
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

6人 建物サービス業
(1)8時15分～17時30分 179,553円～242,280円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～0時30分 0人 雇用・労災・健康・厚生
(3)0時00分～8時30分 実費支給（上限あり）

月額　15,000円まで 24,161人
16010-19652121

21人 建物売買業，土地売買業
(1)9時00分～17時30分 159,750円～159,750円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

300人
16010-19671821

19人 産業機械器具卸売業
(1)8時00分～16時30分 176,000円～260,000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（上限あり） 給付
月額　22,000円まで 95人
年3回（前年度実績） 16010-19683321

19人 産業機械器具卸売業
(1)8時00分～16時30分 170,200円～271,700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） 給付
月額　22,000円まで 95人
年3回（前年度実績） 16010-19689821

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
(3)9時00分～18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） 16010-19755321

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） 16010-19766121

129人 病院
(1)8時15分～17時00分 155,000円～160,000円

雇用期間の定めなし 104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 129人
年2回（前年度実績） 16040- 5094521

8人 一般診療所
(1)8時15分～17時15分 201,000円～276,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17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 36人
年2回（前年度実績） 16040- 5095421

3人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 258,500円～282,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし
3人

16040- 5097621
34人 児童福祉事業

(1)7時00分～15時30分 170,900円～230,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時00分 32人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～17時30分 実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 34人
年2回（前年度実績） 16040- 5099121

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） 16010-19637121

177人 電子応用装置製造業
(1)8時30分～17時30分 300,000円～450,000円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～15時00分 47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 384人
年2回（前年度実績） 16040- 5078521

177人 電子応用装置製造業
(1)8時30分～17時30分 200,000円～350,000円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～15時00分 47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 384人
年2回（前年度実績） 16040- 5079421

63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 150,000円～160,000円
雇用期間の定めなし 29人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 5080921

63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 186,800円～186,800円
雇用期間の定めなし 29人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 5081121

63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 186,800円～247,600円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 29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）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 5082021

10

保育士 不問 正社員以外
交替制あ
り

社会福祉法人　吉島保育園  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島７２９ 0765-22-0802 その他

9

造園工 35歳以下 正社員

有限会社　中田造園  黒部市 日他
1人

富山県黒部市前沢１５７８ 0765-52-0681 その他

8

看護 60歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　宮本内科小児科医
院

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市新角川１丁目７－２
２

0765-22-0122 毎　週

7

庶務（送迎・介護補助） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人　深川病院  魚津市 土日他
2人

富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 毎　週

6

正社員／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  魚津市 他
1人

富山県富山市西野新４７番 076-461-7765 毎　週

5

正社員／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  黒部市 他
1人

富山県富山市西野新４７番 076-461-7765 毎　週

4

営業職（富山・呉西・新川支店） 39歳以下 正社員
変形（1
年単位）

コマツ富山　株式会社  下新川郡入
善町　他

日祝他
1人

富山県富山市本郷２４１３番地の
１

076-434-2115 その他

3

建設機械整備士（富山・呉西・新
川支店）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

コマツ富山　株式会社  下新川郡入
善町　他

日祝他
1人

富山県富山市本郷２４１３番地の
１

076-434-2115 その他

2

洗車業務（富山ダイハツ販売
（株）魚津店）

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　品川グループ　本社  魚津市 月他
1人

富山県富山市千歳町２丁目５番２
６号

076-444-4141 その他

1

施設管理業務（富山労災病院） 不問 正社員以外
交替制あ
り

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 魚津市 他
1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

64歳以下 正社員

有限会社　長崎新サッシ工業

1人
富山県魚津市吉島８２９ 0765-22-3477 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

0765-72-5770 毎　週

0765-72-5770 毎　週

16

機械オペレーター及び検査【交替
制】

64歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　長崎新サッシ工業  黒部市 土日他

15

機械オペレーター及び検査

【先週１週間　　９月　１２日　～　９月　１６日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

14

部品付・検査 64歳以下 正社員

有限会社　長崎新サッシ工業

0765-22-3477 毎　週

13

経理事務 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

12

経理事務（幹部候補者）

11

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

59歳以下 正社員
フレック
ス

株式会社　シキノハイテック

1人
富山県魚津市吉島８２９

 黒部市　他 日祝他
6人

富山県富山市野口８４２番地 076-436-6110 その他

 黒部市 土日他

 魚津市 日他

1人
富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

 黒部市 土日他
1人

富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

0765-72-5770 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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65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 204,800円～272,600円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 4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）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 5083721

65人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)6時20分～15時00分 158,000円～190,000円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時40分 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 5084821

63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 185,800円～185,800円
雇用期間の定めなし 29人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 5085221

14人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 160,000円～165,000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）

又は8時30分～17時00分 月額　10,000円まで 17人
年2回（前年度実績） 16040- 5086521

76人 清涼飲料製造業
(1)6時00分～14時00分 160,000円～180,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時00分～22時00分 23人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　19,800円まで 83人
年2回（前年度実績） 16040- 5088321

6人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 220,000円～350,000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　15,000円まで 6人
年2回（前年度実績） 16040- 5090021

47人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 160,000円～170,000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（上限なし） 厚生
47人

年2回（前年度実績）150,000円～300,000円 16040- 5091721
47人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17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（上限なし） 厚生
47人

年2回（前年度実績）150,000円～300,000円 16040- 5092821
25人 その他の飲食店

(1)22時00分～8時00分 251,000円～251,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 13人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
8,235人

年2回（前年度実績）0円～100,000円 13040- 6164622
11人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 230,000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　7,000円まで 13人

16040- 5052421
11人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 260,000円～420,000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　7,000円まで 13人

16040- 5053321
6人 労働者派遣業

(1)9時00分～18時00分 220,000円～250,000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 18,600人
年2回（前年度実績） 16040- 5056121

6人 労働者派遣業
(1)9時00分～18時00分 220,000円～285,000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 18,600人
年2回（前年度実績） 16040- 5057021

7人 板金・金物工事業
(1)8時00分～17時00分 230,000円～524,000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 7人
年2回（前年度実績） 16040- 5058721

6人 労働者派遣業
(1)9時00分～18時00分 220,000円～250,000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 18,600人
年2回（前年度実績） 16040- 5059821

45人 労働者派遣業
(1)9時00分～18時00分 176,000円～208,000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）
日額　750円まで 18,600人

16040- 5060421

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

2人
富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

32

生産・品質管理 不問 正社員以外

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

0765-72-1218 その他

31

ルート営業・顧客管理 44歳以下 正社員

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 黒部市 土日祝他

30

建築板金工 不問 正社員
変形（1
年単位）

奥村板金　株式会社  下新川郡入
善町

日他
3人

富山県下新川郡入善町木根７３－
１

 黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

2人
富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

29

オフィスマネージャー（拠点責任
者・管理職候補）

44歳以下 正社員

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

0765-52-2468 その他

28

採用コーディネーター 44歳以下 正社員

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 黒部市 土日祝他

27

土木技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　有倉建設  黒部市 日他
2人

富山県黒部市荻生７１５０

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市荻生７１５０ 0765-52-2468 その他

1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

26

建設作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　有倉建設

0765-32-8006 その他

25

和風飲食店での深夜帯契約社員／
黒部田家店

18歳以上 正社員以外

株式会社　なか卯  黒部市 他

24

トラックドライバー 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　黒田精型  魚津市 日他
1人

富山県魚津市道坂４００

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市道坂４００ 0765-32-8006 その他

1人
富山県魚津市宮津２２９番地 0765-24-5090 毎　週

23

事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　黒田精型

0765-82-1133 その他

22

金属製品加工 44歳以下 正社員

株式会社　ＭＣ吉崎  魚津市 土日他

21

飲料製造業 18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

ニットービバレッジ　株式会社  下新川郡朝
日町

日他
5人

富山県下新川郡朝日町平柳５００

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市宇奈月温泉３８３－
１

0765-62-1026 その他

1人
富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

0765-72-5770 毎　週

20

一般事務 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

宇奈月通運株式会社

0765-72-5770 毎　週

19

機械オペレーター及び部品付・検
査

64歳以下 正社員

有限会社　長崎新サッシ工業  黒部市 土日他

18

機械オペレーター及び検査 64歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　長崎新サッシ工業  黒部市 土日他
1人

富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

 黒部市 土日他
1人

富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

0765-72-5770 毎　週

17

機械オペレーター 64歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　長崎新サッシ工業
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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　　９月　１２日　～　９月　１６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。

15人 労働者派遣業
(1)8時30分～17時15分 290,000円～290,000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
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 18,600人

16040- 5061321
12人 労働者派遣業

(1)8時20分～17時00分 204,080円～204,080円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時20分～1時00分 3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）
月額　15,000円まで 18,600人

16040- 5063921
30人 労働者派遣業

(1)8時20分～17時00分 204,080円～204,080円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時20分～1時00分 3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）
月額　15,000円まで 18,600人

16040- 5064121
12人 労働者派遣業

(1)8時20分～17時00分 204,080円～204,080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

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 18,600人

16040- 5068221
4人 一般診療所

(1)8時45分～18時15分 230,000円～270,000円
雇用期間の定めなし (2)8時45分～12時45分 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時45分～13時15分 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- 5069521

38人 採石業，砂・砂利・玉石採取業

(1)7時30分～17時00分 250,000円～380,000円
雇用期間の定めなし 12人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　6,700円まで 38人
年2回（前年度実績）300,000円～700,000円 16040- 5070321

36人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 203,400円～213,400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　19,650円まで 40人
年2回（前年度実績）650,000円～800,000円 16040- 5071621

6人 その他の設備工事業
(1)8時00分～17時00分 198,000円～308,000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　8,000円まで 6人
年2回（前年度実績）50,000円～300,000円 16040- 5074021

18人 とび・土工・コンクリート工事業

(1)8時00分～17時00分 170,000円～400,000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）
20人

年2回（前年度実績） 16040- 5075721
13人 その他の運輸に附帯するサービス業

(1)8時40分～9時10分 176,000円～176,000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・財形

実費支給（上限なし）
2,200人

23020-58768821
5人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時30分～17時15分 180,000円～180,000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）
73人

16010-19349021
3人 塗装工事業

(1)8時00分～17時00分 270,000円～390,000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　25,000円まで 3人

16040- 5035521
3人 塗装工事業

(1)8時00分～17時00分 200,000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　25,000円まで 3人

16040- 5036421
22人 一般土木建築工事業

(1)7時30分～16時30分 200,000円～350,000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　10,000円まで 22人
年2回（前年度実績） 16040- 5037321

22人 一般土木建築工事業
(1)7時30分～16時30分 200,000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　10,000円まで 22人
年2回（前年度実績） 16040- 5038621

2人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 240,000円～290,000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）
13人

年2回（前年度実績）300,000円～1,000,000円 16040- 5040721
0765-52-1768 毎　週

48

土木作業員 64歳以下 正社員

宮崎建設　株式会社  黒部市 土日他
1人

富山県黒部市犬山２９０

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市荻生２５３８ 0765-57-2510 その他

1人
富山県黒部市荻生２５３８ 0765-57-2510 その他

47

土木作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　新川マリン

0765-78-2280 その他

46

土木技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　新川マリン  黒部市 日他

45

土木作業員 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ツーライン  下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町舟見２４８
９

 下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町舟見２４８
９

0765-78-2280 その他

1人
富山県富山市安住町５－２１ 076-432-2958 毎　週

44

土木施工管理技士 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ツーライン

052-203-5115 その他

43

相談支援員 不問 正社員以外

社会福祉法人　富山県社会福祉協
議会

 魚津市 土日祝他

42

料金収受員（トール職社員）
（請）／黒部市

18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

中日本エクストール名古屋　株式
会社

 黒部市 他
1人

愛知県名古屋市中区錦１－１９－
２４　名古屋第１ビル６Ｆ

 魚津市 土日他
5人

富山県魚津市石垣４０３－２ 0765-23-0190 毎　週

1人
富山県下新川郡朝日町泊２１５ 0765-82-0765 その他

41

土木職員 不問 正社員

株式会社　拓友

0765-24-0604 その他

40

配管工 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　氷見工業所  下新川郡朝
日町

日他

39

タンクローリー運転手 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

魚津運輸　株式会社  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市住吉３９５６－１７

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市荒俣２１０７ 0765-56-8396 その他

1人
富山県黒部市牧野７８０－１ 0765-56-6006 その他

38

土木技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

夏野土木工業　株式会社

0765-54-2122 毎　週

37

看護師 59歳以下 正社員

こいずみクリニック  黒部市 日祝他

36

製造 不問 正社員以外

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

 黒部市 他
3人

富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

3人
富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

35

製造職【ＹＫＫＡＰ（株）黒部製
造所】

18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

0765-54-2122 毎　週

34

製造職【ＹＫＫＡＰ（株）黒部荻
生製造所】

18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 黒部市 土日祝他

33

通訳・翻訳【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
1人

富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階
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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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その際はあしからずご了承ください。

7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 7人
年2回（前年度実績）150,000円～300,000円 16040- 5041821

15人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 164,800円～212,800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）
170人

16040- 5042221
11人 障害者福祉事業

(1)8時00分～17時00分 160,012円～166,540円
雇用期間の定めなし 9人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 112人
年2回（前年度実績）20,000円～20,000円 16040- 5043521

11人 労働者派遣業
(1)8時00分～17時00分 176,000円～200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～5時00分 8人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 114人

16040- 5044421
3人 労働者派遣業

(1)8時00分～17時00分 183,840円～191,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～5時00分 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 114人

16040- 5045321
3人 労働者派遣業

(1)8時00分～16時50分 219,240円～234,900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)21時00分～5時50分 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 114人

16040- 5046621
163人 建物サービス業

(1)8時00分～17時00分 210,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 110人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 163人
年2回（前年度実績）300,000円～700,000円 16040- 5048121

18人 その他の電気機械器具製造業

(1)8時00分～17時05分 230,000円～300,000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　50,000円まで 18人
年2回（前年度実績） 16040- 5049021

29人 障害者福祉事業
(1)8時00分～17時00分 170,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 15人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 112人

16040- 5050221
143人 百貨店，総合スーパー

(1)6時00分～15時00分 206,150円～281,650円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 95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　63,000円まで 4,695人

年2回（前年度実績） 18040- 4759621
3人 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)10時00分～19時00分 184,150円～184,150円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時30分～19時30分 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 4,633人
年2回（前年度実績）235,800円～235,800円 22010-25489721

6人 建物サービス業
(1)8時30分～8時29分 200,000円～250,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時30分 0人 雇用・労災・健康・厚生
(3)17時30分～8時29分 実費支給（上限あり）

月額　150,000円まで 2,026人
年4回（前年度実績）0円～100,000円 13040- 4477222

25人 警備業
(1)8時00分～17時00分 168,000円～178,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～5時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生
なし

25人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 15100- 1834021

18人 職業紹介業
(1)8時00分～16時45分 208,888円～208,888円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)6時30分～15時10分 11人 雇用・労災・健康・厚生
(3)13時00分～21時40分 実費支給（上限あり）

日額　700円まで 140人
16010-19276121

3人 一般土木建築工事業
(1)8時15分～17時15分 217,000円～247,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
90人

年3回（前年度実績） 16020-11280621
13人 管理，補助的経済活動を行う事業所（０１農業）

(1)7時30分～16時30分 200,000円～230,000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　5,000円まで 13人
年2回（前年度実績） 16040- 5024721

1人
富山県黒部市宇奈月町栃屋１１７
６番地

0765-65-2422 その他

0766-56-4748 毎　週

64

農作業全般 44歳以下 正社員

農事組合法人浦山１２区  黒部市 日祝他

63

道路巡回運転員 59歳以下 正社員

道路技術サービス　株式会社  黒部市　他 他
1人

富山県射水市橋下条５２７

 黒部市 土日他
1人

富山県富山市大手町３番９号 
アジェスビル１Ｆ

0120-932-415 毎　週

5人
新潟県糸魚川市中央２－３－１４ 025-553-1218 その他

62

ファスナーのスライダー製造組立
【２交替】

不問 有期雇用派遣労働者

朝日印刷グループ 
朝日人材サービス　株式会社

03-4218-4740 毎　週

61

交通誘導員 18歳以上 正社員以外
変形（1
年単位）

有限会社　ジャック警備保障 下新川郡朝日
町　他

日他

60

施設管理／黒部市／契約社員 18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

オリックス・ファシリティーズ
株式会社

 黒部市 他
1人

東京都港区港南１丁目８－１５
Ｗビル９階

 魚津市 他
1人

静岡県静岡市葵区伝馬町８－６ 054-275-5011 その他

1人
福井県坂井市坂井町下新庄１５－
８－１

0776-72-1011 その他

59

店舗スタッフ（フルタイム契約社
員）／魚津市

不問 正社員以外
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・

0765-55-1511 その他

58

鮮魚売場担当者【ＰＬＡＮＴ黒部
店】

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ＰＬＡＮＴ  黒部市 他

57

サービス管理責任者及び管理責任
者候補者

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　１５１Ａ　ｓｅｌｆ－
Ａ・１５１Ａ魚津

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市上村木１－８－６

 下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町新屋２２２
０

0765-78-2383 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

56

生産全般 44歳以下 正社員

黒部工業　株式会社

0765-74-1136 毎　週

55

事業所巡回・管理業務 59歳以下 正社員

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入
善町

土日祝他

54

車載部品の仕上げ・検査業務 18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社アイティ興産  下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

 下新川郡入
善町

土日他
2人

富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136 毎　週

2人
富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136 その他

53

砂型成型業務 18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社アイティ興産

0765-74-2520 その他

52

自動車ゴム製品製造 18歳以上 有期雇用派遣労働者
変形（1
年単位）

株式会社アイティ興産  下新川郡入
善町

日他

51

介護士 59歳以下 正社員以外
変形
（1ヶ月

社会福祉法人　にいかわ苑  下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県下新川郡入善町横山７８－
１

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市新金屋２丁目１３－
２６

0765-22-8388 毎　週

1人
富山県黒部市田家新９６９ 0765-52-0495 その他

50

介護職員 不問 正社員以外

社会福祉法人　魚津市社会福祉協
議会

49

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
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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　　９月　１２日　～　９月　１６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。

23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 9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 108人
年2回（前年度実績） 16040- 5025821

24人 食料・飲料卸売業
(1)8時30分～17時30分 180,000円～220,000円

雇用期間の定めなし 15人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 30人
年2回（前年度実績）140,000円～240,000円 16040- 5031021

24人 食料・飲料卸売業
165,000円～180,000円

雇用期間の定めなし 15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 月額　15,000円まで 30人
年2回（前年度実績）100,000円～250,000円 16040- 5032721

4人 食料・飲料卸売業
(1)6時45分～11時15分 170,000円～190,000円

雇用期間の定めなし (2)13時45分～21時30分 4人 雇用・労災・健康・厚生
(3)17時00分～21時15分 実費支給（上限あり）
又は6時45分～21時30分 月額　15,000円まで 30人

年2回（前年度実績）130,000円～200,000円 16040- 5033821
24人 食料・飲料卸売業

170,000円～190,000円
雇用期間の定めなし 15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 月額　15,000円まで 30人

16040- 5034221
9人 産業機械器具卸売業

(1)8時50分～17時30分 284,900円～352,000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　20,000円まで 98人
年2回（前年度実績） 27010-47567621

3人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 267,300円～315,900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時00分～12時00分 0人 労災・健康・厚生

なし
3人

年1回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040-   29920
20人 旅館，ホテル

950円～1,250円
雇用期間の定めなし 8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 46人

年3回（前年度実績）5,000円～ 16010-19649221
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 日額　300円まで 123人

16010-19765921
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

16010-19768721
8人 一般診療所

(1)8時00分～12時00分 1,200円～1,600円
雇用期間の定めなし (2)13時30分～17時30分 8人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,300円まで 36人
年2回（前年度実績）30,000円～80,000円 16040- 5096321

2人 旅館，ホテル
(1)8時00分～12時00分 910円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時30分～12時30分 1人 労災
(3)9時00分～13時00分 実費支給（上限あり）

月額　2,000円まで 2人
16040- 5100121

10人 建物サービス業
(1)8時00分～15時00分 930円～930円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
日額　400円まで 163人
年2回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040- 5101021

17人 再生資源卸売業
1,000円～1,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 労災
なし

又は8時00分～16時30分 17人
16040- 5076821

14人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～12時00分 1,200円～1,250円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 17人

16040- 5093221
30人 その他の飲食店

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 15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- 6119722

6

日常清掃作業【アイシン新和、ア
イシン・メタルテック】

64歳以下 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

土日祝
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

5

ホテル客室清掃 不問 パート労働者

ホテル美浪館  魚津市 日他
1人

富山県魚津市釈迦堂１－１３　－
５

0765-22-0303 毎　週

4

看護 不問 パート労働者

医療法人社団　宮本内科小児科医
院

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市新角川１丁目７－２
２

0765-22-0122 毎　週

3

夜間パート介護スタッフ（うちく
る魚津労災病院前）

59歳以下 パート労働者
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

2

日勤パート介護スタッフ（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

1

客室清掃 不問 パート労働者

有限会社　日栄商事  魚津市 他
3人

富山県富山市緑町２丁目３番５号 076-424-5567 毎　週

71

造園エ（経験者） 不問 正社員以外

有限会社　中田造園  黒部市 日他
2人

富山県黒部市前沢１５７８ 0765-52-0681 その他

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町舟見７１８

 黒部市 他
2人

富山県下新川郡入善町舟見７１８

1人
大阪府大阪市中央区城見２－１－
６１　ツイン２１ＭＩＤタワー３

06-6945-5377 毎　週

0765-78-2200 その他

70

営業（空調機器等販売・メンテナ
ンス／魚津市）

40歳以下 正社員

株式会社　ビット  魚津市 土日祝他

69

商品の荷受け、仕分け業務及び配
達業務

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　あいば食品

0765-78-2200 その他

1人
富山県下新川郡入善町舟見７１８ 0765-78-2200 その他

68

販売員 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　あいば食品

0765-78-2200 その他

67

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

66

営業職（ルートセールス） 44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

他
2人

富山県下新川郡入善町舟見７１８

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県黒部市沓掛３２５９ 0765-52-0888 毎　週

65

組立工（機械装置） 44歳以下 正社員

カナヤママシナリー　株式会社

7

資源物収集運搬及び選別作業 不問 パート労働者

株式会社　新川リサイクルセン
ター

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市荒俣４８７－１ 0765-56-9850 その他

8

一般事務 64歳以下 パート労働者

宇奈月通運株式会社  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市宇奈月温泉３８３－
１

0765-62-1026 その他

9

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
1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
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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　　９月　１２日　～　９月　１６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。

4人 一般診療所
(1)8時00分～11時30分 1,200円～1,200円

雇用期間の定めなし 4人 労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 4人

16040- 5051521
6人 労働者派遣業

1,100円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～18時00分 日額　750円まで 18,600人

16040- 5055921
170人 病院

(1)8時00分～13時30分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～15時30分 135人 雇用・労災

(3)10時00分～14時00分 実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 170人

16040- 5072921
5人 書籍・文房具小売業

(1)9時30分～16時00分 930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　5,000円まで 5人

16040- 5073121
3人 写真機・時計・眼鏡小売業

1,110円～1,110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）
又は10時00分～19時30分 月額　50,000円まで 4,633人

年2回（前年度実績）63,500円～63,500円 22010-25762221
15人 その他の飲食店

(1)6時00分～12時00分 930円～1,030円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～17時00分 12人 労災・健康・厚生

(3)14時00分～20時30分 実費支給（上限あり）
又は6時00分～20時30分 月額　25,000円まで 100人

16020-11327421
0人 塗装工事業

1,000円～1,100円
雇用期間の定めなし 0人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 日額　500円まで 3人

16040- 5039921
16人 老人福祉・介護事業

950円～950円
雇用期間の定めなし 16人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時30分 月額　12,000円まで 33人

16040- 5087421
21人 銀行（中央銀行を除く）

(1)9時00分～17時00分 1,000円～1,150円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～16時00分 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 836人

16010-19268121
24人 食料・飲料卸売業

(1)8時30分～17時00分 877円～900円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 15人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 30人

16040- 5029321
4人 食料・飲料卸売業

(1)6時45分～11時15分 1,000円～1,300円
雇用期間の定めなし (2)17時00分～21時30分 4人 労災

(3)15時00分～21時30分 実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 30人

16040- 5030121

10

看護業務 不問 パート労働者

医療法人社団　しのざき小児科  黒部市
火水木日
祝他

1人
富山県黒部市三日市１０６２ 0765-56-6938 毎　週

11

労働安全及び衛生管理業務 不問 パート労働者

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

12

調理員（調理補助） 不問 パート労働者
交替制あ
り

医療法人社団　一志会　池田リハ
ビリテーション病院

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市荻生８２１ 0765-54-5400 毎　週

13

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

14

店舗スタッフ（パートタイム契約
社員）／魚津市

不問 パート労働者

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
1人

静岡県静岡市葵区伝馬町８－６ 054-275-5011 毎　週

15

ドーナツの製造・販売【メガドン
キ魚津店】

不問 パート労働者

三剛産業　株式会社  魚津市 他
2人

富山県高岡市中川一丁目６－３８ 0766-23-2256 その他

1人
富山県下新川郡入善町舟見７１８ 0765-78-2200 その他

16

きくらげ栽培スタッフ 不問 パート労働者

株式会社　ツーライン  下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町舟見２４８
９

0765-78-2280 毎　週

17

一般事務 不問 パート労働者

有限会社　隠居くらぶ  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 毎　週

20

販売員 59歳以下 パート労働者

株式会社　あいば食品  黒部市 他
1人

富山県下新川郡入善町舟見７１８ 0765-78-2200 その他

18

銀行業務（呉東地区店舗） 不問 パート労働者

株式会社　富山第一銀行  魚津市　他 土日祝他
2人

富山県富山市西町５番１号 076-424-1210 毎　週

19

製造補助および製品梱包作業 59歳以下 パート労働者
変形（1
年単位）

株式会社　あいば食品  下新川郡入
善町

日他

　「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   　  ９月２１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       １０月１２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。

ID: @cwr7681m

県東部ハローワークのイベント情報を

ＬＩＮＥでまとめてお届けします !

ハローワーク魚津
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