
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

8人 産業機械器具卸売業
(1)8時20分～17時30分 260,000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） 拠出
月額　20,000円まで 138人
年2回（前年度実績） 15030-  425911

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-  994311

95人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 178,092円～270,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 79人 雇用・労災・健康・厚生・財形

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-  313211

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-  315411

38人 パン・菓子製造業
(1)9時00分～18時00分 180,000円～190,000円

雇用期間の定めなし 22人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 49人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040-  323511

2人 化学製品卸売業
250,000円～340,000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　30,000円まで 57人
年2回（前年度実績） 13070- 3274311

6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 6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）

6人
年2回（前年度実績） 16040-  307411

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-  309311

367人 病院
(1)8時15分～17時00分 194,300円～476,700円

雇用期間の定めなし 263人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　55,000円まで 367人
年2回（前年度実績） 16040-  294011

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-  295311

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-  296611

420人 その他のプラスチック製品製造業

(1)8時00分～17時00分 151,424円～154,752円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 163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 420人
年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040-  299711

420人 その他のプラスチック製品製造業

(1)8時00分～17時00分 174,720円～177,840円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時40分～0時40分 163人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時30分～8時30分 実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 420人
年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040-  300611

10人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 242,800円～442,800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 10人
年2回（前年度実績）150,000円～300,000円 16040-  301911

14人 その他の飲食料品小売業
(1)8時30分～17時00分 200,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)14時00分～22時00分 9人 雇用・労災・健康・厚生
(3)22時00分～7時30分 実費支給（上限あり）

月額　15,000円まで 14人
年2回（前年度実績） 16040-  302111

3人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)8時30分～17時30分 220,000円～240,000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

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 3人

16040-  303711

毎　週

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市植木４９１番地－１ 0765-56-6880 その他

14

大型運転手（トレーラ） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　飯作運輸  下新川郡入
善町

日祝他

小売販売員 44歳以下 正社員
交替制あ
り

合名会社　早川屋（セブンイレブ
ン　富山朝日町月山店）

 下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町字沼割４８
－１

0765-83-0767

その他

16

現場管理 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

有限会社　リバース工房

0765-72-2531 その他

15

1人
富山県下新川郡入善町上飯野９３
８の１

 下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町青木５７７
７番地

0765-72-0038 その他

11

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

検査・組立作業 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町青木５７７
７番地

0765-72-0038

毎　週

13

機械オペレータ作業（４班３交替
勤務）

不問 正社員以外
変形（1
年単位）

シロウマサイエンス株式会社

0765-24-4518 その他

12

2人
富山県魚津市吉島４４２５－１

 魚津市 他
2人

富山県魚津市吉島４４２５－１ 0765-24-4518 その他

8

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

薬剤師 59歳以下 正社員

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

その他

10

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

0765-52-1330 毎　週

9

高千穂商事株式会社  魚津市 日祝他

2人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市生地中区１０４－３ 0765-54-9888

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

03-3444-0233 その他

変形（1
年単位）

株式会社　東京ブレッド  黒部市 日祝他

1人
東京都渋谷区広尾１－４－８

＜急募＞【営業管理職】（所長補
佐）／魚津出張所

66歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

1人
富山県黒部市若栗２１１１ 0765-54-0622 毎　週

7

0765-32-3321 その他

6

5

パン製造員

1人
富山県黒部市石田１１６８－１７

 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

64歳以下 正社員

2

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

076-436-0911 毎　週

3

看護師・准看護師 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

 黒部市 他

【先週１週間　　１月　１２日　～　１月　１５日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

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

1人
富山県富山市中沖１５０－３

 魚津市 日祝他
2人

新潟県上越市上中田１１７８番地 025-525-8181 その他

1

検査装置メンテナンス（魚津営業
所）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　エム・エー・シー　テ
クノロジー

℡ 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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6人 木造建築工事業
(1)8時30分～17時30分 170,000円～230,000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　10,000円まで 6人
年2回（前年度実績） 16040-  304811

6人 木造建築工事業
(1)8時30分～17時30分 170,000円～230,000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　10,000円まで 6人
年2回（前年度実績） 16040-  305211

65人 その他の専門サービス業
(1)7時00分～16時00分 176,256円～176,256円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)11時00分～20時00分 60人 雇用・労災・健康・厚生
なし

270人
17080-  387211

12人 配達飲食サービス業
(1)10時30分～19時30分 157,000円～157,000円

雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生・その他

(3)13時00分～22時00分 実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 852人
年2回（前年度実績） 01020-  597011

30人 一般貨物自動車運送業
(1)8時30分～17時30分 155,100円～195,000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（上限なし）

32,281人
年2回（前年度実績） 16010-  856611

7人 生命保険業
(1)9時15分～17時00分 180,000円～240,000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　30,000円まで 7,812人
年2回（前年度実績）0円～0円 16040-  276211

365人 自動車・同附属品製造業
(1)8時00分～16時50分 190,738円～222,528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-  277511
49人 労働者派遣業

(1)8時00分～16時45分 201,600円～201,600円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～4時45分 20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-  278411
216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40分～17時20分 210,300円～300,400円
雇用期間の定めなし (2)11時00分～15時00分 29人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 給付
月額　100,000円まで 216人
年2回（前年度実績） 16040-  280911

11人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 140,000円～200,000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　15,000円まで 11人
年2回（前年度実績） 16040-  281111

142人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 155,000円～230,000円

雇用期間の定めなし 93人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 142人
年2回（前年度実績）50,000円～400,000円 16040-  282711

12人 建物サービス業
(1)8時40分～17時20分 176,000円～230,000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　5,000円まで 142人
年2回（前年度実績）50,000円～300,000円 16040-  283811

16人 金属素形材製品製造業
(1)8時20分～17時00分 141,400円～171,700円

雇用期間の定めなし 12人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 16人
年2回（前年度実績）60,000円～300,000円 16040-  287011

44人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 280,000円～371,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし） 拠出

44人
年3回（前年度実績） 16040-  288311

106人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 188,000円～256,000円

雇用期間の定めなし 85人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　35,000円まで 907人
年2回（前年度実績） 16040-  289611

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-  314511

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町小杉６４番
地

0765-32-3466 毎　週

0765-78-2500 その他

31

管理栄養士 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　藤聖会　入善老人
保健施設　こぶしの庭

 魚津市 水木他
1人

富山県魚津市港町７－８ 0765-22-0016 毎　週

28

資材梱包・運搬作業【サンリッツ
入善工場】

59歳以下 正社員

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入
善町

土日他

29

アルミ建材建具の組立 64歳以下 正社員

有限会社　奥村サッシ  黒部市 土日祝他
1人

富山県魚津市上村木１－２－１０
奥村ビル２Ｆ

0765-72-0510 その他

30

住宅リフォームの営業職 59歳以下 正社員

株式会社　関口組

0765-74-0246 毎　週
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 その他

25

品質保証 59歳以下 正社員
フレック
ス

株式会社サンリッツ  下新川郡入
善町

日祝他

26

一般事務 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中山建設　株式会社  下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳１９６
６

3人
富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

0765-72-5511 毎　週

27

ビルメンテナンス作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　新川ビルサービス

1人
富山県下新川郡入善町下上野４０
－１

 下新川郡朝
日町

日他
2人

富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136 その他

0765-74-7220 毎　週

商工会議所共済・福祉制度推進ス
タッフ

64歳以下 正社員

アクサ生命保険株式会社　富山営
業支社　魚津分室

 魚津市 土日祝他

毎　週

23

マシンオペレーター 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

 下新川郡入
善町

土日他

22

富山県富山市新庄本町二丁目８番
５９号

076-452-5522 その他

24

電子部品製造オペレーター 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

0765-24-9598

正社員
変形（1
年単位）

株式会社　テンフォー  魚津市 他

2人
富山県魚津市釈迦堂１－１２－１
８魚津商工会議所ビル５Ｆ

 黒部市 日祝他
1人

その他

21

保健指導員 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

日本通運　株式会社　富山支店

0138-31-0141 毎　週

20
1人

北海道函館市柏木町２４番１９号

 黒部市 他
2人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

エリア限定正社員（ピザ　テン．
フォー魚津店）

59歳以下

17

建築士・インテリアコーディネー
ター

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

フォルムゼノマ株式会社  黒部市 日祝他

現場管理 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

フォルムゼノマ株式会社  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市荻生５２５３－２ 0765-56-7531

19

病棟の看護補助（黒部市民病院） 不問 正社員以外

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

0765-56-7531 その他

18

1人
富山県黒部市荻生５２５３－２

0765-56-8372 毎　週

1

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
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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　　１月　１２日　～　１月　１５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 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-  317311

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-  318611

41人 老人福祉・介護事業
(1)9時00分～16時00分 1,200円～1,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 32人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 195人

16040-  319911
2人 建物サービス業

(1)8時00分～12時00分 850円～850円
雇用期間の定めなし 2人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 25人

16040-  308011
2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 2人 雇用・労災

(3)15時00分～20時00分 一定額
月額　2,000円まで 2人

16040-  310111
420人 その他のプラスチック製品製造業

(1)9時30分～15時30分 849円～849円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 163人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 420人
年2回（前年度実績）0円～10,000円 16040-  311711

68人 老人福祉・介護事業
950円～950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

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時30分 月額　18,700円まで 180人

年2回（前年度実績） 16040-  275811
7人 老人福祉・介護事業

(1)13時00分～17時00分 900円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)13時30分～17時30分 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-  279011

9人 一般乗用旅客自動車運送業
850円～1,000円

雇用期間の定めなし 3人 労災
なし

又は8時00分～14時00分 9人
年1回（前年度実績）0円～50,000円 16040-  284211

9人 一般乗用旅客自動車運送業

850円～1,100円
雇用期間の定めなし 3人 労災

なし
又は16時00分～2時00分 9人

年1回（前年度実績）0円～50,000円 16040-  285511
98人 病院

(1)8時00分～12時30分 880円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 69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～50,000円 16040-  291211

155人 病院
(1)9時00分～16時00分 900円～900円

雇用期間の定めなし 140人 労災
実費支給（上限あり）
月額　10,300円まで 160人
年2回（前年度実績） 16040-  292511

24人 その他の飲食料品小売業
900円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 20人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は8時30分～15時30分 月額　35,000円まで 1,400人
16010-  947711

44人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 960円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時00分～20時00分 39人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 90,768人

16010-  898611
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-  868811

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉野４７６－２ 0765-32-5305 その他

1人
富山県魚津市吉野４７６－２ 0765-32-5305 その他

2

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

0765-54-0622 毎　週

3

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

4

機能訓練指導員 不問 パート労働者

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

 黒部市 他
1人

富山県黒部市若栗２１１１

 黒部市 他
2人

富山県黒部市吉田２１１２ 0765-32-4289 毎　週

1人
富山県黒部市三日市三島町３１４
８－１

0765-52-0310 毎　週

5

清掃 不問 パート労働者

株式会社　四葉クリーン

0765-72-0038 その他

6

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

7

検査・組立作業 不問 パート労働者

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町青木５７７
７番地

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市仏田３４６８番地 0765-22-8808 毎　週

2人
富山県下新川郡入善町道古３４－
３

0765-72-2248 毎　週

8

事務職 不問 パート労働者

社会福祉法人　海望福祉会（あん
どの里）

0765-72-0203 毎　週

9

保育士 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

10

タクシードライバー 64歳以下 パート労働者

有限会社　丸善交通  下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町入膳７１６
９－１

 下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町入膳７１６
９－１

0765-72-0203 毎　週

1人
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 毎　週

11

タクシードライバー 64歳以下 パート労働者

有限会社　丸善交通

0765-24-3800 毎　週

12

送迎・環境整備 60歳以上 パート労働者

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 日祝他

13

介護職員 59歳以下 パート労働者

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人

富山県魚津市住吉２３６

 魚津市 土日祝
1人

富山県富山市千歳町１－６－１８
河口ビル別館３Ｆ

076-444-0633 毎　週

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 なし

14

調理補助 不問 パート労働者

株式会社　東洋食品　北陸事業部

076-452-5211 毎　週

15

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

16

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
1人

富山県富山市鶴ヶ丘町１０２番地
１

3／3ページ


