
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 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)10時00分～19時00分 200,000円～310,000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　40,000円まで 1,277人
年1回（前年度実績）0円～350,000円 14100- 5321721

0人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 197,000円～252,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16020- 5951421

0人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 177,000円～202,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16020- 5953621

0人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 172,000円～192,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり）
又は7時30分～19時00分の
間の8時間

月額　30,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16020- 5960621

27人 一般貨物自動車運送業
(1)8時30分～17時30分 206,000円～235,000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 27人
年2回（前年度実績）160,000円～300,000円 16040- 2621921

27人 一般貨物自動車運送業
(1)8時30分～17時30分 189,000円～222,000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　15,000円まで 27人
年2回（前年度実績）50,000円～400,000円 16040- 2622121

8人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 145,200円～161,700円

雇用期間の定めなし 8人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 223人

16040- 2628421
3,726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 229,000円～556,000円
雇用期間の定めなし 1,147人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　20,800円まで 5,898人
年2回（前年度実績） 16040- 2631021

62人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 153,800円～236,500円

雇用期間の定めなし 54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 196人
年2回（前年度実績） 16040- 2634221

2人 産業用機械器具賃貸業
(1)8時00分～17時00分 201,000円～343,000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　21,750円まで 260人
年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 04010-29061621

1,027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　19,000円まで 11,465人
年2回（前年度実績） 15070- 5799121

1,027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　19,000円まで 11,465人
年2回（前年度実績） 15070- 5801021

1,027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　19,000円まで 11,465人
年2回（前年度実績） 15070- 5803821

1,027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　19,000円まで 11,465人
年2回（前年度実績） 15070- 5809921

2人 労働者派遣業
(1)8時40分～17時20分 201,500円～201,500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（上限なし）

880人
年2回（前年度実績）3,000円～15,000円 16010-10295821

17人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 153,000円～173,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 16人 雇用・労災・健康・厚生
(3)12時00分～21時00分 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） 16040- 2610521

 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

1人
富山県富山市桜橋通り１－１８
北日本桜橋ビル７Ｆ

076-431-6611 毎　週

16

介護職員（グループホーム　華の
れん）

64歳以下 正社員
交替制あ
り

東京堂　株式会社

025-371-4115 その他

15

偏光板（フィルム）の製品検査
不問 有期雇用派遣労働者

ＷＤＢ　株式会社　富山支店  下新川郡入善
町

土日他

14

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

11

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

 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

1人
新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

025-371-4115 その他

変形
（1ヶ月

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所
 黒部市 日他

1人
新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

 黒部市 日祝他
1人

宮城県名取市ゆりが丘２丁目２５
－１

022-796-0700 その他

1人
富山県黒部市堀切１００２

0765-57-3511 毎　週

13

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

12

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

3人
富山県黒部市吉田２００

 下新川郡朝日
町

日他
2人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 その他

1人
富山県下新川郡入善町下飯野２１
８－１

0765-76-0380 その他

10

建設機械の点検・修理
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

蔵王リース　株式会社

0765-54-8066 その他

9

介護職【デイサービスセンター】
59歳以下 正社員

社会福祉法人緑寿会　特別養護老
人ホーム　越之湖

 黒部市 日他

8

【総合職】人事担当者
不問 正社員

0766-54-6346 その他

7

清掃員【あさひ総合病院】
59歳以下 正社員

株式会社　谷口美装

0765-76-0380 その他

6

配車業務（配車補助）
61歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　北都高速運輸倉庫　黒
部

 下新川郡入善
町

日祝他

5

地場ドライバー（大型）
61歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　北都高速運輸倉庫　黒
部

 下新川郡入善
町

日祝他

【先週１週間　　５月　９日～　５月　１３日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

介護職員（日勤のみ）【グループ
ホームうわの】

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス

0766-54-6346 その他

3

介護職員【グループホームうわ
の】

18歳～64歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入善
町

他

2

介護職員（介護福祉士）【グルー
プホームうわの】

18歳～64歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入善
町

他

 下新川郡入善
町

他
4人

富山県高岡市関町６－２

1

販売・接客・サービス（メガネハ
ウス黒部店）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ＶＨリテールサービス

4人
富山県高岡市関町６－２

 黒部市 他
3人

神奈川県厚木市林５－７－１３
03-3527-3002 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町下飯野２１
８－１

0766-54-6346 その他

4人
富山県高岡市関町６－２

℡ 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。

167人 その他の食料品製造業
(1)8時30分～17時00分 201,000円～359,000円

雇用期間の定めなし 23人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
167人

年2回（前年度実績） 16040- 2611421
14人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 250,000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）
14人

年2回（前年度実績） 16040- 2614921
42人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 205,000円～371,000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） 拠出
42人

年3回（前年度実績） 16040- 2615121
29人 加工紙製造業

(1)8時30分～17時00分 160,000円～180,000円
雇用期間の定めなし 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 29人
年2回（前年度実績） 16040- 2624721

11,052人 他に分類されない事業サービス業

(1)8時30分～17時30分 215,000円～325,000円
雇用期間の定めなし 2,968人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
11,900人

27020-30610621
10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)9時00分～18時00分 6人 雇用・労災・健康・厚生

(3)17時00分～9時00分 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） 16010-10143521

15人 労働者派遣業
(1)8時30分～17時15分 228,000円～228,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 18,800人

16040- 2606921
1人 美容業

(1)8時30分～17時00分 200,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災

一定額
月額　3,000円まで 1人
年2回（前年度実績）0円～150,000円 16040- 2609721

53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 190,000円～230,000円
雇用期間の定めなし 15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 64人
年2回（前年度実績） 16040- 2587821

3人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 230,000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　5,000円まで 3人
年1回（前年度実績） 16040- 2588221

8人 セメント・同製品製造業
(1)7時45分～16時45分 180,000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） 厚生
月額　9,000円まで 8人
年2回（前年度実績）150,000円～300,000円 16040- 2589521

224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 162,500円～216,400円
雇用期間の定めなし 34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 224人
年2回（前年度実績） 16040- 2590321

5人 建物サービス業
(1)8時30分～17時15分 160,000円～170,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 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 5人
年2回（前年度実績） 16040- 2591621

170人 洗濯業
(1)8時00分～17時00分 170,000円～200,000円

雇用期間の定めなし 130人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 170人
年2回（前年度実績）50,000円～100,000円 16040- 2594021

35人 一般診療所
(1)8時30分～17時30分 160,000円～190,000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　15,000円まで 35人
年2回（前年度実績） 16040- 2595721

9人 老人福祉・介護事業
(1)9時00分～17時00分 214,500円～234,500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　100,000円まで 710人
年2回（前年度実績） 16040- 2597221

0765-52-2588 その他

32

介護職員（管理者候補）
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

医療法人社団　友愛病院会　黒部
温泉デイサービスセンター

 黒部市 日祝他

29

病院洗濯員
59歳以下 正社員

交替制あ
り

有限会社さくらい愛護会
 黒部市 他

1人
富山県黒部市窪野９２９

 黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市生地神区３７０
0765-56-5166 毎　週

1人
富山県魚津市三ケ７３９－１

0765-22-5252 その他

株式会社　ビーダッシュ
 魚津市 土日祝他

1人
富山県黒部市荻生６６７５番地５

 下新川郡入善
町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町下上野４０
－１

0765-74-7220 毎　週

1人
富山県黒部市田家新９６９

0765-52-0495 その他

31

介護職員
不問 正社員

医療法人社団亮之会　むらおかク
リニック

0765-54-1800 その他

30

ルート集配
61歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　富山第一ドライクリー
ニング

 魚津市 日他

2人
富山県魚津市青島７６　辻ニュー
タウン７０２

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市横枕６４７－１
0765-24-7477 その他

1人
富山県黒部市三日市３１２０

0765-52-1710 毎　週

28

偏光板検査員
35歳以下 正社員

株式会社サンリッツ

0765-32-3484 毎　週

27

経理及び総務
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

黒部生コンクリート工業　株式会
社

 黒部市 日祝他

26

建設業
40歳以下 正社員

25

製造（加工）職
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　石崎建材社

0765-54-2122 毎　週

24

アイリスト
不問 正社員

Ｆａｍｉｅｉｅ
 黒部市 月火他

23

経理事務【タワーパートナーズセ
ミコンダクター（株）】

不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 魚津市 土日祝他

20

ダンボールの配送
40歳以下 正社員

変形（1
年単位）

黒部紙業　株式会社
 黒部市 日他

1人
富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

 魚津市 他
1人

富山県富山市西野新４７番
076-461-7765 毎　週

2人
大阪府大阪市北区角田町８－１ 
大阪梅田ツインタワーズ・ノース

06-4709-8510 毎　週

株式会社ウーケ  下新川郡入善
町

土日他

1人
富山県黒部市石田１１６８－２１

 魚津市 水木他
1人

富山県魚津市港町７－８
0765-22-0016 毎　週

2人
富山県下新川郡朝日町横水１０５

0765-83-2722 毎　週

22

介護スタッフ（うちくる魚津労災
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

0765-52-0532 その他

21

（常派）生産管理技術者
59歳以下 無期雇用派遣労働者

株式会社　スタッフサービス　大
阪第一オフィス

魚津市　他 土日祝他

1人
富山県下新川郡入善町下飯野２３
２番地の５

19

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

0765-76-0023 毎　週

18

土木作業員
59歳以下 正社員

有限会社　稲垣重機 下新川郡朝日
町

土日他

17

生産管理業務（管理職候補）
59歳以下 正社員
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16人 老人福祉・介護事業
(1)8時00分～17時00分 150,000円～200,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 14人 雇用・労災・健康・厚生
(3)17時00分～9時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 19人
16040- 2598521

2人 板金・金物工事業
(1)8時00分～17時30分 216,000円～432,000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） 拠出
月額　5,000円まで 4人
年2回（前年度実績）100,000円～500,000円 16040- 2604321

19人 金属素形材製品製造業
(1)8時15分～17時00分 180,000円～420,000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） 拠出
19人

年2回（前年度実績）300,000円～700,000円 16040- 2605621
16人 燃料小売業

(1)8時00分～17時00分 206,120円～212,453円
雇用期間の定めなし (2)14時00分～23時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)23時00分～8時00分 実費支給（上限なし） 拠出
4,265人

年2回（前年度実績）100,000円～636,800円 17080- 3927021
15人 化学製品卸売業

(1)8時30分～17時30分 180,000円～195,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時30分～8時30分 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
61人

27180- 6241421
10人 酒場，ビヤホール

(1)15時00分～0時00分 210,000円～278,000円
雇用期間の定めなし (2)19時00分～1時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時00分～23時00分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 22,527人

13170-10975021
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3回（前年度実績） 15030- 4191721

0人 警備業
(1)7時00分～21時00分 164,560円～205,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0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- 9817921

40人 警備業
(1)8時00分～17時00分 178,450円～204,250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- 5643321

14人 金属被覆・彫刻業，熱処理業（ほうろう鉄器を除く）

(1)8時00分～17時00分 210,000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　10,000円まで 15人
年1回（前年度実績） 16040- 2557321

10人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 224,600円～303,050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 10人
年2回（前年度実績）180,000円～500,000円 16040- 2558621

14人 その他の飲食料品小売業
(1)8時30分～17時00分 220,000円～280,000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- 2562221

58人 一般乗用旅客自動車運送業

(1)9時00分～18時00分 200,000円～280,000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　11,300円まで 58人

16040- 2564421
170人 洗濯業

(1)8時00分～17時00分 170,000円～200,000円
雇用期間の定めなし 130人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 170人
年2回（前年度実績）30,000円～ 16040- 2567921

14人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 198,000円～330,000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） 拠出
月額　7,000円まで 14人
年3回（前年度実績）800,000円～2,520,000円 16040- 2568121

14人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 198,000円～330,000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） 拠出
月額　7,000円まで 14人
年3回（前年度実績）800,000円～2,520,000円 16040- 2570221

47

ラインオペレーター（工作機械の
操作と製品の機械加工等）

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　田村鉄工所
 黒部市 日他

1人
富山県黒部市田家新６８９－２

0765-52-1617 その他

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
富山県黒部市田家新６８９－２

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市三ケ７３９－１
0765-22-5252 その他

1人
富山県魚津市本江２８６０－２

0765-22-0640 その他

0765-52-1617 その他

48

設計・作図（建築鉄骨・鋼構造
物・産業用機械等）

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　田村鉄工所
 黒部市 日他

1人
富山県下新川郡朝日町字沼割４８
－１

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市江口４０５番地
0765-24-7755 その他

1人
富山県黒部市前沢堂田１９４７番
地１

0765-54-0526 毎　週

46

クリーニング工員
61歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　富山第一ドライクリー
ニング

0765-83-0767 毎　週

45

大型バス運転手
69歳以下 正社員

変形（1
年単位）

魚津交通株式会社
 魚津市 他

44

小売販売員
不問 正社員

43

建設機械オペレーター
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　清河工業

0766-29-1320 その他

42

配送業務、熱処理作業一般
44歳以下 正社員

有限会社　中谷熱処理技研
 黒部市 土日他

41

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
魚津市　他 他

38

正社員店舗スタッフ（魚民　魚津
スカイホテル店）

18歳～44歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　モンテローザフーズ
 魚津市 他

2人
富山県高岡市問屋町２１９番地

 魚津市 他
1人

富山県富山市金屋２７１５－１０
076-443-5455 その他

2人
新潟県上越市上中田１１７８番地

025-525-8181 その他

変形（1
年単位）

株式会社　高山鉄工所
 黒部市 日他

1人
東京都武蔵野市中町１－１７－３
６．モンテローザ三鷹本社ビル

 魚津市 他
1人

大阪府守口市寺内町２丁目７番２
７号 

06-6997-7560 毎　週

3人
石川県白山市小上町２７３番地

076-275-7778 その他

40

施設管理警備員（タワーパート
ナーズセミコンダクター）

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

0422-36-6788 その他

39

ロボット修理及び半導体製造装置
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

 魚津市 日祝他

3人
富山県黒部市沓掛４３９８

 下新川郡入善
町

土日他
2人

富山県下新川郡入善町上野５２３
－２

0765-72-3073 毎　週

3人
富山県魚津市相木４９７－１

0765-22-8508 その他

37

高圧ガス製造設備管理（魚津）
18歳以上 正社員以外

変形
（1ヶ月

エア・ウォーター・ダイオー　株
式会社

0765-52-3230 その他

36

販売スタッフ（ライフトータルサ
ポーター）入善町

18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　西日本宇佐美　北陸支
店

 下新川郡入善
町

他

35

製缶工（見習い可）
59歳以下 正社員

34

建築板金工
不問 正社員

有限会社　ヨコタ工業

33

介護職員
18歳以上 正社員

交替制あ
り

とわ　合同会社  下新川郡入善
町

他
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46人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 185,000円～245,000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） 厚生
月額　20,000円まで 56人
年2回（前年度実績）～500,000円 16040- 2575921

9人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 185,000円～220,000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） 厚生
月額　20,000円まで 56人
年2回（前年度実績）～500,000円 16040- 2576121

14人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)8時00分～17時00分 163,200円～195,840円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
53人

年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 2577021
14人 製材業，木製品製造業

(1)7時40分～17時00分 189,000円～315,000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）
18人

年2回（前年度実績）30,000円～500,000円 16040- 2579821
16人 一般貨物自動車運送業

(1)7時30分～16時30分 153,360円～153,360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） 厚生
月額　5,000円まで 16人
年2回（前年度実績）100,000円～500,000円 16040- 2581321

23人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)4時45分～13時45分 200,000円～250,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時45分～22時45分 20人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
23,997人

年2回（前年度実績）70,000円～200,000円 16040- 2584121
65人 その他の専門サービス業

(1)8時00分～17時00分 159,936円～159,936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- 3899121
65人 その他の専門サービス業

(1)8時00分～17時00分 156,672円～156,672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- 3900121
11人 その他の専門サービス業

(1)6時30分～15時30分 164,640円～164,640円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時00分～16時00分 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 270人

17080- 3905521
20人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

190,000円～305,000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
間の8時間

月額　34,000円まで 750人
20130- 1441721

20人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

255,000円～310,000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
間の8時間

月額　34,000円まで 750人
20130- 1444521

2人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 240,000円～300,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 雇用・労災

なし
2人

年2回（前年度実績）0円～200,000円 16040-   14720
5人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

900円～1,288円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 労災

実費支給（上限あり）
又は10時00分～15時00分
の間の4時間程度

日額　480円まで 936人
04010-29321121

0人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 950円～1,050円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 0人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～17時00分の
間の6時間程度

月額　30,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16020- 5956021

0人 老人福祉・介護事業
(1)19時00分～7時30分 1,200円～1,578円

雇用期間の定めなし (2)16時00分～10時00分 0人 労災
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 15人
年2回（前年度実績）20,000円～100,000円 16020- 5966221

22人 書籍・文房具小売業
1,200円～1,400円

雇用期間の定めなし 6人 労災
実費支給（上限あり）

又は1時30分～5時00分の
間の2時間程度

月額　4,000円まで 25人
16040- 2623021

026-242-3030 その他

59

店長職：あっぷるぐりむグループ
各店舗〈富山〉

18歳～64歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社あっぷるアイビー
黒部市　他 他

5人
長野県須坂市大字高梨２９３－１

56

病院内清掃業務（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 他

黒部市　他 他
5人

長野県須坂市大字高梨２９３－１
026-242-3030 その他

1人
石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

変形（1
年単位）

鍋谷運送　株式会社  下新川郡入善
町

日祝他

2人
石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

 黒部市 土日祝他
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

1人
富山県黒部市堀切１３００ 
（ＹＫＫ光志寮内事務所）

0765-57-2258 毎　週

58

店長候補：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

076-246-8711 毎　週

57

調理員（丸川病院）
不問 正社員以外

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 下新川郡入善
町

他

1人
富山県下新川郡入善町椚山１４７
９

 下新川郡入善
町

土日他
2人

富山県下新川郡入善町入膳４５５
－１

0765-72-1011 毎　週

1人
富山県黒部市生地中区３６５

0765-57-0101 毎　週

55

病院内清掃業務
不問 正社員以外

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

0765-74-0012 その他

54

調理
18歳以上 正社員以外

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

53

大型トラック運転手（長距離）
64歳以下 正社員

52

木材加工
44歳以下 正社員

株式会社　米澤製材所

0765-24-5520 その他

51

特産販売スタッフ
不問 正社員以外

くろべ漁業協同組合
 黒部市 水他

50

中型ミキサー車運転手（地場）
62歳以下 正社員

変形（1
年単位）

中川運輸　株式会社
 黒部市 日祝他

1人
富山県魚津市宮津２３４番地

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市宮津２３４番地
0765-24-5520 その他

49

移動式クレーンオペレーター
62歳以下 正社員

変形（1
年単位）

中川運輸　株式会社

60

造園作業者
不問 正社員以外

松葉園
 魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市金山谷３３５

0765-33-9230 毎　週

2

パート介護職員【グループホーム
うわの】

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入善
町

他
3人

富山県高岡市関町６－２
0766-54-6346 毎　週

1

清掃スタッフ［カルビ大将／黒部
店］

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　アトム　東北営業本部
 黒部市 他

2人
宮城県仙台市青葉区中央４丁目６
－１　ＳＳ３０ビル２７階

022-266-5802 その他

4

新聞配達
18歳以上 パート労働者

株式会社　小室新聞店
 黒部市 他

2人
富山県黒部市正光寺新４２５

0765-54-1362 毎　週

3

夜間介護職員【グループホームう
わの】

18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入善
町

他
3人

富山県高岡市関町６－２
0766-54-6346 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
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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。
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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。

2人 建物サービス業
(1)5時00分～8時00分 950円～1,000円

雇用期間の定めなし (2)6時00分～9時00分 2人 労災
(3)7時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　15,000円まで 223人
16040- 2625821

8人 建物サービス業
(1)7時30分～12時00分 880円～880円

雇用期間の定めなし 8人 労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 223人

16040- 2627521
16人 自動車整備業

(1)9時00分～17時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生

なし
16人

16040- 2629321
25人 建物サービス業

(1)7時30分～11時30分 900円～920円
雇用期間の定めなし (2)7時30分～11時00分 8人 労災

(3)8時30分～11時30分 実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 223人

16040- 2630121
15人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)9時00分～15時00分 880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 11人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
170人

16040- 2633821
9人 老人福祉・介護事業

900円～1,100円
雇用期間の定めなし 8人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時15分～17時15分の
間の4時間程度

月額　7,000円まで 33人
年2回（前年度実績）20,000円～100,000円 16070- 1686521

20人 医薬品・化粧品小売業
880円～880円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 19人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

又は9時00分～21時00分の
間の7時間程度

7,320人
年2回（前年度実績）40,000円～240,000円 21030- 6543721

3人 学習塾
(1)10時00分～19時00分 989円～995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 2,334人

23020-30544121
5人 建物サービス業

(1)8時00分～10時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時00分～9時00分 5人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 1,563人

16010-10311321
1人 行政機関

(1)8時30分～17時15分 1,270円～1,270円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 公災

実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 29人

16010-10312621
6人 建物サービス業

(1)14時00分～18時00分 877円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 24,000人

16010-10323121
13人 建物サービス業

(1)13時00分～17時00分 900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　15,000円まで 24,000人

16010-10325721
6人 建物サービス業

(1)7時30分～16時00分 877円～880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（上限あり）
月額　15,000円まで 24,000人

16010-10326821
0人 他に分類されない卸売業

(1)4時00分～9時00分 1,000円～1,000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- 2612321
19人 市町村機関

(1)8時30分～16時00分 1,050円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～12時00分 1人 労災

実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 33人

16040- 2613621
86人 旅館，ホテル

(1)16時30分～21時30分 1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 47人 労災

実費支給（上限なし）
86人

16040- 2616021

6

清掃【特別養護老人ホーム越之
湖】

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　谷口美装
 黒部市 日他

2人
富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週

5

日常清掃【黒部川水力センター】
不問 パート労働者

株式会社　谷口美装
 黒部市 土日祝

2人
富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週

8

日常的清掃【黒部峡谷鉄道株式会
社本社社屋】

59歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　谷口美装
 黒部市 日他

2人
富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週

7

自動車清掃
不問 パート労働者

有限会社　魚津鈑金
 魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市吉島４４２５－１

0765-24-4518 毎　週

10

介護職（パートタイム／お達者く
らぶ小摺戸）

不問 パート労働者

有限会社　お達者くらぶ  下新川郡入善
町

日祝他
1人

富山県滑川市中川原３５０－１番
地

076-475-6876 毎　週

9

介護補助
不問 パート労働者

社会福祉法人　魚津市社会福祉協
議会

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市新金屋２丁目１３－
２６

0765-22-8388 毎　週

12

子ども英会話講師（アピタ魚津教
室）／魚津市

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

052-209-6721 毎　週

11

ビューティアドバイザー（Ｖド
ラッグ　魚津エリア）

不問 パート労働者

中部薬品　株式会社（Ｖ・ｄｒｕ
ｇ）

 黒部市 他
1人

岐阜県多治見市高根町４丁目２９
番地

0572-27-3356 毎　週

14

林業・森林巡視（宇奈月）
不問 パート労働者

富山森林管理署
 黒部市

月金土日
祝

1人
富山県富山市黒崎字塚田割５９１
番２

050-3160-6080 毎　週

13

清掃員（アップルヒル）
不問 パート労働者

株式会社　ホクタテ
 魚津市 他

1人
富山県富山市中野新町１丁目２番
１０号

076-421-0400 毎　週

16

清掃業務（富山労災病院）※午後
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 土日祝他
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 毎　週

15

清掃業務（新川文化ホール）＊午
後のみ

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 火他
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 毎　週

18

競り、集荷、配達
18歳以上 パート労働者

マルニ魚問屋
 黒部市 水日祝他

1人
富山県黒部市飯沢８９１－１

090-8266-9585 毎　週

17

清掃業務（新川文化ホール）
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 火他
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 毎　週

20

レストランでの接客業務
不問 パート労働者

交替制あ
り

オリックス・ホテルマネジメント
株式会社　宇奈月事業所 

 黒部市 他
3人

富山県黒部市宇奈月温泉３５２－
７

0765-62-1041 毎　週

19

ごみ処理施設管理
不問 パート労働者

新川広域圏事務組合  下新川郡朝日
町

火木金日
祝

1人
富山県魚津市北鬼江３１３－２

0765-23-1024 毎　週
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4人 金属加工機械製造業
900円～1,200円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は9時00分～17時30分の
間の5時間以上

月額　5,000円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040- 2617721

46人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)9時00分～15時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～16時00分 29人 労災

実費支給（上限あり） 拠出
又は8時20分～17時00分の
間の4時間以上

月額　5,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040- 2619221

20人 医薬品・化粧品小売業
880円～880円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 18人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

又は8時30分～21時00分の
間の7時間程度

7,320人
年2回（前年度実績）40,000円～240,000円 21030- 6450321

10人 老人福祉・介護事業
1,200円～1,200円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
一定額

又は9時00分～19時00分の
間の5時間以上

日額　300円まで 123人
16010-10132721

10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 6人 雇用・労災・健康・厚生
一定額
日額　300円まで 123人

16010-10144421
32人 警備業

(1)8時00分～17時00分 900円～1,200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 16010-10269121

11人 市町村機関
(1)9時00分～16時00分 1,104円～1,104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　34,890円まで 938人

16040- 2607121
16人 一般貸切旅客自動車運送業

(1)5時15分～8時15分 1,100円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)5時15分～12時45分 2人 労災

(3)6時00分～12時45分 なし
16人

16040- 2608021
4人 建物サービス業

(1)8時15分～11時45分 877円～877円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時00分～12時00分 4人 労災

実費支給（上限あり）
月額　4,000円まで 140人

17080- 3971221
4人 建物サービス業

(1)8時00分～12時00分 880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時00分～15時30分 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 88人

16010- 9986421
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分の
間の3時間以上

日額　400円まで 260人
16010-10034921

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

3,900人
16010-10117721

2人 警備業
(1)5時30分～10時00分 880円～1,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)18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　40,000円まで 760人
年2回（前年度実績）25,000円～50,000円 16010- 9777221

2人 警備業
(1)18時30分～9時00分 880円～1,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0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- 9781121

35人 一般診療所
(1)9時00分～16時00分 1,000円～1,100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　15,000円まで 35人

16040- 2593121
3人 老人福祉・介護事業

880円～1,500円
雇用期間の定めなし 3人 労災

実費支給（上限あり）
又は7時00分～20時00分の
間の1時間以上

月額　5,000円まで 19人
16040- 2599421

22

部品のピッキング及び袋詰め及び
出荷作業【黒部越湖製造所】

69歳以下 パート労働者

有限会社　村宗
 黒部市 土日他

2人
富山県黒部市生地芦崎字下浦３３
２－１９

0765-56-8184 毎　週

21

軽作業
不問 パート労働者

有限会社　惣万精機
 黒部市 土日祝他

1人
富山県黒部市沓掛字道下割の外４
４０１－３

0765-57-1284 毎　週

24

日勤介護スタッフ（うちくる魚津
労災病院前）

59歳以下 パート労働者

株式会社　うちくる富山
 魚津市 他

1人
富山県富山市西野新４７番

076-461-7765 毎　週

23

パートチーフ候補（Ｖドラッグ
魚津エリア）

不問 パート労働者

中部薬品　株式会社（Ｖ・ｄｒｕ
ｇ）

 魚津市 他
1人

岐阜県多治見市高根町４丁目２９
番地

0572-27-3356 毎　週

26

交通誘導員（滑川、魚津、黒部、
入善及び近郊）

18歳以上 パート労働者

富山県綜合警備保障　株式会社
 魚津市 他

3人
富山県富山市金屋２７１５－１０

076-443-5455 毎　週

25

夜間介護スタッフ（うちくる魚津
労災病院前／パート）

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
 魚津市 他

1人
富山県富山市西野新４７番

076-461-7765 毎　週

28

町営バス乗務員
不問 パート労働者

交替制あ
り

入善観光バス　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７０１
９－４４

0765-74-0533 その他

27

看護師
不問 パート労働者

黒部市保険年金課
 黒部市 土日祝他

1人
富山県黒部市三日市１３０１

0765-54-2578 毎　週

30

清掃員（黒部市総合体育セン
ター）

不問 パート労働者

テックサービス　株式会社
 黒部市 水他

1人
富山県富山市吉作７１０

076-436-6637 毎　週

29

清掃スタッフ
不問 パート労働者

武田商事　株式会社
 魚津市 土日祝他

1人
石川県野々市市堀内３－４０

076-248-6601 毎　週

32

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
1人

富山県富山市呉羽町６２４３－５
076-415-8777 毎　週

31

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

34

施設管理警備員（サンプラザ魚津
ショッピングスクエア）

18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

富山県綜合警備保障　株式会社
 魚津市 他

1人
富山県富山市金屋２７１５－１０

076-443-5455 その他

33

施設管理警備員（黒部ショッピン
グセンターメルシー）

18歳以上 パート労働者

富山県綜合警備保障　株式会社
 黒部市 他

1人
富山県富山市金屋２７１５－１０

076-443-5455 毎　週

36

訪問介護
不問 パート労働者

とわ　合同会社
 魚津市 日他

4人
富山県魚津市相木４９７－１

0765-22-8508 毎　週

35

介護職員
不問 パート労働者

医療法人社団亮之会　むらおかク
リニック

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市生地神区３７０
0765-56-5166 なし
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16人 老人福祉・介護事業
(1)17時00分～9時00分 967円～1,090円

雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 19人

16040- 2600821
16人 老人福祉・介護事業

880円～1,000円
雇用期間の定めなし 14人 労災

実費支給（上限あり）
又は7時00分～19時00分の
間の4時間以上

月額　10,000円まで 19人
16040- 2601221

16人 老人福祉・介護事業
880円～1,500円

雇用期間の定めなし 14人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～18時00分の
間の4時間以上

月額　10,000円まで 19人
16040- 2602521

16人 老人福祉・介護事業
1,200円～2,000円

雇用期間の定めなし 14人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～18時00分の
間の2時間以上

月額　10,000円まで 19人
16040- 2603421

3人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～11時30分 1,266円～1,300円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 0人 労災

なし
3人

16040- 2556421
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- 2559921
12人 食料・飲料卸売業

(1)9時00分～16時00分 880円～880円
雇用期間の定めなし 12人 労災

なし
17人

16040- 2560721
5人 建物サービス業

(1)8時30分～12時30分 950円～950円
雇用期間の定めなし 5人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 5人

16040- 2561821
14人 その他の飲食料品小売業

(1)8時30分～13時00分 885円～900円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 9人 労災

(3)17時00分～22時00分 実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 14人
年2回（前年度実績）5,000円～30,000円 16040- 2563521

2人 その他の飲食料品小売業
(1)9時00分～18時00分 935円～935円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 2人

16040- 2565321
58人 一般乗用旅客自動車運送業

(1)9時00分～15時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 11人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　11,300円まで 58人

16040- 2566621
6人 菓子・パン小売業

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 労災

実費支給（上限あり）
又は15時00分～19時00分
の間の3時間以上

月額　4,000円まで 6人
16040- 2569021

6人 菓子・パン小売業
(1)8時00分～17時00分 900円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 労災
実費支給（上限あり）
月額　4,000円まで 6人

16040- 2571521
5人 書籍・文房具小売業

(1)9時30分～16時00分 900円～950円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 5人

16040- 2572421
14人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)8時00分～14時00分 1,200円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
53人

年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 2578721
20人 市町村機関

(1)9時00分～16時00分 1,019円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 18人 雇用・公災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
400人

年2回（前年度実績） 16040- 2580421

38

介護員【資格なし】
不問 パート労働者

とわ　合同会社  下新川郡入善
町

他
4人

富山県魚津市相木４９７－１
0765-22-8508 毎　週

37

介護【夜勤専従】
18歳以上 パート労働者

変形
（1ヶ月

とわ　合同会社  下新川郡入善
町

他
4人

富山県魚津市相木４９７－１
0765-22-8508 毎　週

40

正看護師
不問 パート労働者

とわ　合同会社  下新川郡入善
町

他
1人

富山県魚津市相木４９７－１
0765-22-8508 毎　週

39

介護員【資格有り】
不問 パート労働者

とわ　合同会社  下新川郡入善
町

他
8人

富山県魚津市相木４９７－１
0765-22-8508 毎　週

42

フロント・サービススタッフ
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

41

配管、空調、リフォーム工事、ハ
ウスクリーニング

不問 パート労働者

大沢設備
 魚津市 土日祝

1人
富山県魚津市火の宮町１ー２３

0765-22-2717 毎　週

44

病院洗濯員
不問 パート労働者

有限会社さくらい愛護会
 黒部市

月水土日
祝他

1人
富山県黒部市荻生６６７５番地５

0765-54-1800 毎　週

43

作業員
不問 パート労働者

株式会社ヨシダ
 黒部市 土日祝他

1人
富山県黒部市生地芦区２３－１

0765-57-0020 毎　週

46

お土産販売
不問 パート労働者

ＭＯＮＯ黒部　株式会社（こら
れっと）

 黒部市 他
1人

富山県黒部市堀切９２５番地１
0765-65-2277 毎　週

45

小売販売員
不問 パート労働者

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 毎　週

48

パンの製造・販売（午後）
不問 パート労働者

フレッシュべーカリー「ファリー
ヌ」

 黒部市 他
1人

富山県黒部市新牧野３１１
ショッピングセンター「メル

0765-54-1158 毎　週

47

事務職（請求書の作成等）
不問 パート労働者

交替制あ
り

魚津交通株式会社
 魚津市 土日祝

1人
富山県魚津市本江２８６０－２

0765-22-0640 毎　週

50

配達員
不問 パート労働者

有限会社　寺島商店
 魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市新金屋１丁目３－７

0765-22-0873 毎　週

49

パンの製造・販売【土日勤務】
不問 パート労働者

フレッシュべーカリー「ファリー
ヌ」

 黒部市
月火水木
金他

1人
富山県黒部市新牧野３１１
ショッピングセンター「メル

0765-54-1158 毎　週

52

管理栄養士または保健師
不問 パート労働者

魚津市役所
 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

51

干物加工スタッフ
不問 パート労働者

くろべ漁業協同組合
 黒部市 水日他

1人
富山県黒部市生地中区３６５

0765-57-0101 毎　週
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23人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)4時45分～13時30分 1,000円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時45分～22時30分 20人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は9時00分～18時00分の
間の8時間程度

23,997人
16040- 2583921

1人 建物サービス業
(1)8時00分～11時30分 950円～950円

雇用期間の定めなし 1人 労災
実費支給（上限なし）

150人
年2回（前年度実績）5,000円～30,000円 16040- 2586721

80人 その他の専門サービス業
(1)8時00分～12時00分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～17時00分 70人 雇用・労災
なし

270人
17080- 3901021

65人 その他の専門サービス業
(1)12時30分～21時00分 970円～970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- 3902721

15人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)18時00分～22時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～14時00分 11人 労災

実費支給（上限なし）
750人

20130- 1456921
21人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)18時00分～22時00分 1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～15時00分 16人 労災

実費支給（上限なし）
750人

20130- 1458021

54

日常清掃作業【新田眼科】
不問 パート労働者

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入善
町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 なし

53

調理補助
18歳以上 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
2人

富山県黒部市堀切１３００ 
（ＹＫＫ光志寮内事務所）

0765-57-2258 毎　週

56

滅菌業務（黒部市民病院）
不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 土日祝
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

55

病院内清掃業務（黒部市民病院
内）

不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 他
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

58

接客・調理（富山：バーンズ黒部
店）

不問 パート労働者

株式会社あっぷるアイビー
 黒部市 他

2人
長野県須坂市大字高梨２９３－１

026-242-3030 その他

57

接客・調理（富山：バーンズ魚津
店）

不問 パート労働者

株式会社あっぷるアイビー
 魚津市 他

3人
長野県須坂市大字高梨２９３－１

026-242-3030 その他

公共職業訓練

介護労働講習（実務者研修を含む）
受講生募集のご案内

お申込み 最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）

費 用

訓練内容
実務者研修450時間に加え現場実習、就職支援などを含む１０５日

間の講習。介護分野への就職に役立つ知識と技術を学びます（施設

での介護実習あり）

訓練期間

10：0０～１6：3０ （土・日・祝日、8/10～１7を除く）

令和 4年 6月 1日（水）～ 令和4年１１月９日（水）

実施施設 介護労働安定センター富山支部

定 員 42名

応募資格
介護分野へ就職を希望する雇用保険受給資格者で開講日前日（5/31）
時点で残日数が一定以上ある方（受講指示となる方）

募集期間 令和 4年 2月21日（月）～令和 4年 5月 27日（金）

訓練場所
〒930-0857

富山市奥田新町8番1号 ボルファートとやま8階

受講料は無料（ただしテキスト代12６５0円・講習保険料

3150円・健康診断料、オンライン受講に必要となる機器や通信環境及び通

信料は自己負担）

就職率

１００％
令和２年度

実績

実務者研修資格取得!！

延長募集

　「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   　  ５月１８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       ６月８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。
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