
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

40人 警備業
(1)8時00分～17時00分 172,000円～197,800円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

260人
16020- 1922511

8人 一般貨物自動車運送業
(1)8時30分～18時00分 144,500円～185,000円

雇用期間の定めなし (2)20時30分～6時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 厚生
月額　30,000円まで 320人
年2回（前年度実績）400,000円～700,000円 16040-  783111

5人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 180,000円～280,000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 7人
年2回（前年度実績） 16040-  785811

721人 病院
(1)8時30分～17時00分 177,072円～185,640円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 572人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 938人
年2回（前年度実績） 16040-  786211

15人 歯科診療所
(1)9時00分～18時00分 220,000円～300,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時30分 14人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は9時00分～19時30分 月額　10,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16040-  787511

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～198,050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-  788411

23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30分～17時20分 170,000円～180,000円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　30,000円まで 56人
年2回（前年度実績） 16040-  790911

12人 市町村機関
(1)8時30分～17時15分 182,800円～182,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 336人
年2回（前年度実績） 16040-  791111

1人
管理，補助的経済活動を行う事業所（９５その他のサービス業）

(1)8時00分～17時00分 190,000円～280,000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　10,000円まで 1人
年2回（前年度実績） 16040-  792711

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-  793811

13人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 210,000円～273,000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）

25人
16040-  794211

13人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 210,000円～273,000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）

25人
年2回（前年度実績）180,000円～180,000円 16040-  795511

13人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 253,000円～455,000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）

25人
年2回（前年度実績）450,000円～600,000円 16040-  796411

2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 150,000円～300,000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（上限あり）
月額　20,000円まで 2人

16040-  767111
24人 その他の化学工業

(1)8時30分～18時00分 156,000円～190,000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　10,000円まで 24人
年2回（前年度実績） 16040-  768711

721人 病院
(1)8時30分～17時00分 180,744円～199,716円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 572人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 938人
年2回（前年度実績） 16040-  769811

0765-82-2626 その他

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週

14

電気配線（制御盤組立、機械配
線）

不問 正社員以外

株式会社　Ｄ－Ｆａｃｔｏｒｙ  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町泊２６０

15

製造ライン・後工程専任職 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　エヌエイチワイ  下新川郡朝
日町

日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町舟川新１２
８－１

0765-65-1082 その他

16

看護師 不問 正社員以外

黒部市民病院

0765-32-4021 毎　週

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市宇奈月町音沢３４６
番地の１

0765-65-1082 その他

11

鉄骨組立・解体作業員（とび・鍛
治）

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ＮＯＭＵＫＥＮ  黒部市 日他
4人

富山県黒部市宇奈月町音沢３４６
番地の１

12

土木作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ＮＯＭＵＫＥＮ  黒部市 日他
2人

富山県黒部市宇奈月町音沢３４６
番地の１

0765-33-5005 毎　週

13

土木施工管理 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ＮＯＭＵＫＥＮ

0765-65-1082 その他

 黒部市 他
1人

富山県黒部市前沢１５５６－３ 0765-56-7174 その他

8

道路工手 不問 正社員以外

朝日町役場  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町道下１１３
３

9

パソコンでの書類作成、ＣＡＤ操
作等

59歳以下 正社員

パソコンドクター　ティスモ  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市三日市３３３３－１
０

0765-54-1162 その他

10

調理係 44歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

アイデアン株式会社

0765-83-1100 毎　週

 魚津市 日祝
1人

富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-22-0939 その他

5

歯科衛生士 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団新医会　うめかわ歯
科クリニック

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市生地経新３５２１－
１

6

工場内軽作業（商品、資材の移動
等）

不問 正社員以外
変形（1
年単位）

株式会社　卵のタカムラ  黒部市 日他
1人

富山県黒部市沓掛６３５

2人
富山県魚津市釈迦堂１－１３－１ 0765-22-3192 その他

7

アルミサッシの組立、配達業務 61歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　アイザック・ユー

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週

0765-57-1233 毎　週

2

入出庫及び在庫管理作業 59歳以下 正社員
交替制あ
り

北陸トナミ運輸　株式会社　黒部
物流センター

 下新川郡入
善町

他

0765-78-1105 毎　週

3

法面吹付技術者（見習い） 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　北陸緑化  魚津市 日祝他

【先週１週間　　２月　８日　～　２月　１２日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

栄養業務 不問 正社員以外

黒部市民病院

1人
富山県下新川郡入善町若栗新２１
３－１

 魚津市　他 他
3人

富山県高岡市問屋町２１９番地 0766-29-1320 その他

1

警備スタッフ（富山営業所） 18歳～64歳 正社員
変形
（1ヶ月

ＫＹＯＤＯＵ株式会社

℡ 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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721人 病院
(1)8時30分～17時00分 165,648円～165,648円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 572人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 938人
年2回（前年度実績） 16040-  771011

41人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 156,000円～164,400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　10,000円まで 50人
年2回（前年度実績） 16040-  772311

41人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 156,000円～164,400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　10,000円まで 50人
年2回（前年度実績） 16040-  773611

3人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～16時30分 165,000円～230,000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　5,000円まで 3人

16040-  774911
105人 工業用プラスチック製品製造業

(1)8時30分～17時15分 163,000円～192,500円
雇用期間の定めなし (2)16時45分～1時05分 59人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時50分～8時50分 実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 105人
年2回（前年度実績） 16040-  782911

86人
その他の各種商品小売業（従業者が常時５０人未満のもの）

(1)6時00分～15時00分 205,150円～280,650円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 60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）
又は6時00分～22時30分 月額　72,450円まで 4,731人

年2回（前年度実績） 18040-  971711
1,009人 他に分類されない小売業

(1)8時45分～18時00分 179,000円～233,000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　16,100円まで 11,306人
年2回（前年度実績） 15070- 1774111

1,009人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 179,000円～233,000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　16,100円まで 11,306人
年2回（前年度実績） 15070- 1775711

1,009人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 179,000円～233,000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　16,100円まで 11,306人
年2回（前年度実績） 15070- 1776811

1,009人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 179,000円～233,000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　16,100円まで 11,306人
年2回（前年度実績） 15070- 1778511

4人 医薬品・化粧品小売業
250,000円～550,000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（上限なし）
又は8時30分～18時00分 205人

年2回（前年度実績）400,000円～1,600,000円 16010- 2886611
10人 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

155,000円～200,000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）
又は9時30分～20時10分 月額　25,000円まで 50人

年2回（前年度実績）80,000円～320,000円 16010- 2913511
20人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 175,000円～245,000円
雇用期間の定めなし 18人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 36人
年1回（前年度実績） 16040-  752211

93人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 153,800円～202,600円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 77人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30分～9時45分 実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 195人
年2回（前年度実績） 16040-  764311

17人 郵便局
(1)8時30分～17時15分 139,200円～139,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時45分～19時30分 7人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
日額　2,600円まで 68人
年2回（前年度実績）20,000円～50,000円 16040-  766911

113人 病院
(1)8時30分～17時15分 150,200円～199,600円

雇用期間の定めなし (2)6時30分～15時15分 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時45分～18時30分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040-  778211

32

介護職・看護助手（日勤のみ） 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
3人

富山県魚津市大光寺２８７

0765-54-0622 毎　週

0765-22-1567 その他

 下新川郡入
善町

土日祝
1人

富山県下新川郡入善町入膳３７２
９－２

0765-72-1848 毎　週

29

障害者支援員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

特定非営利活動法人　工房　あお
の丘

 下新川郡入
善町

日祝他
2人

富山県下新川郡入善町道古３４－
３

30

介護職員 59歳以下 正社員
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
2人

富山県黒部市若栗２１１１

076-423-8818 その他

31

窓口事務 不問 正社員以外
交替制あ
り

日本郵便　株式会社　入善郵便局

0765-72-2248 その他

 魚津市 他
1人

富山県富山市黒瀬北町１－７－７ 076-422-2911 その他

26

販売・店舗運営職（リージョナル
社員）

35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

27

調剤薬局薬剤師（うおづ駅前薬
局）

59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　アモール  魚津市 日祝他
1人

富山県富山市今泉１４７番地　Ａ
Ｙビル２Ｆ

025-371-4115 その他

28

販売スタッフ（魚津店） 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　太陽スポーツ

025-371-4115 その他

 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

23

販売・店舗運営職（リージョナル
社員）

35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

新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

24

販売・店舗運営職（リージョナル
社員）

35歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ  下新川郡入
善町

他
1人

新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

0765-72-2000 その他

25

販売・店舗運営職（リージョナル
社員）

35歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ

025-371-4115 その他

 黒部市 他
1人

福井県坂井市坂井町下新庄１５－
８－１

0776-72-1011 その他

20

運転手（ウイング車・４ｔ） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　森田物流  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市荻生２５３３

21

プラスチック成形 59歳以下 正社員
交替制あ
り

入善キタノ製作株式会社  下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町古黒部２０
５０番地

0765-52-5752 その他

22

精肉部門担当者【黒部店】 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ＰＬＡＮＴ

0765-54-4362 その他

 黒部市 他
1人

富山県黒部市荻生５８８－１ 0765-52-5752 その他

17

医師事務作業補助員 不問 正社員以外

黒部市民病院  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市三日市１１０８－１

18

トラック運転手（４ｔ） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

荻生運輸倉庫　株式会社  黒部市 他
1人

富山県黒部市荻生５８８－１

19

トラック運転手（１０ｔ） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

荻生運輸倉庫　株式会社

0765-54-2211 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　　２月　８日　～　２月　１２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。

113人 病院
(1)8時30分～17時15分 183,200円～215,200円

雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)6時30分～15時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040-  780311

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- 1382811

19人 労働者派遣業
(1)8時20分～17時00分 191,750円～191,750円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)13時00分～21時40分 10人 雇用・労災・健康・厚生
(3)6時20分～15時00分 実費支給（上限なし）

200人
16010- 2722611

4人 労働者派遣業
(1)8時00分～16時50分 260,923円～260,923円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)21時00分～5時50分 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

200人
16010- 2725711

19人 再生資源卸売業
(1)8時00分～17時00分 181,500円～231,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 5人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 19人
年2回（前年度実績） 16040-  727211

22人 一般土木建築工事業
(1)8時30分～18時00分 210,000円～320,000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 22人
年1回（前年度実績） 16040-  731911

3人 耕種農業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～210,000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　4,000円まで 3人

16040-  732111
187人 電子デバイス製造業

(1)8時10分～17時00分 151,000円～151,000円
雇用期間の定めなし 92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 187人
年2回（前年度実績） 16040-  733711

32人 障害者福祉事業
(1)8時30分～17時30分 173,800円～173,800円

雇用期間の定めなし 26人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　4,100円まで 52人
年2回（前年度実績） 16040-  740111

38人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)8時30分～18時00分 175,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 18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 38人
年2回（前年度実績） 16040-  741711

6人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 205,000円～310,000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　10,000円まで 8人
年3回（前年度実績） 16040-  742811

70人 病院
(1)8時30分～17時00分 190,000円～340,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時00分 62人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
70人

年2回（前年度実績） 16040-  743211
132人 病院

(1)9時00分～17時30分 195,000円～225,000円
雇用期間の定めなし 105人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,400円まで 132人
年2回（前年度実績） 16040-  745411

44人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～240,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～15時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040-  748611

13人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～240,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～15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　15,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040-  749911

44人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～240,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～15時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040-  750711

0765-24-4380 その他

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市上村木１丁目１４－
１１

0765-24-4380 その他

46

ユニットハウス製作作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

木下通信工業　株式会社  魚津市 日祝他

47

鋼製加工品の製作作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

木下通信工業　株式会社  魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市上村木１丁目１４－
１１

0765-72-5555 その他

48

電気通信設備工事員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

木下通信工業　株式会社

0765-24-4380 その他
2人

富山県魚津市上村木１丁目１４－
１１

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 その他

43

土木作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　池原谷組  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島１０２２

44

看護師・准看護師【外来】 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　仁敬会　坂本記念
病院

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳３３４
５－２

0765-56-7284 毎　週

45

ケアマネージャー（介護支援専門
員）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人　深川病院

0765-22-6300 その他

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市江口５６７－１ 0765-24-9116 その他

40

発送事務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

朝日電子　株式会社  下新川郡朝
日町

日祝他

41

看護師 59歳以下 正社員

社会福祉法人　くろべ福祉会  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市吉田７４５－３

0765-32-8380 その他

42

メンテナンス員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山下ホーム

0765-82-1740 その他

正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ミナミ  魚津市 他

1人
富山県下新川郡朝日町大家庄３５
８－１

 下新川郡朝
日町

土日他
1人

38

建築技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

伊藤建設　株式会社  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市島尻１３４６

39

農作業 40歳以下 正社員

株式会社　マッキーファーム

富山県下新川郡朝日町大屋６６－
１

0765-32-3790 毎　週

1人
富山県魚津市青柳９５

1人
富山県富山市新桜町４－２８　朝
日生命富山ビル　４階

076-433-8434 毎　週

0765-24-2300 その他

運転手（現場での軽作業あり） 64歳以下

株式会社　ビート　北陸支店  下新川郡入
善町

土日祝他

35

部品の入庫・ピッキング・梱包・
出庫

不問 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　ビート　北陸支店  黒部市

0765-22-1567 その他

37

076-433-8434 毎　週

36

自動車部品の機械オペレーター・
製品検査

18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

1人
富山県富山市新桜町４－２８　朝
日生命富山ビル　４階

 下新川郡朝
日町

他
1人

新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

025-371-4115 その他

土日祝他

33

介護福祉士（夜勤あり） 18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人

富山県魚津市大光寺２８７

34

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
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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　　２月　８日　～　２月　１２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。

44人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～240,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～15時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040-  751811

1人 他に分類されない小売業
(1)9時00分～17時00分 190,000円～190,000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- 2022411
0人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 206,063円～219,083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（上限あり）
月額　20,000円まで 70人

16040-    4510
9人 児童福祉事業

850円～930円
雇用期間の定めなし 9人 労災

実費支給（上限なし）
又は13時30分～18時30分 9人

16040-  784711
8人 障害者福祉事業

(1)14時00分～18時00分 900円～900円
雇用期間の定めなし 6人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 8人

16040-  789011
12人 老人福祉・介護事業

(1)10時00分～15時30分 850円～900円
雇用期間の定めなし 12人 労災

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 70人
年2回（前年度実績）0円～150,000円 16040-  797011

4人 その他の専門サービス業
(1)9時00分～17時00分 950円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 3人 雇用・労災・健康・厚生
なし

270人
17080- 1509311

2人 その他の食料品製造業
(1)10時00分～14時00分 1,200円～1,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 労災
なし

180人
年2回（前年度実績）10,000円～20,000円 16010- 2982611

721人 病院
(1)8時30分～12時00分 1,180円～1,300円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 572人 労災
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 938人
年2回（前年度実績） 16040-  770411

49人 畜産食料品製造業
(1)9時00分～13時00分 880円～880円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時00分～17時00分 24人 労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 49人

16040-  775111
36人 老人福祉・介護事業

(1)8時00分～9時30分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)14時30分～18時30分 16人 労災

(3)15時30分～18時00分 実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 36人

16040-  776711
0人 専門料理店

(1)10時00分～13時00分 950円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～19時00分 0人 その他

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 0人

16040-  779511
83人 病院

(1)8時30分～10時30分 2,000円～2,000円
雇用期間の定めなし 75人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～10時00分 月額　20,000円まで 83人

16040-  781611
4人 医薬品・化粧品小売業

1,600円～2,200円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
又は8時30分～18時00分 205人

年2回（前年度実績）0円～100,000円 16010- 2887911
10人 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

(1)10時00分～19時30分 850円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　200円まで 50人

16010- 2898811
18人 市町村機関

(1)9時00分～14時00分 1,055円～1,055円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 17人 労災

実費支給（上限あり）
月額　34,890円まで 938人

16040-  753511

49

運搬作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

木下通信工業　株式会社  魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市上村木１丁目１４－
１１

50

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  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

0765-24-4380 その他

0765-62-1106 毎　週

51

看護師 不問 正社員以外

大高建設　株式会社  黒部市 土日祝
1人

富山県黒部市宇奈月温泉６３３－
１

4人
富山県黒部市植木１１８　黒部市
立中央小学校内

090-2098-
1641

毎　週

0765-33-5008 毎　週

1

放課後児童クラブ（学童保育）指
導員

不問 パート労働者

中央チーキーズ　学童保育運営委
員会

 黒部市 日祝他

2

児童指導員 不問 パート労働者

株式会社　ＫＵＲＯＢＥ　Ｆｉｖ
ｅ－Ｏ

 黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市中新１８番地

 魚津市
水木金土
日

1人
富山県魚津市吉島１１１８－１ 0765-24-0315 毎　週

1人
石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

3

調理（魚津） 65歳以下 パート労働者

特定非営利活動法人生活支援セン
ター　アットホーム新川

076-451-5124 毎　週

4

入院セット受付・環境整備（坂東
病院）

不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 下新川郡朝
日町

土日祝他

5

企業食堂での食事の提供業務（富
山トヨタ魚津店※日曜のみ）

不問 パート労働者

株式会社　ユニオンランチ  魚津市
月火水木
金土祝他

1人
富山県富山市向新庄町４丁目１番
８２号

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週

4人
富山県黒部市石田９７８ 0765-56-7800 その他

6

看護師 不問 パート労働者

黒部市民病院

0765-72-2248 毎　週

7

アイスクリーム製造ラインスタッ
フ

不問 パート労働者

横山冷菓　株式会社  黒部市 日他

8

送迎車運転手 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

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町道古３４－
３

 下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町椚山１３３
６ 

070-8423-
5685

毎　週

2人
富山県下新川郡朝日町道下９００ 0765-83-2299 毎　週

9

唐揚げテイクアウト専門店での簡
単な調理、販売

不問 パート労働者
交替制あ
り

びっくりや

076-423-8818 その他

10

看護補助者 59歳以下 パート労働者

医療法人社団　　健心会　坂東病
院

 下新川郡朝
日町

他

11

調剤薬局薬剤師（うおづ駅前薬
局）

59歳以下 パート労働者

株式会社　アモール  魚津市 日祝他
1人

富山県富山市今泉１４７番地　Ａ
Ｙビル２Ｆ

 魚津市 他
1人

富山県富山市黒瀬北町１－７－７ 076-422-2911 毎　週

1人
富山県黒部市三日市１３０１ 0765-65-0020 毎　週

12

販売スタッフ（魚津店） 不問 パート労働者

株式会社　太陽スポーツ

13

保健事業に係る業務補助【会計年
度任用職員】／４時間

不問 パート労働者

黒部市健康増進課  黒部市 土日祝他

4／6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　　２月　８日　～　２月　１２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 市町村機関
(1)9時00分～16時00分 1,055円～1,055円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 17人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　34,890円まで 938人
年2回（前年度実績） 16040-  754411

92人 百貨店，総合スーパー
970円～970円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 73人 労災
実費支給（上限なし）

又は7時30分～0時15分の 8,317人
16040-  755011

92人 百貨店，総合スーパー
970円～970円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 73人 労災
実費支給（上限なし）

又は7時00分～0時15分の 8,317人
16040-  756311

92人 百貨店，総合スーパー
900円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 73人 労災
実費支給（上限なし）

又は7時30分～0時15分の 8,317人
16040-  757611

5人 建物サービス業
(1)11時30分～15時45分 1,000円～1,100円

雇用期間の定めなし (2)11時30分～15時15分 3人 労災
実費支給（上限あり）
日額　400円まで 142人
年2回（前年度実績）5,000円～30,000円 16040-  760211

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-  761511

113人 病院
850円～1,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 73人 労災
実費支給（上限あり）

又は6時30分～18時30分 月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040-  777811

4人 障害者福祉事業
(1)18時30分～8時30分 880円～880円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 2人 労災
実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 120人

16040-  729411
16人 障害者福祉事業

(1)8時30分～17時15分 880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)9時45分～18時30分 10人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 120人

16040-  730611
9人 書籍・文房具小売業

1,300円～1,700円
雇用期間の定めなし 3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 88人

年2回（前年度実績）20,000円～50,000円 16040-  734811
16人 書籍・文房具小売業

1,300円～1,700円
雇用期間の定めなし 7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 88人

年2回（前年度実績）20,000円～50,000円 16040-  735211
0人 耕種農業

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 その他

なし
又は7時30分～17時30分

16040-  736511
14人 病院

(1)8時30分～13時30分 900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 14人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　6,500円まで 14人
年2回（前年度実績） 16040-  737411

32人 障害者福祉事業
(1)9時00分～16時00分 1,200円～1,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 26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30分 月額　4,100円まで 52人
16040-  738011

16人 書籍・文房具小売業
1,500円～1,700円

雇用期間の定めなし 7人 労災
実費支給（上限あり）

又は1時30分～4時30分の 月額　3,000円まで 88人
年2回（前年度実績）20,000円～50,000円 16040-  739311

13人 老人福祉・介護事業
(1)9時30分～16時00分 900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　8,000円まで 36人
年1回（前年度実績） 16040-  744511

0765-65-0020 毎　週

14

保健事業に係る業務補助【会計年
度任用職員】／６時間

不問 パート労働者

黒部市健康増進課  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市三日市１３０１

 魚津市 他
3人

富山県魚津市住吉６００番地 0765-23-4111 毎　週

2人
富山県魚津市住吉６００番地 0765-23-4111 毎　週

15

レジスタッフ 不問 パート労働者

ＵＤリテール株式会社　ＭＥＧＡ
ドン・キホーテＵＮＹ魚津店

0765-23-4111 毎　週

16

鮮魚スタッフ 不問 パート労働者

ＵＤリテール株式会社　ＭＥＧＡ
ドン・キホーテＵＮＹ魚津店

 魚津市 他

17

売場スタッフ 不問 パート労働者

ＵＤリテール株式会社　ＭＥＧＡ
ドン・キホーテＵＮＹ魚津店

 魚津市 他
2人

富山県魚津市住吉６００番地

 下新川郡入
善町

月水金日
祝他

1人
富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

1人
富山県魚津市友道１７９７ 0765-24-1355 毎　週

18

工場内廃棄物運搬及び食堂清掃
【シロウマサイエンス（株）】

64歳以下 パート労働者

株式会社　新川ビルサービス

0765-22-1567 その他

19

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

20

介護職・看護助手 不問 パート労働者

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
4人

富山県魚津市大光寺２８７

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町浦山新２２
０８

0765-78-1131 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町浦山新２２
０８

0765-78-1131 毎　週

21

夜間支援員（上原の家・青野の家
兼任）

18歳以下 パート労働者

社会福祉法人　新川むつみ園

0765-65-7002 その他

22

生活支援員 不問 パート労働者
交替制あ
り

社会福祉法人　新川むつみ園  下新川郡入
善町

他

23

新聞配達【東山販売店】 18歳以上 パート労働者

北日本新聞　古川販売店  黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月町浦山９６７
－５

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月町浦山９６７
－５

0765-65-7002 その他

1人
富山県魚津市浅生２２０８－３ 0765-23-4709 その他

24

新聞配達【生地販売店】 18歳以上 パート労働者

北日本新聞　古川販売店

0765-76-0121 毎　週

25

ニラの調整、袋詰め、箱詰め 不問 パート労働者

村崎農園  魚津市 他

26

調理員 不問 パート労働者

嶋田医院  下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町高畠２６９

 黒部市 土日祝
1人

富山県黒部市吉田７４５－３ 0765-56-7284 毎　週

1人
富山県黒部市宇奈月町浦山９６７
－５

0765-65-7002 毎　週

27

看護師 不問 パート労働者

社会福祉法人　くろべ福祉会

0765-72-2248 毎　週

28

店舗管理業務【生地販売店】 18歳以上 パート労働者

北日本新聞　古川販売店  黒部市 他

29

菓子製造員 64歳以下 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
1人

富山県下新川郡入善町道古３４－
３
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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　　２月　８日　～　２月　１２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。

95人 老人福祉・介護事業
(1)7時50分～9時30分 1,200円～1,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)15時30分～17時00分 79人 労災
実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 195人
年2回（前年度実績）10,000円～10,000円 16040-  746011

21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～15時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～15時00分 17人 雇用・労災

(3)10時00分～16時00分 実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 21人
年2回（前年度実績）10,000円～40,000円 16040-  747311

3人 学習塾
(1)10時00分～19時00分 956円～957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） 拠出
月額　30,000円まで 2,129人

23020- 7835511

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市若栗２１１１ 0765-54-0622 毎　週

1人
富山県魚津市相木３５０ 0765-24-1126 毎　週

30

運転手 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

052-209-6721 毎　週

31

加工組立 64歳以下 パート労働者

有限会社　青山  魚津市 日他

32

子ども英会話講師（セイハ英語学
院アピタ魚津教室）

不問 パート労働者

セイハネットワーク　株式会社
中部統括本部

 魚津市 他
1人

愛知県名古屋市中区栄２丁目３－
６　ＮＢＦ名古屋広小路ビル４Ｆ

　「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   　  ２月１７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       ３月１０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。

　　　　　　★新型コロナウィルス感染防止のため、今後の状況により中止になる場合があります。
　　　　　　　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いします。

　　　　　　★該当の求人に興味のある方、面接を希望される方は、お気軽にご参加ください。説明を聞くだけでもかまいません。

　　　　　　★面接を希望される方は、履歴書をご持参ください。また、求職登録が済んでない方は、 事前に求職登録が必要になります。

　　　　　　★雇用保険受給者の方は、求職活動実績となりますので、雇用保険受給資格者証もお持ちください。

場　　　　所 事　業　所　名 年　齢 人　数 職　　　種 求人NO. 就業場所

1人 本社総務事務 16040-5154701

1人 本社経理事務 16040-5153401

1人 自動車の板金及び修理等 16040-5155801

1人 自動車販売の営業 16040-5152101

1人 施設管理 16040-5530401

1人 自動車の整備士 16040-436211

２人
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
160１0-427511

２人
訪問介護員

ニチイケアセンター黒部
16010-468511

２人
家事代行スタッフ

ニチイケアセンター黒部
16010-479311

２人
グループホーム介護員

ニチイケアセンター黒部
16010-898611

２人
訪問介護員

ニチイケアセンターとまり
16010-453311

２人
家事代行スタッフ

ニチイケアセンターとまり
16010-484511

５９歳
以下

２人
グループホーム介護員

ニチイケアセンター黒部
16010-413611 黒部市

3月10日（水）
14:00～
　1時間
程度

魚津公共職業安定所

１階　会議室 入善キタノ製作（株）
５９歳
以下

1人 プラスチック成形 16040-782911 入善町

魚津市2月25日（木）
14:00～
　1時間
程度

魚津合同庁舎
４階　会議室

澤田グループ
（ノースランド）

（澤田自動車販売）
（魚津興産）

５９歳
以下

　　　　　会社説明会・面接会は、求人事業所の担当者が指定の日時にハローワーク魚津にて求人内容を説明のうえ面接するものです。

日　　　時

3月4日（木）
14:00～
　1時間
程度

魚津公共職業安定所

１階　会議室

（株）ニチイ学館
ヘルスケア事業

富山支店

黒部市

朝日町

不問
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