
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

20人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)7時30分～16時30分 175,265円～230,600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） 厚生
月額　10,000円まで 20人
年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16040- 1979011

20人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)7時30分～16時30分 181,115円～251,640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） 厚生
月額　10,000円まで 20人
年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16040- 1980911

71人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)21時30分～6時30分 170,000円～200,000円
雇用期間の定めなし 19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- 1981111

7人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)8時00分～17時00分 250,000円～350,000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 39人

16040- 1982711
15人 歯科診療所

(1)8時45分～17時45分 200,000円～250,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時30分～18時30分 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 15人

16040- 1983811
10人 清涼飲料製造業

(1)8時00分～16時45分 170,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)12時00分～20時45分 5人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時00分～0時45分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　6,000円まで 10人
年1回（前年度実績）5,000円～20,000円 16040- 1984211

19人 老人福祉・介護事業
(1)8時15分～17時15分 185,500円～201,360円

雇用期間の定めなし 9人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　13,500円まで 290人
年3回（前年度実績） 16040- 1986411

7人 老人福祉・介護事業
(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　8,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16040- 1990811

306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～17時00分 200,000円～240,000円
雇用期間の定めなし (2)16時45分～0時45分 90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　50,000円まで 336人
年3回（前年度実績） 16040- 1991211

8人 病院
(1)7時00分～16時00分 170,000円～170,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 8人 雇用・労災・健康・厚生
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- 1992511

71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 170,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 19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- 1993411

32人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 138,000円～138,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 31人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　21,500円まで 32人
年2回（前年度実績） 16040- 1995311

2人 その他の飲食料品小売業
(1)8時00分～16時30分 181,000円～201,000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）

又は5時00分～20時00分 月額　10,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16070- 1196211

0人 金属加工機械製造業
(1)8時30分～18時00分 200,000円～200,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
なし

32人
年2回（前年度実績） 10090- 1138511

3人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時30分～17時30分 200,000円～500,000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　30,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 13040-37055211

70人 労働者派遣業
(1)8時00分～16時50分 185,438円～274,125円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)21時00分～5時50分 50人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 1,492人

16010- 7629411

1

大型ダンプ運転手 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　籠瀬運輸

1人
富山県黒部市沓掛３１３３

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市沓掛３１３３ 0765-54-0246 その他

【先週１週間　　４月　１９日～　４月　２３日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

サービス管理責任者（障害福祉
サービス）

不問 正社員

株式会社　シーキュービック

0765-54-0246 その他

3

アルミ建材の切断（ＹＫＫＡＰ
（株）荻生製造所）

18歳～59歳 正社員

中野工業　株式会社  黒部市 土日他

2

重機オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　籠瀬運輸  黒部市 日祝他

1人
富山県黒部市生地経新３５２１－
１

 黒部市 土日祝
1人

富山県黒部市荻生７１７５－３ 0765-32-5272 毎　週

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

7

看護職員 59歳以下 正社員

社会福祉法人　新川老人福祉会

0765-57-1233 毎　週

6

ミネラルウォーターの製造 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　富山ビバレッジ  下新川郡入
善町

日他

5

受付・事務・医療補助【産休・育
休代替】

不問 正社員以外
交替制あ
り

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
富山県下新川郡入善町道古３４－
３

 魚津市 日
1人

富山県魚津市大光寺４５０ 0765-24-8822 毎　週

2人
富山県下新川郡入善町墓ノ木５７
９－１

0765-78-2211 その他

10

調理員 59歳以下 正社員
交替制あ
り

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

0765-72-2248 その他

9

ホース製造業務 35歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　トヨックス  黒部市 日祝他

8

保育士 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

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

 魚津市 他
1人

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他

1人
富山県黒部市前沢４３７１ 0765-52-3131 その他

13

営業及び配達（黒部支店） 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　サンフーズ

0765-52-1330 毎　週

12

一般事務 不問 正社員以外

社会福祉法人　入善町社会福祉協
議会

 下新川郡入
善町

土日祝他

11

ドア枠の加工・部品付作業（ＹＫ
ＫＡＰ（株）荻生製造所）

59歳以下 正社員
交替制あ
り

中野工業　株式会社  黒部市 土日他

1人
群馬県藤岡市三本木１１９

 黒部市 日他
1人

富山県滑川市上小泉２１８３番地 076-475-0341 その他

1人
富山県下新川郡入善町上野２７９
３－１　入善町健康交流プラザ

0765-72-5686 毎　週

16

工場内作業（派） 18歳以上 有期雇用派遣労働者
変形
（1ヶ月

株式会社ワークスタッフ　富山営
業所

0274-24-6101 その他

15

機械または電気設計／黒部市 64歳以下 正社員

株式会社タイホー精密  黒部市 土日祝他

14

ルート営業（富山県） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　スター 魚津市 日祝他

 下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県富山市牛島新町５－５ 076-464-6231 毎　週

1人
東京都品川区西五反田８丁目３番
１３号

03-6910-4910 毎　週

℡ 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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その際はあしからずご了承ください。

45人 警備業
(1)17時30分～8時30分 167,810円～190,300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　40,000円まで 760人
年2回（前年度実績）25,000円～50,000円 16010- 7637411

16人 一般貨物自動車運送業
(1)8時30分～17時30分 160,000円～195,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

34,449人
年2回（前年度実績） 16010- 7666911

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 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 520人

16010- 7604011
20人 家事サービス業

(1)8時30分～17時30分 176,360円～201,360円
雇用期間の定めなし 20人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　13,500円まで 50人
年2回（前年度実績） 16040- 1970311

37人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～16時45分 160,000円～260,000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）
月額　20,000円まで 115人
年2回（前年度実績） 16040- 1971611

43人
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器

(1)8時00分～17時00分 253,000円～403,000円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
43人

年3回（前年度実績） 16040- 1975811
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)10時00分～19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- 1976211
0人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)9時00分～18時00分 200,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 0人 その他

実費支給（上限なし）
又は11時00分～22時00分

16040- 1977511
4人 病院

(1)9時00分～18時00分 175,000円～180,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 4人 雇用・労災・健康・厚生

一定額
月額　3,800円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040- 1956911

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- 1957111
189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 53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- 1958711

306人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

(1)8時30分～17時30分 220,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 90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 336人
年3回（前年度実績） 16040- 1959811

306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～17時00分 220,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 90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 336人
年3回（前年度実績） 16040- 1960411

306人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

(1)8時30分～17時30分 220,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 90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 336人
年3回（前年度実績） 16040- 1961011

306人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

(1)8時30分～17時30分 220,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 90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 336人
年3回（前年度実績） 16040- 1962311

71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 144,000円～170,000円
雇用期間の定めなし 19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- 1966711

1人
富山県富山市金屋２７１５－１０

19

施設管理・企画運営・広報（自然
豊かな場所でのお仕事）

不問 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　バロン

076-443-5455 その他

18

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  黒部市 日祝他

17

機動隊員（魚津営業所） 18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

富山県綜合警備保障　株式会社  魚津市 他

1人
富山県魚津市住吉１８６０－１

 黒部市 他
1人

富山県富山市北代５２９８ 076-434-1881 毎　週

1人
富山県富山市新庄本町二丁目８番
５９号

076-452-5522 その他

22

機械設備工事管理 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

川端鐵工　株式会社

0765-23-6333 毎　週

21

マシンオペレーター 40歳以下 正社員

カナヤママシナリー　株式会社  黒部市 土日他

20

栄養士（責任者候補） 59歳以下 正社員

株式会社ハートケアサービス  魚津市 日他

1人
富山県魚津市吉島３８６－１

黒部市 日他
1人

富山県黒部市生地芦区２４７ 0765-56-8163 その他

2人
富山県黒部市沓掛３２５９ 0765-52-0888 毎　週

25

医療事務 不問 正社員

山本クリニック

0765-24-1197 毎　週

24

店内スタッフ 不問 正社員
交替制あ
り

黒部タンメン  黒部市 他

23

製造業（ビス袋作成） 59歳以下 正社員

カトーインダストリー　株式会社  黒部市 土日祝他

3人
富山県黒部市窪野９２９

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳１３９
－３

0765-74-0110 その他

2人
富山県黒部市沓掛６４５ 080-4399-

1688
毎　週

28

品質保証・品質管理職 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　トヨックス

0765-52-4655 その他

27

電子機器の組立・検査スタッフ
（未経験者可）

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

26

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

 黒部市 他

1人
富山県黒部市前沢４３７１

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市前沢４３７１ 0765-52-3131 その他

2人
富山県魚津市吉島８２９ 0765-22-3477 毎　週

31

情報システム・管理 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　トヨックス

0765-52-3131 その他

30

総務人事、経理職 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　トヨックス  黒部市 日祝他

29

耐圧ホース製造の生産技術職 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　トヨックス  黒部市 日祝他

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市前沢４３７１ 0765-52-3131 その他

1人
富山県黒部市前沢４３７１ 0765-52-3131 その他

0765-52-1330 毎　週

32

玄関ドアの組立（ＹＫＫＡＰ
（株）荻生製造所）

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社  黒部市 土日他
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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
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賃金
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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。

4,672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)8時00分～16時45分 160,000円～217,000円
雇用期間の定めなし 1,232人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 拠出
5,898人

年2回（前年度実績） 16040- 1967811
400人 市町村機関

(1)8時30分～17時15分 146,100円～154,900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 200人 雇用・健康・厚生・その他

実費支給（上限なし）
400人

年1回（前年度実績） 16040- 1974711
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ヶ月以上） (2)11時00分～20時00分 60人 雇用・労災・健康・厚生

なし
270人

17080- 3381011
65人 その他の専門サービス業

(1)11時00分～20時00分 163,200円～163,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60人 雇用・労災・健康・厚生

なし
270人

17080- 3382311
3人 歯科診療所

(1)8時15分～17時45分 165,680円～267,600円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時30分 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時30分～18時00分 実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 3人
年2回（前年度実績） 16040- 1942211

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- 1943511

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 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- 1944411

57人 洗濯業
(1)6時30分～15時30分 202,000円～230,000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 72人
年2回（前年度実績） 16040- 1949111

4人 鉄骨・鉄筋工事業
(1)8時00分～17時00分 144,000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　5,000円まで 4人

16040- 1951511
4人 鉄骨・鉄筋工事業

(1)8時00分～17時00分 140,000円～176,000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 4人

16040- 1952411
4人 鉄骨・鉄筋工事業

(1)8時00分～17時00分 160,000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　5,000円まで 4人

16040- 1953011
3人 耕種農業

(1)8時00分～17時00分 180,000円～350,000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　6,000円まで 3人
年2回（前年度実績）240,000円～400,000円 16040- 1955611

10人 医薬品・化粧品小売業
(1)10時00分～19時00分 150,000円～170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 98人
年2回（前年度実績） 17010- 8962111

13人 各種食料品小売業
(1)8時00分～17時30分 180,100円～210,400円

雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時30分 8人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 給付
月額　50,000円まで 3,400人
年2回（前年度実績） 15110- 2620611

83人 病院
(1)6時50分～16時20分 170,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)9時15分～18時15分 75人 雇用・労災・健康・厚生
(3)11時00分～20時00分 実費支給（上限あり）

月額　50,000円まで 83人
16040- 1925211

104人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 157,300円～185,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時15分～18時15分 76人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　22,500円まで 132人
年2回（前年度実績） 16040- 1926511

34

介護認定調査員 不問 正社員以外

魚津市役所

33

商品開発補佐（ファスニング） 不問 正社員

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所  黒部市 土日他

2人
石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

 魚津市 土日祝
1人

富山県魚津市釈迦堂１丁目１０－
１

0765-23-1020 毎　週

1人
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8066 毎　週

37

歯科衛生士 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

のと歯科

076-246-8711 毎　週

36

滅菌業務（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

 黒部市 土日祝

35

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

 黒部市 他

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

 黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市生地中区１７６マル
ゼン中央１Ｆ

0765-32-4696 毎　週

1人
石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

40

運転配達員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　重松

0765-52-1330 毎　週

39

建材部品の組立（ＹＫＫＡＰ
（株）越湖製造所）

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社  黒部市 土日他

38

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

1人
富山県黒部市前沢１８６

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市北中５５０－１ 0765-22-2352 その他

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

43

製缶・溶接工 64歳以下 正社員

株式会社　むら井

0765-54-0607 毎　週

42

一般事務 64歳以下 正社員

株式会社　むら井  黒部市 土日祝他

41

移動式クレーンオペレーター 64歳以下 正社員

株式会社　むら井  黒部市 土日祝他

2人
富山県黒部市若栗１３５４

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市前沢１８６ 0765-54-0607 毎　週

1人
富山県黒部市前沢１８６ 0765-54-0607 毎　週

46

地域正社員（魚津店）〔店舗運営
スタッフ〕

45歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　オーシャンシステム
業務スーパー事業部

0765-52-1960 その他

45

調剤薬局での事務全般［入善町：
はまにし薬局］

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　瑠璃光（瑠璃光薬局）  下新川郡入
善町

他

44

農作業全般 44歳以下 正社員

有限会社　林農産  黒部市 日他

2人
富山県下新川郡朝日町道下９００

 魚津市 他
1人

新潟県燕市佐渡５１２９ 0256-66-1100 その他

1人
石川県金沢市小立野１丁目２－７ 076-256-5278 その他

0765-83-2299 その他

48

日勤専従介護員（特別養護老人
ホーム）

不問 正社員以外

社会福祉法人　宇奈月福祉会（特
別養護老人ホーム　おらはうす宇

黒部市 他

47

調理員 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　　健心会　坂東病
院

 下新川郡朝
日町

他

1人
富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 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
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賃金
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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。

20人 一般廃棄物処理業
(1)8時00分～16時50分 225,000円～225,000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（上限なし） 厚生
23人

年2回（前年度実績） 16040- 1927411
6人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～380,000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 6人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040- 1928011

6人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～380,000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 6人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040- 1929311

6人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～380,000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 6人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040- 1930111

6人 紙製品製造業
(1)8時30分～17時15分 170,000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（上限なし） 拠出
530人

年2回（前年度実績） 16040- 1932811
11人 家事サービス業

(1)8時30分～17時30分 153,000円～161,000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　13,500円まで 50人
年2回（前年度実績） 16040- 1933211

5人 一般土木建築工事業
(1)7時45分～17時15分 198,000円～253,000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 5人
年2回（前年度実績）280,000円～360,000円 16040- 1935411

5人 一般土木建築工事業
(1)7時45分～17時15分 286,000円～286,000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 5人
年2回（前年度実績）280,000円～360,000円 16040- 1936011

5人 一般土木建築工事業
(1)7時45分～17時15分 275,000円～286,000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 5人
年2回（前年度実績）280,000円～360,000円 16040- 1937311

10人 経済団体
(1)8時45分～17時30分 150,600円～182,200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）
月額　5,000円まで 23人
年2回（前年度実績） 16040- 1939911

49人 警備業
(1)6時39分～15時25分 142,000円～145,000円

雇用期間の定めなし (2)9時24分～18時10分 18人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

369人
年2回（前年度実績）100,000円～110,000円 17010- 8869211

10人 一般貨物自動車運送業
(1)9時00分～18時05分 224,640円～224,640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　26,000円まで 1,972人

18010- 6966811
0人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

1,000円～1,100円
雇用期間の定めなし 0人 その他

実費支給（上限なし）
又は9時00分～22時00分

16040- 1978411
10人 清涼飲料製造業

(1)9時00分～16時15分 880円～880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） 厚生
月額　6,000円まで 10人
年1回（前年度実績）5,000円～20,000円 16040- 1985511

36人 老人福祉・介護事業
(1)7時45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- 1987011

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- 1989611

4

保育士 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

0765-72-2248 毎　週

3

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

0765-72-2248 毎　週

2

ミネラルウォーターの製造・検
査・ペットボトル成型

不問 パート労働者

株式会社　富山ビバレッジ  下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町墓ノ木５７
９－１

0765-78-2211 その他

1

店内スタッフ 不問 パート労働者
交替制あ
り

黒部タンメン  黒部市 他
10人

富山県黒部市沓掛６４５ 080-4399-
1688

毎　週

49

一般廃棄物収集運搬 59歳以下 正社員
交替制あ
り

黒部クリーン　株式会社

1人
富山県魚津市袋１７５

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市北野４７－２ 0765-52-0047 その他

52

解体作業員 59歳以下 正社員

株式会社　ライフシステム

0765-22-6990 毎　週

51

土木作業員 59歳以下 正社員

株式会社　ライフシステム  魚津市 土日祝他

50

配管工・現場管理 59歳以下 正社員

株式会社　ライフシステム  魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市三ケ２２７番７３号
（魚津企業団地）

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市袋１７５ 0765-22-6990 毎　週

1人
富山県魚津市袋１７５ 0765-22-6990 毎　週

55

土木一般現場スタッフ 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　古川建設

0765-24-9775 毎　週

54

事務 59歳以下 正社員

株式会社ハートケアサービス  魚津市 土日祝他

53

製造機械オペレーター段ボールの
製造、梱包

35歳以下 正社員

株式会社　タナックス　北陸工場  魚津市 土日祝他

1人
富山県下新川郡入善町舟見１３５
２

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町舟見１３５
２

0765-78-1736 その他

1人
富山県魚津市住吉１８６０－１ 0765-23-6333 毎　週

58

美術館業務全般、喫茶業務補助、
自主事業の企画運営ほか

不問 正社員以外

一般社団法人　黒部・宇奈月温泉
観光局

0765-78-1736 その他

57

土木一般世話役（現場のまとめ
役）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　古川建設  魚津市 日他

56

施工管理者（経験者） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　古川建設  魚津市 日他

 黒部市 他
1人

富山県黒部市若栗３２１２－１ 0765-57-2850 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町舟見１３５
２

0765-78-1736 その他

3人
福井県福井市問屋町１－５４ 0776-24-9481 毎　週

076-222-3395 毎　週

60

ドライバー（黒部営業所） 不問 正社員以外

セイノースーパーエクスプレス
株式会社

 黒部市 日祝他

59

施設警備（受付） 18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

セコムジャスティック北陸　株式
会社

 黒部市 土日祝他
1人

石川県金沢市北安江２丁目１５番
１０号 
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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　　４月　１９日～　４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。

83人 病院
(1)9時50分～18時20分 1,200円～1,200円

雇用期間の定めなし (2)6時30分～15時00分 75人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 83人

16040- 1972911
4人 自動車小売業

(1)9時00分～17時30分 1,000円～1,000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

なし
又は13時00分～17時00分 4人

16040- 1973111
3人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 3人 労災

実費支給（上限あり）
又は17時00分～0時00分 月額　4,000円まで 3人

16040- 1965111
2人 その他の飲食料品小売業

(1)15時00分～20時00分 900円～900円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 33人

16070- 1200811
16人 一般貨物自動車運送業

950円～1,160円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2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 34,449人

年2回（前年度実績） 16010- 7674911
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- 7575611
19人 旅館，ホテル

1,000円～1,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 労災

実費支給（上限なし）
又は0時00分～23時59分 5,324人

17010- 9059511
26人 その他の飲食料品小売業

(1)8時30分～15時30分 900円～900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（上限あり）
月額　35,000円まで 1,400人

16010- 7495611
104人 老人福祉・介護事業

(1)9時30分～15時30分 1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 76人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　22,500円まで 132人

16040- 1946311
3人 老人福祉・介護事業

(1)7時00分～9時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～20時00分 3人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 25人
年3回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040- 1947611

8人 障害者福祉事業
(1)6時30分～9時00分 880円～880円

雇用期間の定めなし 6人 労災
実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 120人

16040- 1948911
8人 障害者福祉事業

(1)17時00分～8時00分 880円～880円
雇用期間の定めなし 6人 労災

実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 120人

16040- 1950211
0人 各種商品卸売業

(1)9時00分～15時00分 850円～950円
雇用期間の定めなし 0人 その他

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 0人

16040- 1954311
8人 他に分類されない非営利的団体

(1)8時20分～12時50分 850円～870円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時30分～17時00分 4人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
8人

16040- 1931711
6人 書籍・文房具小売業

(1)3時30分～5時30分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 3人 労災

実費支給（上限あり）
月額　1,500円まで 6人

16040- 1941811

19

新聞配達 不問 パート労働者

ＡＳＡ魚津・黒部（朝日新聞販売
店）

 魚津市 他
2人

富山県魚津市平伝寺５１１ 0765-33-4085 その他

18

事務補助 不問 パート労働者
交替制あ
り

特定非営利活動法人　黒部まちづ
くり協議会

 黒部市 月日他
1人

富山県黒部市新牧野２２０ 0765-56-9687 毎　週

17

技術職（廃金属の分類） 不問 パート労働者

鴻源商事  下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町浦山新７１
－１

0765-78-1198 毎　週

16

夜間支援員（坊丸の家） 18歳以上 パート労働者

社会福祉法人　新川むつみ園  魚津市 他
1人

富山県下新川郡入善町浦山新２２
０８

0765-78-1131 毎　週

15

介助員（坊丸の家） 不問 パート労働者

社会福祉法人　新川むつみ園  魚津市 他
1人

富山県下新川郡入善町浦山新２２
０８

0765-78-1131 毎　週

14

生活支援員 不問 パート労働者

東京堂　株式会社  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町入膳７７９
１－７

0765-32-4870 毎　週

13

看護師・准看護師（デイサービ
ス）

不問 パート労働者

社会福祉法人　宇奈月福祉会（特
別養護老人ホーム　おらはうす宇

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 毎　週

12

調理補助（黒部市学校給食セン
ター）

不問 パート労働者

株式会社　東洋食品　北陸事業部  黒部市 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

11

ホテルフロントスタッフ　アパホ
テル〈富山駅前〉他

20歳以上 パート労働者

アパホテル　株式会社 魚津市 他
5人

石川県金沢市広岡１丁目９－２８ 076-232-8533 その他

10

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
1人

富山県富山市豊田本町２丁目１３
－２５

076-437-7590 毎　週

9

保健指導員 不問 パート労働者

日本通運　株式会社　富山支店  黒部市 日祝他
1人

富山県富山市新庄本町二丁目８番
５９号

076-452-5522 毎　週

8

配達業務（黒部支店） 40歳以下 パート労働者

株式会社　サンフーズ  黒部市 水土日他
1人

富山県滑川市上小泉２１８３番地 076-475-0341 毎　週

7

フロア係 不問 パート労働者

四季料理　悠  魚津市 他
2人

富山県魚津市釈迦堂１丁目１５－
２０

0765-24-5980 毎　週

6

タイヤ交換及び配達員 不問 パート労働者

有限会社　山西商会  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市本江９８０－１ 0765-24-3201 その他

5

調理補助 59歳以下 パート労働者
交替制あ
り

医療法人社団　　健心会　坂東病
院

 下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町道下９００ 0765-83-2299 毎　週
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