
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

5人 医薬品・化粧品等卸売業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～280,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし） 拠出

14人
年2回（前年度実績） 16010-10888111

16人 その他の専門サービス業
(1)22時00分～8時00分 192,000円～260,000円

雇用期間の定めなし (2)7時30分～16時30分 14人 雇用・労災・健康・厚生
(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり）

月額　20,000円まで 26人
年2回（前年度実績） 16010-10899211

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 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- 2873411
4人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時00分～18時00分 200,000円～250,000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　5,000円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040- 2874011

3人 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)10時00分～19時00分 202,650円～238,650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） 拠出
月額　50,000円まで 4,626人
年2回（前年度実績）535,500円～535,500円 22010-14028811

14人 労働者派遣業
(1)8時20分～17時00分 193,678円～193,678円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)13時00分～21時40分 7人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時20分～1時00分 実費支給（上限なし）

200人
16010-10741711

4人 写真機・時計・眼鏡小売業
(1)9時00分～18時00分 280,000円～350,000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）
200人

年2回（前年度実績） 16010-10776711
4人 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)9時00分～18時00分 185,000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）
200人

年2回（前年度実績） 16010-10777811
291人 一般貨物自動車運送業

(1)8時00分～17時00分 171,900円～200,000円
雇用期間の定めなし 54人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし） 拠出
34,499人

年2回（前年度実績） 16010-10789011
19人 建物サービス業

(1)9時00分～8時59分 184,900円～190,500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)18時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 給付
月額　20,000円まで 1,563人
年2回（前年度実績） 16010-10807211

1人 老人福祉・介護事業
(1)9時00分～18時00分 299,200円～299,200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　21,000円まで 11人
年2回（前年度実績） 16010-10663511

80人 自動車小売業
(1)8時30分～17時00分 162,820円～236,300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　12,900円まで 170人
年2回（前年度実績） 16010-10716111

89人 都道府県機関
(1)8時30分～17時15分 150,600円～182,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 25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） 16010-10730611

98人 病院
(1)8時30分～17時30分 155,000円～205,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 69人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時30分～12時30分 実費支給（上限あり）

月額　31,600円まで 425人
年2回（前年度実績） 16040- 2866411

13人 有機化学工業製品製造業
(1)23時00分～8時05分 200,000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 49人
年2回（前年度実績） 16040- 2867011

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- 2869611

 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

2人
富山県黒部市田家新６０８ 0765-52-3455 その他

16

外壁工事工 不問 正社員

ＫＳＫ

0765-23-6366 その他

15

押出機オペレーター 18歳～44歳 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ホクペレ  黒部市 日祝他

14

医療事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 日祝他

11

ケアマネ（魚津エリア） 59歳以下 正社員

株式会社　うちくるライフ  魚津市 土日他

1人
富山県魚津市石垣３８９

 魚津市 土日祝
1人

富山県富山市新総曲輪１－７ 076-431-4111 毎　週

6人
富山県富山市野口８４２番地 076-436-6110 その他

変形
（1ヶ月

株式会社　メガネのハラダ  魚津市他 他

1人
富山県富山市西野新４７番地

 黒部市 他
1人

富山県富山市中野新町１丁目２番
１０号

076-421-0400 その他

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

13

農業土木（産育休代替職員　新川
農林振興センター）

不問 正社員以外

富山県庁

076-461-7765 毎　週

12

自動車整備士（富山営業所・新川
営業所・呉西ＳＣいずれか）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

富山いすゞ自動車　株式会社 黒部市他 日祝他

1人
富山県富山市総曲輪３丁目２－２
９

 魚津市他 他
1人

富山県富山市総曲輪３丁目２－２
９

076-423-5860 その他

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

10

監視業務（富山市民病院防災セン
ター）

18歳以上 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ホクタテ

076-423-5860 その他

9

トラックドライバー及び倉庫内作
業等

34歳以下 正社員
変形（1
年単位）

日本通運　株式会社　富山支店 魚津市他 日祝他

8

店頭販売（滑川店、魚津店、黒部
店）

64歳以下 正社員

0765-24-1197 毎　週

7

メガネアドバイザー（滑川店、魚
津店、黒部店）

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　メガネのハラダ

054-275-5011 その他

6

網戸の組立・検査・梱包（交替勤
務）

不問 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　ビート　北陸支店  黒部市 土日祝他

5

店舗スタッフ（正社員）／魚津市 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　メガネトップ　（眼鏡
市場・アルク・レンズスタイル・

 魚津市 他

【先週１週間　　６月　７日～　６月　１１日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

電気工事・商品配達・設置 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　電化のオオツボ

076-479-9701 毎　週

3

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

2

介護職社員（グループホーム春日
の郷）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　北陸ケアサービス  下新川郡入
善町

他

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市植木２１７－１

1

産業廃棄物の選別 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

十全インターナショナル　株式会
社

2人
富山県富山市水橋中村町２５１番
地１

 魚津市 日祝他
1人

富山県富山市東田地方町１丁目６
番２３号

076-432-1161 その他

1人
静岡県静岡市葵区伝馬町８－６

0765-57-0032 その他

2人
富山県魚津市吉島３８６－１

℡ 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。

3人 自動車整備業
(1)8時30分～18時00分 180,000円～220,000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） 給付
月額　5,000円まで 3人

16040- 2870811
10人 自動車整備業

(1)9時00分～18時00分 137,000円～300,000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　28,000円まで 10人
年2回（前年度実績） 16040- 2871211

10人 自動車整備業
(1)9時00分～18時00分 137,000円～300,000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　28,000円まで 10人
年2回（前年度実績） 16040- 2872511

1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)10時00分～19時00分 151,200円～151,200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 6人

16040- 2862711
95人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 187,408円～245,072円
雇用期間の定めなし 79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 195人
年2回（前年度実績） 16040- 2863811

3人 その他の技術サービス業
(1)9時00分～18時00分 186,000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（上限なし）

20人
年2回（前年度実績） 15010-18328811

3人 その他の技術サービス業
(1)9時00分～18時00分 186,000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（上限なし）

20人
年2回（前年度実績） 15010-18329211

3人 その他の技術サービス業
(1)9時00分～18時00分 186,000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（上限なし）

20人
年2回（前年度実績） 15010-18330011

3人 その他の技術サービス業
(1)9時00分～18時00分 186,000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（上限なし）

20人
年2回（前年度実績） 15010-18331311

3人 その他の技術サービス業
(1)9時00分～18時00分 186,000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（上限なし）

20人
年2回（前年度実績） 15010-18333911

13人 燃料小売業
190,000円～230,000円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

又は7時00分～23時00分 240人
年2回（前年度実績） 16020- 6505711

56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 185,000円～215,000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 75人
年2回（前年度実績） 16040- 2843611

11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 145,800円～151,875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）
月額　10,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16040- 2844911

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） 拠出
月額　20,000円まで 6人

16040- 2845111
2人 燃料小売業

(1)7時30分～16時30分 200,000円～320,000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10時30分～19時30分 月額　20,000円まで 23人

年2回（前年度実績）140,000円～300,000円 16040- 2847811
10人 園芸サービス業

(1)8時00分～17時00分 184,000円～402,500円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生

なし
10人

年2回（前年度実績） 16040- 2850311
0765-54-3581 その他

32

造園・土木技術者及び作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　紙谷造園  黒部市 日他

29

住宅用アルミ製品部品の袋詰め、
取付け作業（越湖製造所）

69歳以下 正社員

有限会社　木島アルミ建材  黒部市 土日他

1人
富山県黒部市石田６５８１

 下新川郡朝
日町

他
5人

富山県魚津市末広町２－２０ 0765-24-1450 その他

1人
富山県下新川郡朝日町泊２６０ 0765-32-4021 毎　週

株式会社　大藤エンジニアリング 魚津市他 土日祝他

1人
富山県黒部市荒俣２０５番地

 魚津市 土日他
2人

富山県魚津市住吉字野毛４０９９
－６

0765-24-1661 毎　週

1人
富山県射水市庄西町２丁目６番６
２号

0766-82-3157 その他

31

（朝日町）セルフガソリンスタン
ドの運営管理及び自動車整備

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　浜岡商店

0765-56-8372 毎　週

30

機械設計 不問 正社員以外

株式会社　Ｄ－Ｆａｃｔｏｒｙ  下新川郡朝
日町

土日祝他

2人
新潟県新潟市中央区米山４丁目１
－３１　紫竹総合ビル１階

魚津市他 土日祝他
2人

新潟県新潟市中央区米山４丁目１
－３１　紫竹総合ビル１階

025-240-7788 毎　週

2人
新潟県新潟市中央区米山４丁目１
－３１　紫竹総合ビル１階

025-240-7788 毎　週

28

倉庫管理（有資格者） 59歳以下 正社員

栄産業株式会社　魚津工場

025-240-7788 毎　週

27

給油所スタッフ【呉東地区（上赤
江、滑川他）】

39歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ＳＨＩＭＡＲＳ 魚津市他 日祝他

26

組込系システムエンジニア　（富
山県内）

59歳以下 正社員

25

ネットワーク、インフラ技術者
（富山県内）

59歳以下 正社員

株式会社　大藤エンジニアリング

025-240-7788 毎　週

24

スマホアプリ開発（富山県内） 59歳以下 正社員

株式会社　大藤エンジニアリング 魚津市他 土日祝他

23

オープン系システム開発技術者
（富山県内）

59歳以下 正社員

株式会社　大藤エンジニアリング 魚津市他 土日祝他

20

販売 不問 正社員
交替制あ
り

有限会社　朝日物産  下新川郡入
善町

他

2人
新潟県新潟市中央区米山４丁目１
－３１　紫竹総合ビル１階

魚津市他 土日祝他
2人

新潟県新潟市中央区米山４丁目１
－３１　紫竹総合ビル１階

025-240-7788 毎　週

1人
富山県黒部市若栗２１１１ 0765-54-0622 毎　週

変形（1
年単位）

株式会社　カードックヒラタ  黒部市 日祝他

1人
富山県下新川郡入善町椚山１２３
７－３

 黒部市 月祝他
1人

富山県黒部市堀切１６７８－１ 0765-56-6178 その他

1人
富山県黒部市堀切１６７８－１ 0765-56-6178 その他

22

Ｗｅｂ系システム開発技術者（富
山県内）

59歳以下 正社員

株式会社　大藤エンジニアリング

0765-74-9150 毎　週

21

生活相談員 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 土日祝

1人
富山県黒部市中野１６７－１

19

自動車整備鈑金 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　カーフィールド

0765-54-5055 その他

18

自動車整備・修理・車検 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　カーフィールド  黒部市 月祝他

17

自動車整備 39歳以下 正社員
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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　　６月　７日～　６月　１１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。

41人 パン・菓子製造業
(1)6時00分～15時00分 180,000円～190,000円

雇用期間の定めなし 24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1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040- 2851611

4人 自動車整備業
(1)8時30分～17時00分 155,250円～258,000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　7,000円まで 4人
年2回（前年度実績）100,000円～ 16040- 2852911

8人 家具・建具・畳小売業
(1)9時00分～18時00分 168,000円～201,600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 8人
年2回（前年度実績）200,000円～200,000円 16040- 2854711

12人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 230,000円～320,000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 12人
年3回（前年度実績）200,000円～800,000円 16040- 2861111

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～230,000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- 2791211

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 220,000円～350,000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- 2792511

11人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 230,000円～300,000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 11人

16040- 2793411
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- 2796611
55人 非鉄金属素形材製造業

(1)8時00分～17時00分 166,200円～250,700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　12,500円まで 55人
年2回（前年度実績）780,000円～1,680,000円 16040- 2806511

22人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 172,800円～302,400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　50,000円まで 154人

16040- 2808011
95人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 169,847円～216,300円
雇用期間の定めなし 79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 195人
年2回（前年度実績） 16040- 2810111

22人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 280,000円～380,000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　50,000円まで 154人
年3回（前年度実績）10,000円～350,000円 16040- 2812811

22人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 280,000円～380,000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　50,000円まで 154人
年3回（前年度実績）10,000円～350,000円 16040- 2813211

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

(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- 2822211

75人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)11時00分～21時00分 170,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～1時00分 35人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 75人
年2回（前年度実績）50,000円～300,000円 16040- 2825011

56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 215,000円～300,000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 75人
年2回（前年度実績） 16040- 2832411

48

金属プレス工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

栄産業株式会社　魚津工場

0765-52-1330 毎　週

47

中華料理の調理・フロアー接客業
務

18歳～40歳 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　国光  魚津市 他

46

アルミ加工・部品付作業（ＹＫＫ
ＡＰ（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

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市住吉字野毛４０９９
－６

0765-24-1661 その他

2人
富山県魚津市本江　３１２６－３
（事務所）　　　　　 

0765-22-1001 その他

43

事務職員 39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 土日祝

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

 下新川郡朝
日町

土日他
2人

富山県下新川郡朝日町沼保字江上
１２２３－１

0765-83-1180 毎　週

2人
富山県下新川郡朝日町沼保字江上
１２２３－１

0765-83-1180 毎　週

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

1人
富山県黒部市若栗２１１１

 下新川郡朝
日町

土日他
2人

富山県下新川郡朝日町沼保字江上
１２２３－１

0765-83-1180 毎　週

1人
富山県黒部市天神新８番地 0765-52-1111 その他

45

土木技術者 59歳以下 正社員

株式会社　深松組　北陸支店

0765-54-0622 毎　週

44

建築技術者 59歳以下 正社員

株式会社　深松組　北陸支店  下新川郡朝
日町

土日他

1人
富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市小川寺４３２ 0765-31-7195 その他

1人
富山県魚津市江口５６７－１ 0765-24-9116 その他

42

土木作業員・重機オペレーター 不問 正社員以外

株式会社　深松組　北陸支店

0765-72-5511 毎　週

41

構内運搬業務 44歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ＪＸ金属三日市リサイクル　株式
会社

 黒部市 他

40

設備保全 不問 正社員以外

1人
富山県魚津市江口５６７－１

 下新川郡朝
日町

日他
2人

富山県下新川郡朝日町沼保６８１
番地

0765-82-1383 その他

39

土木作業員・重機オペレーター 69歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　海野重機

0765-24-9116 その他

38

住宅建築設計 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山下ホーム  魚津市 水祝他

37

住宅の現場監督の補助 29歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山下ホーム  魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市石垣４４９－２

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市相木２８４－１ 0765-22-0063 その他

2人
富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-3321 その他

36

一般土木 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　アラカワ

0765-22-7567 毎　週

35

ネット出品・回収買い取り補助 不問 正社員

有限会社　エコ・ライフ・サポー
ト

 魚津市 土日他

34

自動車整備士 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　小西モータース　（新
車市場　魚津店）

33

パン製造員【６：００～１５：０
０】

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　東京ブレッド  黒部市 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　　６月　７日～　６月　１１日に受理】
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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。
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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。

15人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)7時30分～16時30分 200,000円～240,000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）
27,238人

年2回（前年度実績）70,000円～200,000円 16040- 2835611
40人 旅館，ホテル

(1)8時30分～17時45分 173,500円～350,000円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 30人 雇用・労災・健康・厚生

(3)22時00分～8時00分 実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 15,000人
年2回（前年度実績） 16040- 2841011

13人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 230,200円～269,600円

雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 11人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　21,000円まで 123人
年2回（前年度実績） 16010-10567411

14人 歯科診療所
(1)8時40分～18時40分 200,000円～260,000円

雇用期間の定めなし (2)8時40分～18時10分 12人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

50人
年2回（前年度実績） 16070- 1718511

20人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

190,000円～240,000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- 1780411
25人 建物サービス業

(1)6時30分～15時00分 96,750円～103,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～17時00分 8人 労災

(3)8時30分～17時30分 実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 223人

16040-   17110
9人 病院

(1)16時20分～19時20分 900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時00分～9時00分 7人 労災

(3)10時20分～13時20分 なし
251人

16040- 2876611
0人 労働者派遣業

(1)9時00分～18時00分 1,150円～1,150円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)13時00分～21時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
2,000人

17080- 4668611
0人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

905円～1,150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～20時00分 19,985人

年2回（前年度実績）～70,000円 10020- 8667911
18人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)9時00分～16時00分 900円～900円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～23時59分 11人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時00分～9時00分 実費支給（上限あり）
又は0時00分～23時59分 日額　400円まで 260人

16010-10788411
33人 旅館，ホテル

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

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 15,000人
年2回（前年度実績） 16040- 2865511

25人 有機化学工業製品製造業
849円～900円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～17時05分 月額　15,000円まで 49人
16040- 2868311

25人 その他の飲食店
1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 13人 労災
実費支給（上限あり）

又は9時00分～8時59分の 月額　5,000円まで 8,235人
13040-51316511

9人 各種物品賃貸業
(1)10時00分～14時00分 900円～900円

雇用期間の定めなし (2)14時00分～18時00分 7人 労災
なし

4,919人
16010-10671511

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
16010-10626111

5人 電子デバイス製造業
(1)9時00分～15時00分 850円～900円

雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災
一定額
月額　3,000円まで 5人

16040- 2864211

52

歯科衛生士（フルタイム／りんご
の丘歯科医院）

64歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　光の道  魚津市 日祝他
1人

富山県滑川市常盤町１８１－４１

エームサービスジャパン株式会社
ＹＫＫ寮事業所

 黒部市 土日他

 黒部市 他
1人

富山県富山市西野新４７番 076-429-8766 毎　週

3人
富山県黒部市宇奈月温泉７－２６ 0765-62-1236 その他

49

調理 不問 正社員以外

3人
長野県須坂市大字高梨２９３－１ 026-242-3030 その他

076-475-8881 毎　週

1人
富山県黒部市堀切１３００ 
（ＹＫＫ光志寮内事務所）

53

接客・調理他：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

51

介護スタッフ（うちくる黒部病院
前）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　うちくる富山

0765-57-2258 毎　週

50

施設管理 64歳以下 正社員
交替制あ
り

ルートインジャパン株式会社（グ
ランヴィリオホテル宇奈月温泉）

 黒部市 他

54

清掃【黒部峡谷鉄道】 不問 正社員以外
交替制あ
り

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

2

販売業務 不問 有期雇用派遣パート
交替制あ
り

株式会社　マイサポート　北陸営
業所

 魚津市 他
1人

石川県白山市幸明町２８０番地
アピタ松任店３階

076-287-3503 毎　週

1

調理補助 不問 パート労働者
交替制あ
り

医療法人社団　七徳会  魚津市 他
2人

富山県魚津市友道７８９ 0765-24-7671 毎　週

4

店舗運営スタッフ（アプレシオ
魚津店）

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　Ｐｒｏｃｅｅｄ  魚津市 他
2人

富山県富山市天正寺６８ 076-495-7176 毎　週

3

パート／店舗スタッフ／入善店／
１２３４

不問 パート労働者

株式会社ヤマダホールディングス  下新川郡入
善町

他
1人

群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8725 毎　週

6

粉砕機オペレーター 不問 パート労働者

株式会社　ホクペレ  黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市田家新６０８ 0765-52-3455 その他

5

客室清掃（ハウスキーパー） 不問 パート労働者

ルートインジャパン株式会社
（ルートイン魚津）

 魚津市 他
2人

富山県魚津市上村木２－３－３９ 0765-22-7411 その他

8

スーパーでの店内清掃（原信　魚
津店）

不問 パート労働者

中越クリーンサービス　株式会社
富山営業所

 魚津市 他
2人

富山県富山市呉羽町６２４３－５ 076-415-8777 毎　週

7

接客・調理／黒部田家店 不問 パート労働者

株式会社　なか卯  黒部市 他
3人

東京都港区港南２－１８－１
ＪＲ品川イ－ス卜ビル５Ｆ

0120-129-073 毎　週

10

電線、ハーネスの加工 59歳以下 パート労働者

有限会社　高木電子工業  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉野７０９－１２
西部企業団地内

0765-24-7415 毎　週

9

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  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
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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　　６月　７日～　６月　１１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。

200人 病院
(1)8時30分～17時00分 1,033円～1,655円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 160人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 2846711

20人 その他のプラスチック製品製造業

(1)9時00分～16時00分 880円～950円
雇用期間の定めなし 19人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 20人

16040- 2853111
27人 児童福祉事業

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 23人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～14時00分 月額　13,400円まで 27人

16040- 2860911
10人 医薬品・化粧品小売業

850円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 労災

実費支給（上限あり）
又は10時00分～19時00分 月額　10,000円まで 98人

17010-12616011
10人 医薬品・化粧品小売業

(1)15時00分～19時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 98人

17010-12617311
10人 医薬品・化粧品小売業

(1)9時30分～13時30分 850円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 98人

17010-12619911
12人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)17時00分～19時30分 1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 11人 労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 18,389人
年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010-12648211

13人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 850円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～12時00分 9人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 25,409人

16010-10506711
13人 老人福祉・介護事業

1,200円～1,200円
雇用期間の定めなし 11人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～18時30分 日額　300円まで 123人

16010-10565211
13人 老人福祉・介護事業

(1)17時00分～9時00分 1,409円～1,409円
雇用期間の定めなし 11人 労災

一定額
日額　300円まで 123人

16010-10569311
19人 農畜産物・水産物卸売業

(1)6時00分～10時30分 900円～900円
雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 21人

16040- 2790811
4人 各種食料品小売業

(1)10時15分～15時00分 900円～900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（上限なし）
193人

16040- 2794011
11人 各種食料品小売業

(1)7時45分～15時45分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,400円まで 193人

16040- 2795311
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 870円～870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- 2798111

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 870円～870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- 2799711

8人 建物サービス業
(1)8時00分～12時15分 870円～980円

雇用期間の定めなし 8人 雇用・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- 2803711

12

検査 不問 パート労働者

アイテクノ  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市宇奈月町下立１１０
３

0765-65-1827 毎　週

11

看護師（手術室）【会計年度任用
職員】

不問 パート労働者

あさひ総合病院  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週

14

調剤薬局での事務全般［入善町：
はまにし薬局］

不問 パート労働者

株式会社　瑠璃光（瑠璃光薬局）  下新川郡入
善町

他
1人

石川県金沢市小立野１丁目２－７ 076-256-5278 その他

13

調理員 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

16

調剤薬局での事務全般［入善町：
はまにし薬局］午前

不問 パート労働者

株式会社　瑠璃光（瑠璃光薬局）  下新川郡入
善町

他
1人

石川県金沢市小立野１丁目２－７ 076-256-5278 その他

15

調剤薬局での事務全般［入善町：
はまにし薬局］午後

不問 パート労働者

株式会社　瑠璃光（瑠璃光薬局）  下新川郡入
善町

他
1人

石川県金沢市小立野１丁目２－７ 076-256-5278 その他

18

清掃業務（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 日祝他
2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 その他

17

洗浄員（有磯苑）富山県下新川郡
朝日町

不問 パート労働者

富士産業　株式会社  下新川郡朝
日町

他
1人

石川県金沢市本町２－１１－７
金沢フコク生命駅前ビル１０Ｆ

076-262-5900 その他

20

夜間介護スタッフ（黒部病院前） 59歳以下 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　うちくる富山  黒部市 他
1人

富山県富山市西野新４７番 076-429-8766 毎　週

19

日勤介護スタッフ（うちくる黒部
病院前）

59歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　うちくる富山  黒部市 他
1人

富山県富山市西野新４７番 076-429-8766 毎　週

22

対面サービス 不問 パート労働者

株式会社　エッセン  黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市中新７１－１ 0765-52-5260 毎　週

21

鱒寿司製造補助 不問 パート労働者

株式会社　ハリタ冷蔵  魚津市 火水他
1人

富山県魚津市港町５－１８ 0765-22-0172 その他

24

ホースの梱包 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

23

調理員・対面サービス 不問 パート労働者

株式会社　エッセン  黒部市 土日他
2人

富山県黒部市中新７１－１ 0765-52-5260 毎　週

26

清掃員【あさひ総合病院】 不問 パート労働者

株式会社　谷口美装  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週

25

散水小物の検査・組立・梱包 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
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（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。

45人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)7時00分～13時00分 882円～942円
雇用期間の定めなし (2)15時00分～20時30分 42人 雇用・労災

なし
45人

年2回（前年度実績） 16040- 2824411
6人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～13時30分 1,100円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)13時30分～16時30分 5人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 6人

16040- 2827611
6人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～13時30分 900円～950円
雇用期間の定めなし (2)13時30分～16時30分 5人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 6人

16040- 2829111
68人 金属加工機械製造業

(1)9時05分～15時00分 850円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 15人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 68人

16040- 2831511
0人 都道府県機関

(1)9時00分～14時00分 896円～896円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)12時00分～17時00分 0人 労災

(3)9時00分～15時45分 なし
938人

16040- 2833011
15人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)9時30分～15時00分 850円～900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（上限なし）
27,238人

16040- 2834311
9人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)16時00分～21時30分 900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 雇用・労災・健康

実費支給（上限なし）
又は16時00分～21時00分 27,238人

16040- 2842311
5人 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)9時00分～14時00分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～15時00分 4人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～18時00分 月額　30,000円まで 8,401人

39010-12465811

28

正・准看護師 不問 パート労働者

一般社団法人　デイサービス　む
すびの里

 魚津市 木土日
1人

富山県魚津市天王１５番地 0765-32-3637 毎　週

27

調理職員 69歳以下 パート労働者
交替制あ
り

アイ福祉サポート　株式会社  黒部市 他
1人

富山県黒部市生地芦区３４ 0765-33-4460 毎　週

30

清掃作業及び雑務 不問 パート労働者

アイティオ　株式会社  魚津市 日他
1人

富山県魚津市吉野６７５ 0765-24-7222 毎　週

29

介護職 不問 パート労働者

一般社団法人　デイサービス　む
すびの里

 魚津市 木土日
1人

富山県魚津市天王１５番地 0765-32-3637 毎　週

32

調理補助 不問 パート労働者

エームサービスジャパン株式会社
ＹＫＫ寮事業所

 黒部市 土日他
3人

富山県黒部市堀切１３００ 
（ＹＫＫ光志寮内事務所）

0765-57-2258 毎　週

31

海水浴場の監視員 18歳以上 パート労働者
交替制あ
り

黒部市役所　商工観光課  黒部市 他
4人

富山県黒部市三日市１３０１ 0765-54-2111 毎　週

34

販売スタッフマリオ魚津／ＭＥＧ
Ａドン・キホーテＵＮＹ魚津

不問 パート労働者

（株）キタムラ  魚津市 他
1人

高知県高知市本町４丁目１－１６
高知電気ビル３Ｆ 

045-476-0777 毎　週

33

調理補助 不問 パート労働者
交替制あ
り

エームサービスジャパン株式会社
ＹＫＫ寮事業所

 黒部市 他
1人

富山県黒部市堀切１３００ 
（ＹＫＫ光志寮内事務所）

0765-57-2258 毎　週

基本コース

★日　程★

　７月　１５日　（木） 　９：３０　～　１１：３０ 黒部市民会館　１０２号室

演習コース

①求職活動の心構え・自己理解

②魅力的な履歴書・職務経歴書の作成（個人ワーク）

③応募書類送付時の留意点

④面接で好印象を与えるために（身だしなみ、お辞儀の方法など）

★日　程★

　７月　１５日　（木） 　１４：００　～　１６：００ 黒部市民会館　１０２号室

➣参加費、テキスト代ともに無料です。

①就職活動の基本（応募、面接、就職までの流れ）

②富山県内の求人状況、企業の求める人材像について

③履歴書、職務経歴書作成の基本ルール

④面接の受け方（自己PR方法及び想定質問等）

　　当日受講された方には、「受講証明書」をお渡しいたします。

　　　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。

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。

会 場

黒部市民会館

黒部市三日市２９８１

℡　0765－54－1171

※当日お問い合せ：076－473－2824　（有）ステップアップ

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

北陸銀行

黒部支店●
富山地方鉄道

黒
部

あ
い
の
風

と
や
ま
鉄
道

旧
国
道
８
号
線

★黒部市民会館

●コラーレ

東三日市電鉄黒部

●郵便局
図書館●
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