
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

7人 再生資源卸売業
(1)8時00分～17時00分 207,680円～207,680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　25,000円まで 38人
年2回（前年度実績） 16010-20552701

110人 病院
(1)16時30分～9時00分 206,000円～211,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 75人 雇用・労災・健康・厚生・財形

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- 5008101

110人 病院
(1)16時30分～9時00分 171,000円～176,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 75人 雇用・労災・健康・厚生・財形

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- 5009401

4人 水産食料品製造業
(1)8時00分～17時00分 142,800円～154,560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 4人

16040- 5010201
66人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

(1)8時00分～16時50分 170,000円～170,000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　16,500円まで 66人
年2回（前年度実績） 16040- 5013301

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 172,860円～190,950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- 5016101

8人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 180,000円～280,000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 8人
年2回（前年度実績） 16040- 4992401

5人 耕種農業
(1)8時00分～17時00分 195,000円～220,000円

雇用期間の定めなし (2)7時30分～16時30分 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040- 4993701

5人 石工・れんが・タイル・ブロック工事業

(1)8時00分～17時00分 216,000円～345,600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　10,000円まで 5人

16040- 4994801
8人 水産食料品製造業

(1)3時00分～12時00分 200,000円～230,000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）
8人

年2回（前年度実績） 16040- 4996501
7人 他に分類されない製造業

(1)8時20分～17時00分 155,000円～183,000円
雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 13人
年2回（前年度実績） 16040- 4997001

3人 自動車整備業
(1)8時00分～17時00分 170,000円～300,000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） 厚生
月額　5,000円まで 3人
年2回（前年度実績） 16040- 4999601

62人 老人福祉・介護事業
(1)9時30分～18時30分 171,936円～187,856円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 54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 196人
年2回（前年度実績） 16040- 5002201

15人 労働者派遣業
(1)9時00分～18時00分 152,000円～160,000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 80人

16020-11872801
4人 その他の生産用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 160,000円～180,000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 15人
年2回（前年度実績） 16070- 3059801

25人 行政機関
(1)8時15分～17時15分 151,200円～151,200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（上限あり）
月額　55,000円まで 22,000人
年2回（前年度実績） 13080-72375201

1

収集運搬ドライバー（新川支社）
30歳以下 正社員

株式会社　島田商店

2人
富山県魚津市江口１７８４－１

 黒部市 土日他
2人

富山県富山市上赤江２丁目２番５
０号

076-433-3888 その他

【先週１週間　　１１月　１６日～　１１月　２０日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

切身作業
不問 正社員

古賀フーズ

0765-22-3486 その他

3

准看護師（夜勤専従）
59歳以下 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

看護師（夜勤専従）
59歳以下 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

1人
富山県魚津市横枕２４８

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市寿町６番２４号
0765-24-2765 毎　週

2人
富山県魚津市江口１７８４－１

0765-22-3486 その他

7

機械オペレーター
不問 正社員

変形（1
年単位）

有限会社　真岩精工

0765-24-3666 その他

6

アルミ建材製品の運搬及び資材の
開梱作業

59歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　開澤アルミ
 黒部市 土日祝他

5

検査工
40歳以下 正社員

変形（1
年単位）

北真工業　株式会社
 魚津市 日祝他

1人
富山県黒部市宇奈月町栃屋６３１

 下新川郡入
善町

日祝他
2人

富山県下新川郡入善町春日４１２
0765-72-2081 その他

1人
富山県黒部市中新５７３－１

0765-52-1793 毎　週

10

水産加工
18歳以上 正社員

変形
（1ヶ月

有限会社　今浜水産

0765-65-2727 その他

9

タイル工、タイル工見習い
不問 正社員

変形（1
年単位）

小林タイル工業　株式会社
 魚津市 日他

8

農作業
44歳以下 正社員

変形（1
年単位）

農事組合法人　ファームとちや
黒部市 他

1人
富山県下新川郡入善町芦崎８８－
１０

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市吉田８１３－１
0765-56-8168 その他

1人
富山県魚津市上村木４３９番地１

0765-22-3328 その他

13

介護職【特別養護老人ホーム】
不問 正社員以外

社会福祉法人緑寿会　特別養護老
人ホーム　越之湖

0765-76-0624 毎　週

12

自動車整備士
不問 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　吉野自動車
 魚津市 日祝他

11

部品付・検査
64歳以下 正社員

株式会社　清田建材
 黒部市 土日祝他

1人
富山県高岡市大坪町３丁目７－４
０　大坪ビル４Ｆ

 黒部市 他
1人

富山県黒部市堀切１００２
0765-57-3511 毎　週

1人
富山県魚津市大光寺２０３０－１
４

0765-24-5088 その他

16

一般事務／魚津年金事務所【特定
業務契約職員】

不問 正社員以外

日本年金機構

0766-24-8413 毎　週

15

機械組立及び配線工（見習い／魚
津工場）

30歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山英システムエンジニ
アリング

 魚津市 日祝他

14

事務員【トヨックス】
不問 無期雇用派遣労働者

株式会社　ステップ
 黒部市 土日祝

 魚津市 土日祝他
1人

東京都杉並区高井戸西３丁目５番
２４号

03-5344-1100 毎　週

2人
富山県滑川市改養寺３９番地１

076-474-0225 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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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） 15070-15989401

20人 酒類製造業
(1)8時00分～17時00分 154,000円～198,000円

雇用期間の定めなし 15人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 20人
年2回（前年度実績）40,000円～480,000円 16040- 4976101

14人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 144,840円～178,920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）300,000円～320,000円 16040- 4977401

150人 電子応用装置製造業
(1)8時30分～17時30分 156,000円～270,000円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～15時00分 45人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　100,000円まで 330人
年2回（前年度実績） 16040- 4982901

120人 病院
(1)9時00分～17時00分 173,500円～222,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～12時45分 110人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時45分～9時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　100,000円まで 780人
年2回（前年度実績） 16040- 4987201

120人 病院
(1)9時00分～17時00分 221,600円～305,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～12時45分 110人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時45分～9時15分 実費支給（上限なし） 拠出
780人

年2回（前年度実績） 16040- 4989001
16人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 250,000円～300,000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（上限なし）
16人

年2回（前年度実績） 16040- 4990901
5人 労働者派遣業

(1)8時30分～17時15分 192,000円～192,000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　15,000円まで 15,600人

16040- 4995201
36人 無機化学工業製品製造業

(1)0時30分～8時40分 172,000円～242,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～16時40分 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30分～0時40分 実費支給（上限あり） 拠出・給付
月額　14,000円まで 535人
年2回（前年度実績） 16070- 3046601

20人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

192,000円～405,000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） 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- 3027101
6人 建物サービス業

(1)8時15分～17時30分 181,000円～259,800円
雇用期間の定めなし (2)16時30分～0時30分 0人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時00分～8時30分 実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 25,409人
年2回（前年度実績） 16010-20367801

12人 労働者派遣業
(1)8時30分～16時45分 180,000円～195,000円

雇用期間の定めなし (2)16時45分～1時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 19,000人

16010-20391801
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 160,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 44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）
日額　250円まで 263人
年2回（前年度実績） 16040- 4965301

4人 保険媒介代理業
(1)9時30分～19時00分 208,000円～214,500円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生・その他

実費支給（上限あり）
月額　35,300円まで 38人
年2回（前年度実績）270,000円～1,200,000円 17010-23884901

5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 180,000円～200,000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　10,000円まで 5人
年3回（前年度実績） 16040- 4957301

4人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時30分 225,000円～389,000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 4人
年2回（前年度実績）400,000円～500,000円 16040- 4958601

1人
新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

19

介護員
69歳以下 正社員

特定非営利活動法人　三樹福寿会

025-371-4115 その他

18

瓶詰作業員
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

皇国晴酒造　株式会社
 黒部市 日祝他

17

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  下新川郡朝
日町

他

1人
富山県魚津市吉島８２９

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市植木１９４－２
0765-52-2121 毎　週

1人
富山県黒部市生地２９６

0765-56-8028 その他

22

看護師
64歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

医療法人社団　友愛病院会　黒部
温泉病院

0765-22-3477 毎　週

21

介護職員
64歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

医療法人社団　友愛病院会　黒部
温泉病院

 黒部市 他

20

製造スタッフ
59歳以下 正社員

フレック
ス

株式会社　シキノハイテック
 魚津市 日他

3人
富山県下新川郡朝日町横水１０５

 黒部市 他
1人

富山県黒部市窪野９２９
0765-52-4655 その他

3人
富山県黒部市窪野９２９

0765-52-4655 その他

25

動力設備保全管理
39歳以下 正社員

交替制あ
り

日本カーバイド工業株式会社　早
月工場

0765-83-2722 その他

24

経理事務
不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 魚津市 土日祝他

23

土木作業員
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

有限会社　稲垣重機  下新川郡朝
日町

日祝他

5人
長野県須坂市大字高梨２９３－１

 魚津市 他
1人

富山県滑川市大島５３０
076-471-0211 その他

1人
富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

28

クリンルーム内における半導体製
造装置のオペレーション

59歳以下 無期雇用派遣労働者
変形
（1ヶ月

ＵＴエイム　株式会社　富山キャ
リアセンター

026-242-3030 その他

27

施設管理業務（富山労災病院）
59歳以下 正社員

交替制あ
り

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 魚津市 他

26

店長候補：あっぷるぐりむグルー
プ各店舗（富山）

18歳～44歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社あっぷるアイビー
魚津市他 他

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

 魚津市 他
1人

富山県富山市桜橋通り桜橋通り１
番１８号　北日本桜橋ビル２階

076-411-9560 その他

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

31

機械加工
40歳以下 正社員

変形（1
年単位）

有限会社　本田製作所

0765-52-1330 毎　週

30

営業職　来店型保険ショップアド
バイザー　未経験者歓迎

40歳以下 正社員

ティ・アイ・エス株式会社
 魚津市 他

29

建材用部品（アルミ）の切断（Ｙ
ＫＫＡＰ（株）越湖製造所）

18歳～59歳 正社員
交替制あ
り

中野工業　株式会社
 黒部市 土日他

2人
富山県魚津市大光寺６２－３０

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町吉原４７７
８

0765-74-2000 その他

1人
石川県金沢市北安江２－２４－８
信開北安江ビル１Ｆ

076-265-5066 毎　週

0765-24-6268 その他

32

配管工
不問 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　三水
 魚津市 日祝他
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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　　１１月　１６日～　１１月　２０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。

110人 病院
(1)8時30分～17時00分 166,000円～166,000円

雇用期間の定めなし (2)16時30分～22時00分 75人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30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- 4961801

110人 病院
(1)8時30分～17時00分 179,000円～271,000円

雇用期間の定めなし (2)16時30分～22時00分 75人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30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- 4962201

110人 病院
(1)8時30分～17時00分 216,000円～311,000円

雇用期間の定めなし (2)16時30分～22時00分 75人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30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- 4963501

0人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)9時00分～19時00分 186,000円～300,000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　15,000円まで 100人
年2回（前年度実績） 16040- 4964001

2人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 230,000円～276,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 2人

16040-   21100
8人 再生資源卸売業

(1)8時00分～15時00分 950円～1,050円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災

なし
38人

16010-20549301
3人 建物サービス業

(1)10時30分～14時15分 860円～860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）
月額　15,000円まで 25,409人

16010-20437101
12人 建物サービス業

(1)9時30分～14時30分 880円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 11人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 25,409人

16010-20370601
7人 建物サービス業

(1)15時00分～20時00分 900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～20時00分 7人 労災

(3)20時00分～23時45分 なし
1,563人

16010-20297501
5人 建物サービス業

(1)8時00分～17時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 1,563人

16010-20348401
3人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～11時30分 1,266円～1,300円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 0人 労災

なし
3人

16040- 5004001
20人 建物サービス業

(1)9時00分～14時00分 860円～1,000円
雇用期間の定めなし 12人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 223人

16040- 5006601
8人 建物サービス業

(1)9時00分～13時00分 860円～930円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 8人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 223人

16040- 5007901
4人 水産食料品製造業

(1)13時00分～17時00分 850円～920円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　1,000円まで 4人

16040- 5011501
7人 その他のプラスチック製品製造業

(1)9時00分～15時00分 850円～850円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 7人
年2回（前年度実績）40,000円～40,000円 16040- 5012001

8人 建物サービス業
885円～885円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 8人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は10時00分～17時00分 月額　18,000円まで 85人
16040- 5014601

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市蛇田４７６７
0765-31-7225 その他

11

清掃作業
不問 パート労働者

黒部クリーンアンドグリーンサー
ビス　株式会社（ＹＫＫグルー

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市荒俣１８８２番地１
0765-56-9730 毎　週

10

検査員
不問 パート労働者

有限会社　大坪化工
 黒部市 土日祝

1人
富山県黒部市中野２４０

0765-52-3104 毎　週

9

箱詰作業
不問 パート労働者

古賀フーズ
 魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市寿町６番２４号

0765-24-2765 毎　週

8

清掃・リネンサービス【特別養護
老人ホーム越之湖】

不問 パート労働者

株式会社　谷口美装
 黒部市 他

2人
富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週

7

清掃【宇奈月グランドホテル】
不問 パート労働者

株式会社　谷口美装
 黒部市 他

10人
富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週

6

配管、空調、リフォーム工事、ハ
ウスクリーニング

不問 パート労働者

大沢設備
 魚津市 土日祝

1人
富山県魚津市火の宮町１ー２３

0765-22-2717 毎　週

5

清掃員（アップルヒル）
不問 パート労働者

株式会社　ホクタテ
 魚津市 他

2人
富山県富山市中野新町１丁目２番
１０号

076-421-0400 毎　週

4

清掃員（満天の湯　魚津店）
不問 パート労働者

株式会社　ホクタテ
 魚津市 他

2人
富山県富山市中野新町１丁目２番
１０号

076-421-0400 その他

3

客室清掃（ベストイン魚津）
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 他
5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

2

電話交換業務（富山労災病院）
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 土日祝
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

1

収集運搬・構内作業（新川支社）
64歳以下 パート労働者

株式会社　島田商店
 黒部市 月土日祝

1人
富山県富山市上赤江２丁目２番５
０号

076-433-3888 その他

37

造園工見習
不問 正社員以外

変形（1
年単位）

正樹園

34

准看護師（交替）
59歳以下 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）

33

看護助手
59歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

医療法人社団　信和会（魚津神経
サナトリウム）

 魚津市 他

 魚津市 他
2人

富山県魚津市江口１７８４－１
0765-22-3486 その他

2人
富山県魚津市江口１７８４－１

0765-22-3486 その他

3人
富山県黒部市前沢１５５６－３

0765-56-7174 その他

0765-22-3486 その他

36

調理係
44歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

アイデアン株式会社
 黒部市 他

35

看護師（交替）
59歳以下 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人

富山県魚津市江口１７８４－１
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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
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℡ 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。
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◎ 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。

3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)9時00分～13時00分 850円～850円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災

なし
3人

16040- 4998301
62人 老人福祉・介護事業

(1)9時00分～12時00分 1,080円～1,180円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 54人 労災

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 196人
年2回（前年度実績）10,000円～10,000円 16040- 5001801

6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)17時30分～21時30分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 4人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　18,400円まで 5,090人

16040- 5003501
11人 一般診療所

(1)8時00分～10時00分 850円～900円
雇用期間の定めなし 11人 労災

実費支給（上限なし）
11人

16040- 4978701
23人 建物サービス業

(1)11時00分～16時00分 870円～900円
雇用期間の定めなし 13人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 223人

16040- 4981601
150人 電子応用装置製造業

849円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 45人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
又は8時30分～17時30分 月額　100,000円まで 330人

年2回（前年度実績） 16040- 4983101
4人 男子服小売業

(1)16時00分～20時00分 1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)14時00分～20時00分 2人 労災

なし
又は13時00分～20時00分 8,273人

16040- 4984401
16人 水産食料品製造業

(1)4時00分～7時00分 1,100円～1,200円
雇用期間の定めなし 12人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 20人
年2回（前年度実績）70,000円～80,000円 16040- 4985701

16人 水産食料品製造業
(1)7時00分～12時00分 900円～900円

雇用期間の定めなし (2)7時30分～12時30分 12人 雇用・労災
(3)8時00分～13時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 20人
年2回（前年度実績）70,000円～80,000円 16040- 4986801

6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)9時00分～17時30分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 6人 労災

実費支給（上限あり）
月額　19,600円まで 5,090人

16040- 4988501
56人 都道府県機関

(1)7時30分～11時30分 898円～898円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時30分～10時30分 8人 公災

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 2,272人

16040- 4991101
98人 病院

870円～950円
雇用期間の定めなし 69人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時00分～18時30分 日額　1,264円まで 425人

年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 4966601
3人 婦人・子供服小売業

(1)9時30分～15時30分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)11時00分～17時00分 3人 雇用・労災

(3)15時00分～20時00分 実費支給（上限なし）
1人

16040- 4970201
11人 経済団体

(1)9時00分～15時30分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 8人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　29,500円まで 11人

16040- 4971501
26人 老人福祉・介護事業

(1)7時00分～11時00分 924円～975円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 25人 労災

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- 4972001

4人 家事サービス業
(1)13時00分～17時00分 969円～969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
(3)9時00分～13時00分 実費支給（上限あり）

日額　450円まで 47人
16040- 4973301

27

洗濯業務
不問 パート労働者

株式会社ハートケアサービス
 魚津市

月火金日
他

1人
富山県魚津市住吉１８６０－１

0765-23-6333 毎　週

26

ホームヘルパー
不問 パート労働者

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

0765-24-8822 毎　週

25

事務補助
不問 パート労働者

入善町商工会  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５２３
２－５

0765-72-0163 毎　週

24

ファッション販売員
不問 パート労働者

交替制あ
り

有限会社　オギノ
 黒部市 他

1人
富山県黒部市三日市三島町３１４
８－１

0765-52-0310 毎　週

23

運転手（スコール）
59歳以下 パート労働者

医療法人社団　ホスピィー
 魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市石垣３８９

0765-23-6366 毎　週

22

清掃及び雑役単純労務（会計年度
任用職員）

不問 パート労働者

黒部警察署
 黒部市 土日祝

1人
富山県黒部市三日市１５２４－１

0765-54-0110 毎　週

21

カフェスタッフ
不問 パート労働者

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所
 黒部市 水他

1人
富山県黒部市吉田２００

0765-54-8066 毎　週

20

ます寿司製造（午前）
不問 パート労働者

株式会社　植万
 黒部市 他

2人
富山県黒部市三日市３６４６

0765-52-0229 その他

19

ます寿司製造（朝）
18歳以上 パート労働者

株式会社　植万
 黒部市 他

1人
富山県黒部市三日市３６４６

0765-52-0229 その他

18

店内販売スタッフ
不問 パート労働者

交替制あ
り

青山商事株式会社（洋服の青山
魚津店）

 魚津市 他
1人

富山県魚津市吉島１４５－２
0765-22-8556 毎　週

17

製造スタッフ
不問 パート労働者

株式会社　シキノハイテック
 魚津市 日他

1人
富山県魚津市吉島８２９

0765-22-3477 毎　週

16

清掃員【パチンコＵＳＡ黒部店】
不問 パート労働者

株式会社　谷口美装
 黒部市 月木金土

1人
富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週

15

清掃員
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

14

レストランホールスタッフ
不問 パート労働者

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 毎　週

13

介護職【特別養護老人ホーム】
不問 パート労働者

社会福祉法人緑寿会　特別養護老
人ホーム　越之湖

 黒部市 他
1人

富山県黒部市堀切１００２
0765-57-3511 毎　週

12

検査員
不問 パート労働者

有限会社　コマツ工業
 魚津市 土日他

1人
富山県魚津市住吉３７３９

0765-22-5830 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　　１１月　１６日～　１１月　２０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。

3人 自動車整備業
(1)13時00分～18時00分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災
なし

3人
年2回（前年度実績） 16040- 4960701

5人 建物サービス業
(1)6時30分～10時00分 850円～950円

雇用期間の定めなし 5人 労災
実費支給（上限あり）
月額　3,000円まで 155人

16050- 5314301

29

クリーンクルー（黒部市役所）
不問 パート労働者

株式会社オカベ
 黒部市 土日祝他

1人
富山県南砺市遊部８７０番地

0763-52-4069 毎　週

28

洗車・納車業務・軽作業
不問 パート労働者

株式会社　カードックヒラタ
 黒部市 土日祝他

1人
富山県黒部市中野１６７－１

0765-54-5055 毎　週

基本コース

★日　程★

　１２月　１７日　（木） ９：３０　～　１１：３０ 新川文化ホール　１０４会議室

演習コース

★日　程★

　　１２月　１７日　（木） 　　１４：００　～　１６：００ 新川文化ホール　１０４会議室

　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。

➣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

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。

魅力的な履歴書・職務経歴書の作成

  これまでの仕事の経験を振り返り、面接の際のアピールポイントの分析を行います。

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！～

会 場

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

※新型コロナウイルス感染防止のため、

セミナーを中止する場合があることを、

あらかじめご了承願います。

　「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   　  １２月２日（水） 午前９時３０分～午前１２時００分

  　  １２月１６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       １２月９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。
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