(1)8時00分～16時45分 180,000円～250,000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 27人
年2回（前年度実績） 16040- 4528601

11人 一般診療所
(1)8時00分～17時00分 170,000円～240,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 11人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時00分～12時00分 実費支給（上限あり） 給付

月額　10,000円まで 11人
年2回（前年度実績） 16040- 4529901

11人 一般診療所
(1)8時00分～17時00分 180,000円～340,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 11人 雇用・労災・健康・厚生
(3)17時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 給付

月額　10,000円まで 11人
年2回（前年度実績） 16040- 4530701

13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 6人 雇用・労災・健康・厚生
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）200,000円～420,000円 16070- 2781201

4人 他に分類されない事業サービス業

(1)9時00分～18時00分 175,000円～215,000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　50,000円まで 768人
年2回（前年度実績） 23010-30787501

1人 他に分類されない小売業
(1)9時00分～17時00分 200,000円～200,000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　20,000円まで 110人

24030-11303901
11人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)8時00分～16時30分 275,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 26人
年2回（前年度実績） 16040- 4521401

7人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 231,400円～240,040円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
一定額 厚生
月額　10,000円まで 7人
年2回（前年度実績）100,000円～100,000円 16040- 4522701

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- 4524201
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- 4525501
6人 耕種農業

(1)8時00分～17時00分 175,000円～350,000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- 4527301

1人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 189,000円～252,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
なし

14人
年2回（前年度実績） 16040- 4516201

33人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 166,420円～172,515円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時00分 33人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり）
月額　13,500円まで 290人
年2回（前年度実績） 16040- 4518001

27人 老人福祉・介護事業
(1)8時00分～17時00分 171,420円～177,515円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 26人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり）
月額　13,500円まで 290人
年2回（前年度実績） 16040- 4519301

77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40分 140,000円～140,000円
雇用期間の定めなし 68人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 77人
年2回（前年度実績） 16040- 4523801

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市大海寺野村５００８
0765-22-0393 毎　週

1人
富山県魚津市大光寺４５０

0765-24-8822 その他

16

作業員（検査、組立、バリ取り）
44歳以下 正社員

有限会社　辻口工業

0765-24-8822 その他

15

サービス提供責任者（ホームヘル
パー）

59歳以下 正社員
交替制あ
り

社会福祉法人　新川老人福祉会
 魚津市 他

14

ホームヘルパー
59歳以下 正社員

交替制あ
り

社会福祉法人　新川老人福祉会
 魚津市 他

1人
富山県魚津市大光寺４５０

 黒部市 他
1人

富山県下新川郡朝日町月山１４１
１

0765-83-0189 毎　週

2人
富山県黒部市若栗１３５４

0765-52-1960 その他

13

ダムの流木を処理する機械の運転
員

64歳以下 正社員

有限会社　水野組

0765-54-0755 毎　週

12

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

11

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

2人
富山県黒部市三日市３５０８

 黒部市 火他
1人

富山県黒部市三日市３５０８
0765-54-0755 毎　週

1人
富山県下新川郡朝日町草野１７８
－２

0765-83-0101 その他

10

受付
59歳以下 正社員

株式会社　モリ美容院

0765-24-0068 その他

9

ダンプ運転手
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

有限会社　大谷運輸  下新川郡朝
日町

日他

8

総務担当（管理職）
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

魚津漁業協同組合
 魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市漁港定坊割

 魚津市 日祝他
1人

三重県津市丸之内養正町８番３号
059-221-2125 その他

1人
愛知県名古屋市東区東桜１丁目１
４番１１号 

052-959-3285 毎　週

7

店員及び事務（魚津店）
44歳以下 正社員

変形（1
年単位）

北陸補聴器　株式会社

076-475-1301 その他

6

カスタマーエンジニア／富山
59歳以下 正社員

フレック
ス

パナソニックＳＳサービス　株式
会社　中日本支社

 下新川郡入
善町

土日祝他

5

自動車整備士
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

森本自動車　有限会社
 黒部市他 日祝他

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

吉沢工業　株式会社
 黒部市 日他

3人
富山県滑川市中野島２６０２

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳７７１
４－１

0765-72-0078 その他

1人
富山県下新川郡入善町入膳７７１
４－１

0765-72-0078 その他

076-442-2888 その他

【先週１週間　　１０月　１９日～　１０月　２３日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

准看護師・看護師
59歳以下 正社員

交替制あ
り

新田眼科

0765-52-0046 その他

3

視能訓練士
59歳以下 正社員

交替制あ
り

新田眼科  下新川郡入
善町

日祝他

2

製造管理

1

サービス提供責任者／ニチイケア
センターとまり

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

1人
富山県黒部市若栗２１６３

 下新川郡朝
日町

他
1人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階

℡ 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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34人 児童福祉事業
(1)7時00分～15時30分 164,800円～230,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 32人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時00分～17時30分 実費支給（上限あり）

月額　31,600円まで 34人
年2回（前年度実績） 16040- 4503901

34人 児童福祉事業
(1)8時30分～17時00分 165,000円～240,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 32人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　13,400円まで 34人
年2回（前年度実績） 16040- 4504101

10人 燃料小売業
(1)7時00分～15時30分 150,000円～165,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生
(3)11時00分～19時30分 なし

15人
16040- 4506701

9人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 145,000円～160,000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 200人
年1回（前年度実績） 16040- 4508201

7人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 181,000円～301,000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　3,000円まで 7人
年3回（前年度実績） 16040- 4510601

6人 一般診療所
(1)8時15分～18時00分 180,000円～280,000円

雇用期間の定めなし (2)8時15分～14時00分 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 6人
年2回（前年度実績） 16040- 4512101

10人 一般廃棄物処理業
(1)8時00分～16時00分 198,000円～270,000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- 4483701

10人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時15分～16時45分 175,000円～250,000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　10,000円まで 10人
年3回（前年度実績） 16040- 4485201

35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） 7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- 4488301
25人 有機化学工業製品製造業

(1)8時00分～17時05分 147,500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　15,000円まで 49人
年2回（前年度実績） 16040- 4490401

95人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 160,000円～184,000円

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 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時30分～9時45分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 195人
年2回（前年度実績） 16040- 4491701

7人 医薬品・化粧品小売業
(1)9時00分～19時00分 300,000円～450,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

16人
年2回（前年度実績）1,500,000円～3,500,000円 16040- 4492801

9人 医薬品・化粧品小売業
(1)9時00分～19時00分 300,000円～450,000円

雇用期間の定めなし 8人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

16人
年2回（前年度実績）1,500,000円～3,500,000円 16040- 4493201

7人 医薬品・化粧品小売業
(1)8時45分～18時45分 154,500円～226,500円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～13時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生
(3)13時00分～17時00分 実費支給（上限なし）

16人
年2回（前年度実績） 16040- 4496301

9人 医薬品・化粧品小売業
(1)8時30分～18時30分 154,500円～226,500円

雇用期間の定めなし (2)8時45分～18時45分 8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）

16人
年2回（前年度実績） 16040- 4497601

7人 医薬品・化粧品小売業
(1)8時45分～18時45分 153,850円～153,850円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)9時00分～13時00分 4人 雇用・労災
(3)13時00分～17時00分 実費支給（上限なし）

16人
16040- 4498901

0765-52-5000 その他

32

医療事務（契）（本店）
不問 正社員以外

変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット
 黒部市 日祝他

1人
富山県黒部市北新１０－４

 下新川郡入
善町

日祝
1人

富山県黒部市北新１０－４
0765-52-5000 その他

1人
富山県黒部市北新１０－４

0765-52-5000 その他

31

医療事務（入善店）
不問 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット

0765-52-5000 その他

30

医療事務（本店）
不問 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット
 黒部市 日祝他

29

勤務薬剤師（入善店）
不問 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット  下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県黒部市北新１０－４

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市北新１０－４
0765-52-5000 その他

1人
富山県黒部市若栗２１１１

0765-54-0622 毎　週

28

勤務薬剤師（本店）
不問 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット

0765-52-3455 その他

27

介護職員
不問 正社員以外

交替制あ
り

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

 黒部市 他

26

一般事務
44歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　ホクペレ
 黒部市 日祝他

1人
富山県黒部市田家新６０８

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市天神新７７番地３
0765-33-5111 その他

1人
富山県魚津市本江３２０７－３

0765-24-6225 その他

25

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

0765-56-8000 その他

24

一般事務
34歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　スペースシステム
 魚津市 日祝他

23

運転手及び作業員
59歳以下 正社員

有限会社　黒部清掃公社
 黒部市 日他

1人
富山県黒部市吉田１０７４

 黒部市 水日祝他
1人

富山県黒部市石田新７３９－１
0765-32-5257 毎　週

1人
富山県魚津市石垣１２

0765-22-8469 その他

22

看護師
不問 正社員

ねづか内科クリニック

0765-22-9207 毎　週

21

配管工
69歳以下 正社員

変形（1
年単位）

有限会社　寺崎設備工業所
 魚津市 日祝他

20

清掃作業員
44歳以下 正社員

株式会社　美来
 魚津市 他

1人
富山県魚津市吉島２－１－１

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市天神新　２１０－１
0765-54-0444 毎　週

1人
富山県魚津市吉島７２９

0765-22-0802 毎　週

19

ガソリンスタンド店員
不問 正社員以外

交替制あ
り

ＪＡくろべサービス　株式会社

0765-22-0802 その他

18

看護師
不問 正社員以外

社会福祉法人　吉島保育園
 魚津市 土日祝他

17

保育士
不問 正社員

交替制あ
り

社会福祉法人　吉島保育園
 魚津市 日祝他

2人
富山県魚津市吉島７２９
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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　　１０月　１９日～　１０月　２３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。

9人 医薬品・化粧品小売業
(1)8時30分～18時30分 153,850円～153,850円

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 雇用・労災
(3)9時00分～19時00分 実費支給（上限なし）

16人
16040- 4499101

0人 建物サービス業
(1)14時00分～19時00分 950円～1,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 8人

16010-18954501
44人 老人福祉・介護事業

(1)16時00分～9時00分 960円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 39人 労災

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 92,410人

16010-18917901
1人 建物サービス業

(1)7時30分～10時30分 850円～850円
雇用期間の定めなし 1人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 520人

16010-18857201
10人 建物サービス業

(1)9時00分～12時30分 900円～900円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～14時00分 10人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 1,850人

16010-18871701
11人 書籍・文房具小売業

1,400円～1,800円
雇用期間の定めなし 4人 労災

実費支給（上限あり）
又は2時00分～5時00分の 月額　5,000円まで 11人

年2回（前年度実績）20,000円～50,000円 16040- 4531801
13人 市町村機関

(1)14時00分～18時00分 925円～983円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時30分～19時00分 13人 労災

実費支給（上限なし）
又は7時30分～19時00分 400人

年2回（前年度実績） 16040- 4520101
13人 市町村機関

(1)14時00分～18時00分 897円～951円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時30分～19時00分 13人 労災

実費支給（上限なし）
又は7時30分～19時00分 400人

16040- 4526001
6人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)8時00分～13時00分 900円～950円
雇用期間の定めなし (2)9時30分～14時30分 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 26人

16040- 4515801
0人 その他の飲食店

850円～1,200円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災

なし
又は7時00分～17時00分 0人

16020-10914901
16人 その他の飲食料品小売業

900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 労災

実費支給（上限なし）
又は9時00分～21時30分 749人

20010-15462101
2人 電気通信・信号装置工事業

(1)8時30分～13時00分 866円～888円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
546人

16010-18809501
34人 児童福祉事業

(1)13時00分～17時00分 1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 32人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時00分 月額　13,400円まで 34人

年2回（前年度実績）3,000円～15,000円 16040- 4505401
34人 児童福祉事業

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 32人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時00分 月額　13,400円まで 34人

年2回（前年度実績）3,000円～15,000円 16040- 4507801
8人 水産食料品製造業

(1)8時00分～15時00分 850円～850円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
8人

年2回（前年度実績） 16040- 4509501
97人 旅館，ホテル

(1)8時00分～12時00分 850円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)18時00分～22時00分 41人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 97人
年2回（前年度実績）20,000円～30,000円 16040- 4511901

1人
富山県黒部市北新１０－４

0765-52-5000 その他

33

医療事務（契）（入善店）
不問 正社員以外

変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット  下新川郡入
善町

日祝他

1

清掃（魚津電気ビル）
不問 パート労働者

有限会社　島田総業
 魚津市 土日祝

3人
富山県富山市豊田本町２丁目１３
－２５

076-437-7590 毎　週

2

夜勤専従グループホーム介護員／
ニチイケアセンター黒部

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 黒部市 他
2人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階

076-442-2888 毎　週

3

オフィスビルのお掃除です。（３
時間勤務）

不問 パート労働者

株式会社　バロン
 魚津市 土日

1人
富山県富山市北代５２９８

076-434-1881 その他

4

清掃（特別養護老人ホーム有磯
苑）＃日曜休み

69歳以下 パート労働者
交替制あ
り

アルコット　株式会社  下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県富山市二口町３丁目５番地
－５

076-421-9330 毎　週

5

新聞配達
18歳以上 パート労働者

北日本新聞　東山販売店
 黒部市 他

1人
富山県黒部市宇奈月町浦山９６７
－５

0765-65-7002 その他

6

放課後児童支援員（資格あり）
【会計年度任用職員】

不問 パート労働者
交替制あ
り

魚津市役所
 魚津市 日祝他

3人
富山県魚津市釈迦堂１丁目１０－
１

0765-23-1020 毎　週

7

放課後児童補助員（資格なし）
【会計年度任用職員】

不問 パート労働者
交替制あ
り

魚津市役所
 魚津市 日祝他

2人
富山県魚津市釈迦堂１丁目１０－
１

0765-23-1020 毎　週

8

調理補助
不問 パート労働者

魚津漁業協同組合
 魚津市 日祝他

2人
富山県魚津市漁港定坊割

0765-24-0068 その他

9

パック詰、鮮魚加工（バロー魚津
店アップルヒル内）

不問 パート労働者

株式会社ＦＣＣ
 魚津市 他

3人
富山県高岡市宮脇町１００３

0766-27-6666 毎　週

10

販売（魚津市）ＭＥＧＡドン・キ
ホーテＵＮＹ魚津店

不問 パート労働者

ケンタッキーフライドチキン（吉
田興産株式会社）

 魚津市 他
2人

長野県長野市若里５－１６－８
026-223-0011 その他

11

電話交換手
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　ほくつう　富山支社  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県富山市綾田町１丁目７番２
３号

076-431-1111 毎　週

12

保育士（補助）
不問 パート労働者

社会福祉法人　吉島保育園
 魚津市 土日祝他

2人
富山県魚津市吉島７２９

0765-22-0802 毎　週

13

看護師
不問 パート労働者

社会福祉法人　吉島保育園
 魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市吉島７２９

0765-22-0802 毎　週

14

干物製造加工員
不問 パート労働者

有限会社　今浜水産
 黒部市 日祝他

2人
富山県黒部市吉田８１３－１

0765-56-8168 その他

15

食器洗浄係
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　金太郎温泉
 魚津市 他

2人
富山県魚津市天神野新６０００

0765-24-1222 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　　１０月　１９日～　１０月　２３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。

97人 旅館，ホテル
(1)6時00分～10時00分 950円～1,050円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～22時00分 41人 労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 97人
年2回（前年度実績）40,000円～100,000円 16040- 4513401

65人 その他のはん用機械・同部分品製造業

850円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 17人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　12,000円まで 67人

16040- 4514701
2人 公認会計士事務所，税理士事務所

(1)13時00分～18時00分 850円～2,000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～18時00分 月額　10,000円まで 2人

年1回（前年度実績）50,000円～50,000円 16040- 4482401
9人 行政機関

(1)8時30分～17時15分 870円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 雇用・公災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 621人
年2回（前年度実績） 16040- 4484801

7人 老人福祉・介護事業
(1)13時30分～18時30分 900円～1,200円

雇用期間の定めなし 5人 労災
実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16040- 4486501

7人 医薬品・化粧品小売業
2,000円～3,000円

雇用期間の定めなし 4人 労災
実費支給（上限なし）

又は9時00分～19時00分 16人
16040- 4494501

9人 医薬品・化粧品小売業
2,000円～3,000円

雇用期間の定めなし 8人 労災
実費支給（上限なし）

又は9時00分～19時00分 16人
16040- 4495001

2人 精穀・製粉業
850円～1,070円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 労災
なし

又は6時00分～22時00分 2人
16040- 4500001

16

ホールサービススタッフ
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　金太郎温泉
 魚津市 他

5人
富山県魚津市天神野新６０００

0765-24-1222 その他

17

組立部品の仕分け
不問 パート労働者

株式会社　渡辺功機  下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県下新川郡朝日町月山８７
0765-83-2682 その他

18

会計事務
不問 パート労働者

みずほ記帳サービス株式会社
 魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市上村木２－１１－２
８

0765-23-9370 毎　週

19

登記事務補助
不問 パート労働者

富山地方法務局　魚津支局
 魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市本町１－３－２

0765-22-0461 毎　週

20

障害児支援員
不問 パート労働者

特定非営利活動法人　工房　あお
の丘

 下新川郡入
善町

土日祝他
2人

富山県下新川郡入善町道古３４－
３

0765-72-2248 毎　週

21

勤務薬剤師（本店）
不問 パート労働者

株式会社　アプリコット
 黒部市 日祝他

1人
富山県黒部市北新１０－４

0765-52-5000 その他

22

勤務薬剤師（入善店）
不問 パート労働者

株式会社　アプリコット  下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県黒部市北新１０－４
0765-52-5000 その他

23

販売スタッフ
不問 パート労働者

交替制あ
り

合同会社　善商  下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳３６０
９－１５

0765-72-1988 毎　週

基本コース

★日　程★

　１１月　１９日　（木） 　１４：００　～　１６：００ 新川文化ホール　１０４号室

③応募書類の作成と面接の受け方

　魅力的な履歴書・職務経歴書の作成ポイントを説明します。

　面接での自己アピールや想定される質問と答え方のポイントを学習します。

➣参加費、テキスト代ともに無料です。

①再就職までの過程と求人情報

　「求職活動のながれ」「就職情報の入手・活用」「求人情報の活用」を解説します。

　また富山県の雇用状況や企業が求める人材像についても説明します。

②就職活動の心構えと自己理解

　再就職に向けての自己分析の視点と方法、再就職の目標設定について説明します。

　　　現在、就職活動中の皆様にとって、困りごとはありませんでしょうか？

　　　「就職支援セミナー」では、就職活動におけるさまざまな事柄について学ぶことができます。

　　　ぜひ参加して就職活動でのポイントを学んでいただき、就職を目指してください！

➣対象者：富山県内各ハローワークに求職登録されている雇用保険受給者等の方

➣この「就職支援セミナー」は、「求職活動実績」（１回カウント）に認められます。

　　当日受講された方には、「受講証明書」をお渡しいたします。

就職支援セミナー
～就職活動を頑張る皆様を応援いたします！～

新川文化ホール

魚津市宮津１１０

※当日お問い合せ：076－473－2824　（有）ステップアップ

会 場

お申し込み・お問い合わせは、ハローワーク職業相談の窓口まで

ハローワーク魚津 TEL ０７６５－２４－０３６５

主催：富山労働局・ハローワーク

新川まなびの森　天神山交流館

魚津市天神野新１４７－１

℡　0765－31－7001
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