
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

4人 医薬品・化粧品小売業
(1)10時00分～19時00分 220,000円～270,000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　10,000円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040- 3428111

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 193人
年2回（前年度実績） 16040- 3429711

95人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 178,092円～270,000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　30,000円まで 193人
年2回（前年度実績） 16040- 3431411

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 250,000円～450,000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- 3432011

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 240,000円～340,000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- 3434611

373人 自動車・同附属品製造業
(1)8時00分～17時00分 194,880円～227,360円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 51人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 373人

16040- 3436111
373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 51人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 373人

16040- 3437711
373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 51人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 373人

16040- 3438811
46人 その他の金属製品製造業

(1)8時00分～16時45分 170,000円～200,000円
雇用期間の定めなし 13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

16040- 3439211
373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 51人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 373人

16040- 3440011
45人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 185,000円～350,000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） 厚生
45人

年2回（前年度実績） 16040- 3415511
39人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時45分 165,000円～240,000円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 給付
39人

年2回（前年度実績） 16040- 3416411
28人 食料・飲料卸売業

(1)8時30分～17時30分 170,000円～210,000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）
月額　15,000円まで 32人
年2回（前年度実績）100,000円～250,000円 16040- 3420811

28人 食料・飲料卸売業
165,000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）

又は8時00分～17時30分の
間の8時間程度

月額　15,000円まで 32人
年2回（前年度実績）100,000円～250,000円 16040- 3421211

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- 3427911

180人 病院
(1)8時00分～17時00分 185,000円～232,400円

雇用期間の定めなし 135人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 180人
年2回（前年度実績） 16040- 3399111

黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市荻生８２１
0765-54-5400 毎　週

2人
富山県黒部市前沢４３７１

0765-52-3131 その他

16

介護職（デイサービス）
69歳以下 正社員

医療法人社団　一志会　池田リハ
ビリテーション病院

0765-78-2200 その他

15

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

14

製造業務及び製品の梱包業務
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　あいば食品 下新川郡入善
町

日他
1人

富山県下新川郡入善町舟見７１８

下新川郡入善
町

水他
2人

富山県下新川郡入善町舟見７１８
0765-78-2200 その他

3人
富山県下新川郡入善町上野８８８
１

0765-72-3033 毎　週

13

営業職（ルート配送中心）
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　あいば食品

0765-23-1110 毎　週

12

機械オペレーター
59歳以下 正社員

株式会社　津根ワグナー・カーバ
イト

下新川郡入善
町

土日他

11

道路巡視員
59歳以下 正社員

株式会社　東城
魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市六郎丸２９３５

下新川郡入善
町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

0765-72-5511 毎　週

1人
富山県魚津市西尾崎３８３

0765-32-5666 毎　週

10

金型製作
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

0765-72-5511 毎　週

9

塗装補助
64歳以下 正社員

株式会社　バンテクニカ
魚津市 土日他

8

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
3人

富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

下新川郡入善
町

土日他
2人

富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

0765-72-5511 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

0765-72-5511 毎　週

7

検査・測定
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

0765-24-1661 毎　週

6

技術系スタッフ
不問 正社員以外

アイシン・メタルテック　株式会
社

下新川郡入善
町

土日他

5

生産技術【魚津工場】
59歳以下 正社員

栄産業株式会社　魚津工場
魚津市 土日他

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
富山県魚津市住吉字野毛４０９９
－６

魚津市 土日他
1人

富山県魚津市住吉字野毛４０９９
－６

0765-24-1661 毎　週

1人
富山県黒部市若栗２１１１

0765-54-0622 毎　週

0765-52-0821 毎　週

【先週１週間　　７月　１９日～　７月　２１日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

製造スタッフ（課長候補）【魚津
工場】

59歳以下 正社員

栄産業株式会社　魚津工場

0765-54-0622 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

2

介護職員

1

鍼灸師
39歳以下 正社員

有限会社　自然堂（ひらた資生堂
薬局）

2人
富山県黒部市若栗２１１１

黒部市 月日
1人

富山県黒部市三日市３２０４－１

℡ 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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27人 旅館，ホテル
(1)6時00分～15時00分 170,000円～190,000円

雇用期間の定めなし 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
又は6時00分～21時30分の
間の8時間程度

月額　15,000円まで 28人
16040- 3406211

3人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 160,000円～160,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 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2回（前年度実績） 16040- 3410911

3人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 180,000円～180,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 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2回（前年度実績） 16040- 3411111

4人 医薬品・化粧品小売業
(1)10時00分～13時00分 1,000円～1,500円

雇用期間の定めなし (2)16時00分～19時00分 4人 労災
(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり）
又は10時00分～19時00分
の間の3時間以上

月額　10,000円まで 4人
16040- 3430511

95人 老人福祉・介護事業
(1)10時00分～12時00分 1,100円～1,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)17時00分～19時00分 79人 労災
実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 193人

16040- 3433311
95人 老人福祉・介護事業

(1)8時00分～13時00分 1,210円～1,280円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 79人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 193人

16040- 3435911
46人 その他の飲食料品小売業

850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 35人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～21時30分の
間の5時間程度

月額　10,000円まで 56人
16040- 3413811

13人 老人福祉・介護事業
(1)13時00分～19時00分 867円～933円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 8人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　18,700円まで 183人
年2回（前年度実績） 16040- 3414211

12人 スポーツ施設提供業
(1)7時30分～13時00分 860円～900円

雇用期間の定めなし (2)12時00分～16時00分 10人 労災
(3)18時00分～22時00分 実費支給（上限なし）

12人
16040- 3423411

3人 パン・菓子製造業
(1)9時00分～17時00分 900円～950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　5,000円まで 26人
年2回（前年度実績） 16040- 3424011

50人 旅館，ホテル
(1)13時00分～22時00分 1,000円～1,125円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時00分～22時00分 21人 労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 50人

16040- 3425311
27人 旅館，ホテル

(1)6時00分～10時00分 950円～1,050円
雇用期間の定めなし 20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 28人

16040- 3401611
27人 旅館，ホテル

950円～1,050円
雇用期間の定めなし 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
又は9時00分～15時00分の
間の4時間以上

月額　15,000円まで 28人
16040- 3402911

27人 旅館，ホテル
(1)18時00分～23時00分 950円～1,050円

雇用期間の定めなし 20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 28人

16040- 3403111
27人 旅館，ホテル

(1)9時00分～13時30分 950円～950円
雇用期間の定めなし 20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 28人

16040- 3404711
17人 病院

(1)9時00分～15時00分 900円～900円
雇用期間の定めなし 12人 労災

実費支給（上限なし）
147人

16040- 3405811

黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市中新３１－３
0765-54-0388 その他

1人
富山県黒部市中新３１－３

0765-54-0388 その他

19

介護職員【介護福祉士】
59歳以下 正社員

Ｅｉｓａｃ株式会社

0765-62-1131 その他

18

介護職員
59歳以下 正社員

Ｅｉｓａｃ株式会社
黒部市 日祝他

17

サービススタッフ
59歳以下 正社員

有限会社　桃源　（ホテル桃源）
黒部市 他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉２２－１

1

鍼灸師
59歳以下 パート労働者

交替制あ
り

有限会社　自然堂（ひらた資生堂
薬局）

黒部市 月日
1人

富山県黒部市三日市３２０４－１
0765-52-0821 毎　週

2

介護職員
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
2人

富山県黒部市若栗２１１１
0765-54-0622 毎　週

3

看護師
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
0765-54-0622 毎　週

4

厨房スタッフ
不問 パート労働者

有限会社　あさひふるさと創造社
（なないろＫＡＮ・らくち～の）

下新川郡朝日
町

他
1人

富山県下新川郡朝日町横水３００
番地

0765-83-3700 その他

5

介護職【あんどの里ありそ館】
不問 パート労働者

交替制あ
り

社会福祉法人　海望福祉会（あん
どの里）

魚津市 他
1人

富山県魚津市仏田３４６８番地
0765-22-8808 その他

6

フロント業務
不問 パート労働者

株式会社　アンテロ－プ
魚津市 他

2人
富山県魚津市道坂１０３－４

0765-32-8850 毎　週

7

販売員
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　昌栄堂
魚津市 他

1人
富山県黒部市三日市１０７８－１

0765-54-0002 毎　週

8

接客係
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　宇奈月延対寺荘
黒部市 他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉５３

0765-62-1234 毎　週

9

朝食スタッフ
不問 パート労働者

有限会社　桃源　（ホテル桃源）
黒部市 他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉２２－１

0765-62-1131 毎　週

10

館内業務（館内・客室清掃）
不問 パート労働者

有限会社　桃源　（ホテル桃源）
黒部市 他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉２２－１

0765-62-1131 その他

11

館内業務（寝具準備・食器洗浄）
不問 パート労働者

有限会社　桃源　（ホテル桃源）
黒部市 他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉２２－１

0765-62-1131 その他

12

浴場清掃業務
不問 パート労働者

有限会社　桃源　（ホテル桃源）
黒部市 他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉２２－１

0765-62-1131 その他

13

生活指導員
不問 パート労働者

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
0765-22-3486 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

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　　７月　１９日～　７月　２１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 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業

(1)8時00分～12時00分 850円～850円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～13時00分 8人 労災

(3)9時00分～15時00分 なし
又は8時00分～17時00分の
間の5時間程度

8人
16040- 3407511

2人 障害者福祉事業
(1)10時00分～14時00分 880円～880円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)10時00分～16時00分 2人 労災
実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 120人

16040- 3408411
2人 障害者福祉事業

(1)16時00分～18時00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- 3409011
4人 農畜産物・水産物卸売業

850円～850円
雇用期間の定めなし 3人 労災

なし
又は8時00分～19時00分の
間の4時間程度

6人
16040- 3412711

15人 その他の飲食料品小売業
900円～900円

雇用期間の定めなし 9人 労災
実費支給（上限あり）

又は10時00分～0時00分の
間の3時間以上

月額　5,000円まで 135人
16010-13548911

24人 その他の物品賃貸業
(1)22時45分～0時15分 1,333円～1,333円

雇用期間の定めなし 15人 労災
なし

90人
18010-12483311

24人 その他の物品賃貸業
(1)11時00分～16時00分 900円～1,000円

雇用期間の定めなし (2)16時00分～21時00分 15人 労災
なし

90人
18010-12484611

14

ゴム加工・検査
不問 パート労働者

有限会社　幸建興工業（ＳＫＫ）
黒部市 土日他

2人
富山県黒部市中新９９

0765-54-2558 毎　週

15

生活支援員（上原の家）
不問 パート労働者

社会福祉法人　新川むつみ園 下新川郡入善
町

月火水木
金土祝他

1人
富山県下新川郡入善町浦山新２２
０８

0765-78-1131 毎　週

16

生活支援員（上原の家）【週６日
勤務】

不問 パート労働者

社会福祉法人　新川むつみ園 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 なし

17

海産物、干物の販売
不問 パート労働者

株式会社　高岡商店 下新川郡入善
町

他
1人

富山県黒部市飯沢７２９番地
0765-56-8611 毎　週

18

店内スタッフ（魚津店／パート）
不問 パート労働者

有限会社　シーアンドエス
魚津市 他

3人
富山県富山市天正寺１０８３ 
　　　　　カワカミビル８階

076-422-2210 毎　週

19

閉店清掃（パチンコＵＳＡ黒部
店）

18歳以上 パート労働者

株式会社　アバスライン
黒部市 他

5人
福井県福井市和田中２丁目１９３
１ 

0776-43-0671 毎　週

20

清掃（パチンコＵＳＡ黒部店）
不問 パート労働者

株式会社　アバスライン
黒部市 他

3人
福井県福井市和田中２丁目１９３
１ 

0776-43-0671 その他

基本コース

★日　程★

　８月　１９日　（木） 　１４：００　～　１６：００ 新川文化ホール　１０４号室

　　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。

➣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）

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！～

新川文化ホール

魚津市宮津１１０

℡　0765－23－1123

※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。
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