
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

44人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 160,100円～160,100円

雇用期間の定めなし (2)10時30分～20時00分 39人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～9時00分 実費支給（上限あり）

月額　50,000円まで 92,410人
年2回（前年度実績） 16010-18729501

8人 水産食料品製造業
(1)4時30分～13時00分 162,000円～162,000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　5,000円まで 8人

16040- 4471601
9人 病院

(1)8時30分～17時00分 170,000円～189,000円
雇用期間の定めなし (2)10時30分～19時00分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)17時00分～9時00分 実費支給（上限あり）
月額　18,400円まで 147人
年2回（前年度実績） 16040- 4472901

3人 土木建築サービス業
(1)8時30分～17時30分 350,000円～405,000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　40,000円まで 3人

16040- 4475701
14人 自動車整備業

(1)8時30分～18時00分 180,000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 14人
年2回（前年度実績） 16040- 4476801

14人 自動車整備業
(1)8時30分～18時00分 180,000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 14人
年2回（前年度実績） 16040- 4477201

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

実費支給（上限なし）
110人

年2回（前年度実績） 16040- 4478501
18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 162,000円～182,250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）200,000円～300,000円 16040- 4479001

16人 その他の飲食料品小売業
170,000円～284,000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）

又は9時00分～21時30分 749人
年2回（前年度実績） 20010-15322401

1,009人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 184,000円～193,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 594人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)12時00分～21時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　8,100円まで 11,306人
年2回（前年度実績） 15070-13631501

1,009人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 184,000円～193,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 594人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)12時00分～21時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　8,100円まで 11,306人
年2回（前年度実績） 15070-13632001

1,009人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 184,000円～193,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 594人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)12時00分～21時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　8,100円まで 11,306人
年2回（前年度実績） 15070-13633301

1,009人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 184,000円～193,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 594人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)12時00分～21時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　8,100円まで 11,306人
年2回（前年度実績） 15070-13634601

721人 病院
(1)8時30分～17時00分 198,900円～198,900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～1時00分 572人 雇用・労災・健康・厚生
(3)0時30分～9時00分 実費支給（上限あり）

月額　20,000円まで 778人
年2回（前年度実績） 16040- 4460201

100人 病院
(1)8時30分～17時30分 208,500円～326,900円

雇用期間の定めなし (2)16時30分～8時30分 80人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　20,000円まで 100人
年2回（前年度実績） 16040- 4468701

14人 旅館，ホテル
(1)7時00分～10時00分 180,000円～200,000円

雇用期間の定めなし (2)15時00分～20時00分 11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　15,000円まで 14人
16040- 4445501

 黒部市 他
2人

富山県黒部市生地吉田新２３０番
地

0765-56-8003 その他

3人
富山県下新川郡入善町青島３９６
番地１

0765-72-5150 その他

16

ルーム係
不問 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　生地温泉たなかや

0765-54-2211 毎　週

15

看護師
59歳以下 正社員

交替制あ
り

医療法人社団　秋桜　丸川病院  下新川郡入
善町

他

14

看護師（夜勤あり）
18歳以上 正社員以外

交替制あ
り

黒部市民病院
 黒部市 他

1人
富山県黒部市三日市１１０８－１

 下新川郡入
善町

他
1人

新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

025-371-4115 その他

1人
新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

025-371-4115 その他

13

店舗販売職／地域正社員（ホーム
社員）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ

025-371-4115 その他

12

店舗販売職／地域正社員（ホーム
社員）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ
 黒部市 他

11

店舗販売職／地域正社員（ホーム
社員）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ
 黒部市 他

1人
新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

 魚津市 他
1人

新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

025-371-4115 その他

2人
長野県長野市若里５－１６－８

026-223-0011 その他

10

店舗販売職／地域正社員（ホーム
社員）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ

0765-56-8372 毎　週

9

店舗運営スタッフ　ＭＥＧＡド
ン・キホーテＵＮＹ魚津店

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

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

8

部品付けと包装（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

1人
富山県黒部市荒俣２０５番地

 黒部市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉島３８６－１
0765-24-1197 毎　週

2人
富山県魚津市吉島４４２５－１

0765-24-4518 その他

7

製造業（アルミ製窓・ドア加工組
立）

18歳～59歳 正社員

カトーインダストリー　株式会社

0765-24-4518 その他

6

自動車鈑金工・塗装工
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

有限会社　魚津鈑金
 魚津市 他

5

自動車整備士
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

有限会社　魚津鈑金
 魚津市 他

不問 正社員以外

株式会社まるわ水産
 魚津市 日他

2人
富山県魚津市吉島４４２５－１

 黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市天神新２６０番地１ 
ウェルシャン天神新２０３

0765-32-3633 毎　週

1人
富山県魚津市江口１７８４－１

0765-22-3486 その他

076-442-2888 その他

【先週１週間　　１０月　１２日～　１０月　１６日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

土木技術者（施工管理）
不問 正社員

株式会社ＨＯマネジメント

0765-23-0178 毎　週

3

精神保健福祉士／社会福祉士
不問 正社員

交替制あ
り

医療法人社団　信和会（魚津神経
サナトリウム）

 魚津市 他

2

魚の仕分け・魚等の配達

1

グループホーム介護員／ニチイケ
アセンター黒部

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

2人
富山県魚津市港町４－５

 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

℡ 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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14人 旅館，ホテル
170,000円～220,000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）

又は8時00分～20時00分 月額　15,000円まで 14人
年2回（前年度実績） 16040- 4446001

7人 一般診療所
(1)8時30分～17時30分 200,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 7人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時30分～18時30分 実費支給（上限なし）

7人
年2回（前年度実績） 16040- 4447301

17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 170,000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　20,000円まで 27人
年2回（前年度実績） 16040- 4448601

45人 旅館，ホテル
(1)6時30分～9時30分 201,813円～213,685円

雇用期間の定めなし (2)16時00分～21時30分 18人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は6時00分～22時00分 月額　15,000円まで 45人
年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 4450701

35人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 260,400円～300,400円

雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　19,650円まで 39人
年2回（前年度実績）600,000円～650,000円 16040- 4451801

45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 140,700円～160,800円
雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 72人
年2回（前年度実績） 16040- 4452201

45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 142,710円～180,900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

実費支給（上限あり）
又は16時20分～1時00分 月額　5,000円まで 72人

年2回（前年度実績） 16040- 4453501
9人 自動車整備業

(1)8時30分～17時30分 177,760円～290,880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- 4457901
14人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 154,800円～172,000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　5,000円まで 14人
年1回（前年度実績）90,000円～250,000円 16040- 4464601

67人 自動車小売業
(1)8時50分～17時30分 189,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　16,000円まで 179人
年2回（前年度実績） 16010-18565101

8人 産業廃棄物処理業
(1)9時00分～18時00分 228,300円～279,050円

雇用期間の定めなし (2)21時00分～6時00分 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）150,000円～400,000円 16010-18619101

21人 その他の専門サービス業
(1)10時00分～19時00分 197,000円～197,000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
実費支給（上限なし）

1,950人
年2回（前年度実績）0円～0円 13040-97287101

1人 他に分類されない小売業
190,995円～239,145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～19時30分 5,297人
13080-65872101

45人 都道府県機関
(1)8時30分～17時15分 192,304円～211,352円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～9時15分 30人 公災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 15,384人
年2回（前年度実績） 16010-18497801

45人 都道府県機関
(1)8時30分～17時15分 192,304円～211,352円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～9時15分 30人 公災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 15,384人
年2回（前年度実績） 16010-18516101

95人 各種食料品小売業
(1)7時00分～16時00分 191,000円～280,000円

雇用期間の定めなし 75人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 拠出
又は8時00分～17時00分 2,773人

年2回（前年度実績） 16010-18546301
076-421-1500 その他

32

精肉技術者【食品スーパーの精肉
部門】経験者優遇

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　大阪屋ショップ
 黒部市他 他

3人
富山県富山市赤田４８７－１

 黒部市 他
6人

富山県富山市新総曲輪１－７
076-431-4111 毎　週

6人
富山県富山市新総曲輪１－７

076-431-4111 毎　週

31

任期付職員（福祉指導員）
不問 正社員以外

変形
（1ヶ月

富山県庁

03-5331-3701 毎　週

30

任期付職員（保育士）
不問 正社員以外

変形
（1ヶ月

富山県庁
 黒部市 他

29

大手家電量販店内での携帯電話販
売・契約業務／魚津市

不問 正社員以外
交替制あ
り

コネクシオ　株式会社
 魚津市 他

1人
東京都新宿区西新宿８－１７－１ 
住友不動産新宿グランドタワー３

 黒部市他 土日祝他
1人

東京都港区元赤坂１－２－３　赤
坂見附ＭＴビル９階

03-3479-1471 毎　週

1人
富山県富山市小泉町１１

076-421-6302 毎　週

28

直行直帰サントリーフーズマーケ
ティングアドバイザー／富山

不問 正社員以外

サンリーブ株式会社

076-425-3950 その他

27

切粉収集運搬
不問 正社員

交替制あ
り

有限会社　タイド産商  下新川郡入
善町

土日他

26

営業職
59歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　スズキ自販富山
 黒部市他 日祝

2人
富山県富山市掛尾町４１６－１

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市植木１９４－２
0765-52-2121 毎　週

2人
富山県魚津市天神野新７４２ 090-3888-

0014
毎　週

25

訪問ヘルパー
69歳以下 正社員

特定非営利活動法人　三樹福寿会

0765-52-1793 毎　週

24

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
 魚津市 日祝他

23

部品付け・検査
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

 黒部市 土日他
1人

富山県黒部市中新５７３－１
0765-52-1793 毎　週

1人
富山県魚津市住吉３９５６－１７

0765-24-0604 その他

22

網戸の框組立・網張り・包装
59歳以下 正社員

有限会社　開澤アルミ

0765-62-1211 その他

21

トレーラー運転手
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

魚津運輸　株式会社
 魚津市 日祝他

20

客室係
不問 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　延楽
 黒部市 他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉３４７－
１

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市沓掛３２５９－２０
0765-54-0766 その他

1人
富山県黒部市生地中区１０４－３

0765-54-9888 その他

19

機械工
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

有限会社　晴まき鉄工所

0765-56-8003 その他

18

看護師・准看護師
59歳以下 正社員

交替制あ
り

医療法人社団　孫喜会　藤が丘ク
リニック

 黒部市 日祝他

17

調理
不問 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　生地温泉たなかや
 黒部市 他

1人
富山県黒部市生地吉田新２３０番
地
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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　１２日～　１０月　１６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。

8人 公認会計士事務所，税理士事務所

(1)9時00分～17時00分 180,000円～437,000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） 厚生
月額　12,900円まで 8人
年2回（前年度実績）100,000円～ 16040- 4441401

0人 塗装工事業
(1)8時00分～18時00分 176,000円～440,000円

雇用期間の定めなし 0人 労災・健康
なし

0人
16040- 4443801

4人 農耕用品小売業
(1)9時00分～17時40分 151,000円～245,000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） 拠出
月額　100,000円まで 4,028人
年2回（前年度実績） 25060- 9604401

9人 建物サービス業
(1)8時30分～17時30分 165,000円～200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～22時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 520人

16010-18398401
45人 他に分類されない卸売業

(1)8時00分～17時00分 163,100円～205,040円
雇用期間の定めなし 31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 200人
年2回（前年度実績） 16040- 4431901

1人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 175,000円～350,000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）
1人

16040- 4432101
45人 他に分類されない卸売業

(1)8時00分～17時00分 198,050円～249,310円
雇用期間の定めなし 31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 200人
年2回（前年度実績） 16040- 4433401

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- 4434701

16人 産業用機械器具賃貸業
(1)7時50分～17時00分 170,000円～210,000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　22,000円まで 20人
年2回（前年度実績） 16040- 4438001

16人 産業用機械器具賃貸業
(1)7時50分～17時00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・財形

実費支給（上限あり）
月額　22,000円まで 20人
年2回（前年度実績） 16040- 4439301

0人 出版業
(1)9時00分～17時00分 900円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 労災
なし

30人
13080-66329501

40人 建物サービス業
(1)9時30分～14時00分 1,000円～1,100円

雇用期間の定めなし 33人 労災
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 1,850人

16010-18722601
1人 労働者派遣業

(1)9時15分～13時15分 1,000円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 550人

16010-18592701
40人 建物サービス業

(1)9時30分～14時00分 849円～850円
雇用期間の定めなし 33人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 1,850人

16010-18622501
9人 病院

(1)16時30分～9時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 6人 労災

実費支給（上限なし）
147人

16040- 4473101
30人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 1,030円～1,030円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 25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 173人

16040- 4474401

1人
富山県黒部市田家新５８４－１

0765-54-0001 その他

0765-54-0001 その他

42

建設機械レンタルに伴う配送、雑
務

40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

大平リース　株式会社
 黒部市 日他

41

一般事務
40歳以下 正社員

変形（1
年単位）

大平リース　株式会社
 黒部市 日他

1人
富山県黒部市田家新５８４－１

 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
富山県黒部市沓掛６３５

0765-54-1162 その他

40

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）

0765-54-0907 その他

39

品質管理
44歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　卵のタカムラ
 黒部市 日他

38

一般管工事
不問 正社員

変形（1
年単位）

ｍｏｕ
 黒部市 日他

1人
富山県黒部市岡４８６－１

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市沓掛６３５
0765-54-1162 その他

1人
富山県富山市北代５２９８

076-434-1881 毎　週

37

生産業務（原卵作業）
44歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　卵のタカムラ

077-582-9300 その他

36

自然豊かな黒部で思い出が重なり
あう職場環境でのお仕事で。

不問 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　バロン
 黒部市 他

35

農業用機械の販売・整備（黒部支
店）

45歳以下 正社員
変形（1
年単位）

ヤンマーアグリジャパン株式会社
中部近畿支社

 黒部市 他
1人

滋賀県守山市勝部２丁目３番９号

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市三日市２８４４－６
0765-52-1718 その他

1人
富山県魚津市吉島２丁目１１－３
２

0765-24-3430 毎　週

34

外壁工事工
不問 正社員

ＫＳＫ

33

税理士補助業務
59歳以下 正社員

濱多善克税理士事務所
 魚津市 土日祝

1

教材等の宣伝業務／富山県内（直
行直帰）

不問 パート労働者

株式会社　明治書院
 黒部市他 土日祝他

1人
東京都新宿区大久保１－１－７
高木ビル２階

03-5292-0117 毎　週

2

客室清掃（魚津マンテンホテル駅
前）＃土日祝限定／シフト

69歳以下 パート労働者

アルコット　株式会社
 魚津市

月火水木
金他

3人
富山県富山市二口町３丁目５番地
－５

076-421-9330 その他

3

保育士
不問 有期雇用派遣パート

株式会社　グレート　富山支店
 魚津市 土日祝他

1人
富山県富山市本町３番２５号　富
山本町ビル３Ｆ

076-443-9010 毎　週

4

客室清掃（魚津マンテンホテル駅
前）＃平日限定／シフト歓迎

69歳以下 パート労働者

アルコット　株式会社
 魚津市 他

3人
富山県富山市二口町３丁目５番地
－５

076-421-9330 その他

5

生活指導員（宿直専従）
18歳以上 パート労働者

医療法人社団　信和会（魚津神経
サナトリウム）

 魚津市 他
2人

富山県魚津市江口１７８４－１
0765-22-3486 その他

6

介護職員【介護福祉士】
不問 パート労働者

交替制あ
り

社会福祉法人　魚津市社会福祉協
議会

 魚津市 他
1人

富山県魚津市新金屋２丁目１３－
２６

0765-22-8388 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　１２日～　１０月　１６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。

18人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

1,200円～1,500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（上限あり）
又は18時00分～0時00分 月額　10,000円まで 33人

16040- 4480901
7人 電気工事業

(1)9時00分～13時00分 870円～950円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 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　10,000円まで 7人

16040- 4481101
27人 旅館，ホテル

(1)6時00分～10時00分 950円～1,050円
雇用期間の定めなし 20人 労災・健康

実費支給（上限あり） 厚生
月額　15,000円まで 28人

16040- 4461501
8人 児童福祉事業

850円～850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）
又は13時00分～18時00分 月額　20,000円まで 8人

16040- 4462001
8人 児童福祉事業

850円～850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）
又は13時00分～18時00分 月額　20,000円まで 8人

16040- 4463301
143人 百貨店，総合スーパー

1,030円～1,180円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 89人 労災

実費支給（上限あり）
又は6時00分～22時00分 月額　72,450円まで 4,731人

16040- 4466101
367人 病院

(1)9時00分～12時00分 1,320円～1,320円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 263人 労災

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 367人
年2回（前年度実績）10,000円～87,000円 16040- 4467401

6人 障害者福祉事業
(1)13時45分～17時45分 850円～850円

雇用期間の定めなし 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- 4449901

29人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時00分～16時00分 900円～1,150円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 24人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
173人

16040- 4454001
30人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

1,030円～2,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 29人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
又は7時00分～21時00分 173人

16040- 4455301
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・健康・厚生

なし
又は13時00分～17時00分 5人

16040- 4456601
721人 病院

(1)16時30分～1時00分 1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)0時30分～9時00分 572人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 778人
年2回（前年度実績） 16040- 4458101

9人 自動車整備業
(1)8時30分～12時30分 900円～1,800円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 4人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は9時00分～15時00分 月額　7,200円まで 12人
16040- 4459401

14人 老人福祉・介護事業
(1)9時00分～16時00分 1,100円～1,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 13人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 14人
年1回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040- 4465901

7人 その他の食料品製造業
(1)8時00分～12時00分 900円～1,050円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時00分～21時00分 7人 労災
実費支給（上限なし）

3,500人
21030-11573901

8人 建物サービス業
(1)8時00分～12時15分 850円～970円

雇用期間の定めなし 8人 労災
実費支給（上限あり）

又は7時30分～17時00分 月額　10,000円まで 223人
16040- 4440101

7

部品付けと包装（ＹＫＫＡＰ
（株）荻生製造所）

18歳以上 パート労働者

有限会社　木島アルミ建材
 黒部市 土日祝他

1人
富山県黒部市荒俣２０５番地

0765-56-8372 毎　週

8

事務員
不問 パート労働者

システムテック　株式会社  下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町上野７１７
２－６

0765-74-0850 毎　週

9

朝食スタッフ
不問 パート労働者

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

10

指導員
不問 パート労働者

日本労働者協同組合（ワーカーズ
コープ）企業組合労協センター事

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉野４７６－２
0765-32-5305 その他

11

保育士
不問 パート労働者

日本労働者協同組合（ワーカーズ
コープ）企業組合労協センター事

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉野４７６－２
0765-32-5305 その他

12

青果担当
不問 パート労働者

株式会社　ＰＬＡＮＴ（ＳＵＰＥ
Ｒ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ黒

 黒部市 他
3人

富山県黒部市立野１７５番１
0765-55-1300 毎　週

13

看護師
不問 パート労働者

独立行政法人　労働者健康安全機
構　富山労災病院

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市六郎丸９９２
0765-22-1280 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

木土日祝
他

1人
富山県魚津市大光寺１０１０－１
４

0765-55-4126 毎　週

15

調理員
不問 パート労働者

社会福祉法人　魚津市社会福祉協
議会

 魚津市 他
1人

富山県魚津市新金屋２丁目１３－
２６

0765-22-8388 その他

16

ホームヘルパー
不問 パート労働者

交替制あ
り

社会福祉法人　魚津市社会福祉協
議会

 魚津市 他
2人

富山県魚津市新金屋２丁目１３－
２６

0765-22-8388 毎　週

17

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７４２ 090-3888-
0014

毎　週

18

看護師（夜勤専従）
18歳以上 パート労働者

交替制あ
り

黒部市民病院
 黒部市 他

1人
富山県黒部市三日市１１０８－１

0765-54-2211 その他

19

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

2人
富山県魚津市天神野新７４２ 090-3888-

0014
毎　週

20

看護師（デイサービス）
不問 パート労働者

特定非営利活動法人　三樹福寿会
 黒部市 日他

1人
富山県黒部市植木１９４－２

0765-52-2121 毎　週

21

弁当、寿司、惣菜の調理、包装及
び陳列（バロー魚津店）

不問 パート労働者

中部フーズ　株式会社
 魚津市 他

3人
岐阜県多治見市高根町４－２０番
地

0572-29-1610 毎　週

22

清掃員【あさひ総合病院】
59歳以下 パート労働者

株式会社　谷口美装  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週
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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　１２日～　１０月　１６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。

27人 児童福祉事業
1,100円～1,300円

雇用期間の定めなし 23人 労災
実費支給（上限あり）

又は15時00分～18時00分 月額　13,400円まで 27人
年2回（前年度実績）100,000円～100,000円 16040- 4442701

4人 家事サービス業
(1)12時30分～16時30分 969円～1,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～14時30分 3人 労災
なし

47人
16040- 4444201

12人 配達飲食サービス業
900円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 労災
実費支給（上限あり）

又は10時30分～22時00分 月額　3,000円まで 745人
01020-10539601

9人 配達飲食サービス業
900円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 労災
実費支給（上限あり）

又は10時30分～22時00分 月額　3,000円まで 745人
01020-10541701

14人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

(1)9時00分～15時00分 850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～15時45分 13人 雇用・労災

(3)8時15分～16時00分 実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 15人
年3回（前年度実績）200,000円～400,000円 16040- 4437501

3人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

1,050円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 8人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～23時00分 月額　50,000円まで 23,385人

28020-19168901

23

保育補助
不問 パート労働者

社会福祉法人　本江児童福祉会
ほんごうこども園

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市本江１３９０－３
0765-24-4600 その他

24

洗濯・運搬
不問 パート労働者

株式会社ハートケアサービス
 魚津市

火水金日
他

1人
富山県魚津市住吉１８６０－１

0765-23-6333 毎　週

25

ピザの配達スタッフ（ピザ　テ
ン．フォー入善店）

不問 パート労働者

株式会社　テンフォー  下新川郡入
善町

他
3人

北海道函館市柏木町２４番１９号
0138-31-0141 その他

26

ピザの配達スタッフ（ピザ　テ
ン．フォー魚津店）

不問 パート労働者

株式会社　テンフォー
 魚津市 他

3人
北海道函館市柏木町２４番１９号

0138-31-0141 その他

27

ホースの小巻き作業
不問 パート労働者

有限会社　相互サプライ
 黒部市 土日祝他

1人
富山県黒部市神谷１５５５番地１

0765-54-1060 毎　週

28

接客・調理（丸亀製麺　黒部店）
＊急募＊

不問 パート労働者

株式会社　丸亀製麺
 黒部市 他

3人
兵庫県神戸市中央区小野柄通７丁
目１－１　日本生命三宮駅前ビル

078-200-3430 その他

　「看護職・介護職を対象とした出張相談会」を開催しています！
 「看護」、「介護・福祉」に関する資格を持ちながら、実際の仕事は未経験の方、過去に経験があるものの、ブランクがあって職場復帰をためらっておられる方、

  その他業務に必要な資格や職場の実態などについて関心のある方などを対象に、専門の相談員をお招きして、定期的に相談会を開催しています。

　○福祉・介護のお仕事相談コーナー ［原則　毎月第１・３水曜日］

 日　 時   　  １０月２１日（水） 午前９時３０分～午前１２時００分

 ◆お問合せ先：社会福祉法人　富山県社会福祉協議会
　 富山県健康・福祉人材センター（ＴＥＬ０７６－４３２－６１５６）

　○看護職の就業支援相談　　　［原則　毎月第２水曜日］

  日　 時       １１月１１日（水） 午前１０時～午後４時

 ◆お問合せ先：公益社団法人　富山県看護協会
　 富山県ナースセンター（ＴＥＬ０７６－４３３－５２５１）

　　　　　　　　　　　　 ・お問い合わせは、ハローワーク魚津 受付・職業相談窓口まで　電話０７６５－２４－０３６５

会場はいずれもハローワーク魚津 です。

　　　～ハローワーク魚津がお仕事探しを応援します～

★担当者制による個別相談や職業紹介など
★登録日から概ね３～６ヶ月

職業相談窓口ではこんな相談をしています。

◆どんな仕事を選択すればいいの？

◆求職活動の進めかたは？

◆履歴書や職務経歴書の書き方

◆面接のアドバイスや模擬面接（予約制）

◆職業訓練を受けたい

ハローワークと自治体で連携し、支援を行っていきます。

お気軽にご来所、またはお電話ください

（０７６５）－２４－０３６５

職業相談窓口
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