
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

167人 その他の食料品製造業
(1)8時30分～17時00分 180,600円～243,200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- 6197921
167人 その他の食料品製造業

(1)8時30分～17時00分 161,600円～243,200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- 6198121
6人 老人福祉・介護事業

(1)8時45分～17時30分 172,900円～212,000円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　12,500円まで 81人
年2回（前年度実績） 16010-24135021

60人 洗濯業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～200,000円

雇用期間の定めなし 25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- 6187321

17人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 175,300円～186,025円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 12人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり）
月額　13,500円まで 282人
年2回（前年度実績） 16040- 6188621

9人 自動車整備業
(1)9時00分～18時00分 212,160円～244,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時30分 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　7,200円まで 12人

16040- 6189921
39人 旅館，ホテル

(1)13時00分～22時00分 185,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 36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 15,203人
年2回（前年度実績） 16040- 6194421

50人 一般土木建築工事業
(1)8時30分～17時30分 350,000円～550,000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　30,000円まで 325人
年2回（前年度実績）0円～500,000円 15010-40892521

20人 労働者派遣業
(1)9時00分～17時30分 181,800円～181,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 16人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

50人
16010-24052421

16人 その他の専門サービス業
(1)22時00分～8時00分 174,000円～240,000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） 16010-24074021

18人 その他の専門サービス業
(1)8時30分～17時30分 169,000円～209,000円

雇用期間の定めなし 16人 雇用・労災・健康・厚生
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） 16010-24109921

25人 児童福祉事業
(1)8時30分～17時15分 177,000円～187,000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）

又は7時30分～18時00分 月額　50,000円まで 73人
年2回（前年度実績） 16010-24010521

30人 児童福祉事業
182,000円～207,000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）

又は7時00分～19時00分 月額　50,000円まで 73人
年2回（前年度実績） 16010-24012321

83人 郵便局
(1)8時20分～17時20分 148,800円～148,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時35分～19時35分 34人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
日額　2,600円まで 84人
年2回（前年度実績） 16040- 6177521

21人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 180,000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（上限なし）

21人
年2回（前年度実績）～500,000円 16040- 6180121

21人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 180,000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（上限なし）

21人
年2回（前年度実績）～500,000円 16040- 6181021

3

介護職／保育士（つくしの家黒
部）

59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　つくし工房

1人
富山県魚津市三ケ７３９－１

 黒部市 土日他
1人

富山県富山市中沖１５０－３ 076-436-0911 毎　週

【先週１週間　　１１月　１４日　～　１１月　１８日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

6

一般事務、簡単な経理業務、書類
の作成。

不問 正社員以外

三井自動車　株式会社

0765-22-5252 その他

5

介護職員 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

社会福祉法人　新川老人福祉会  魚津市 他

4

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

1人
富山県魚津市上村木２－３－３９

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市天神野新７４２ 090-3888-
0014

毎　週

1人
富山県魚津市大光寺４５０ 0765-24-8822 毎　週

9

フォークリフト作業 不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　ライフワーク北陸

0765-22-7411 その他

8

土木技術者（現場経験者・魚津
市）

64歳以下 正社員

株式会社　エムエーシー　新潟事
務所

 魚津市 土日祝他

7

ホテルスタッフ（広域職・地域
職）

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
（ルートイン魚津）

 魚津市 他

3人
富山県富山市水橋中村町２５１番
地１

 黒部市 土日祝
2人

富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週

3人
新潟県新潟市中央区東大通２－２
－９－７０８

025-244-7311 毎　週

12

調理師 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

社会福祉法人　富山学院福祉会

076-479-9701 毎　週

11

介護職（デイサービス春日の郷） 59歳以下 正社員

有限会社　北陸ケアサービス  下新川郡入
善町

土日他

10

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

3人
富山県富山市大町１６－１

 黒部市 日祝
5人

富山県富山市大町１６－１ 076-492-2201 その他

1人
富山県富山市水橋中村町２５１番
地１

076-479-9701 毎　週

15

鉄骨溶接工（工場内） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

武隈鉄工　株式会社

076-492-2201 その他

14

郵便窓口における引受・交付等事
務

不問 正社員以外
交替制あ
り

日本郵便株式会社　郵便事業総本
部　魚津郵便局

 魚津市 土日祝

13

保育士 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

社会福祉法人　富山学院福祉会  黒部市 日祝

1人
富山県黒部市生地吉田９６７２番
地の甲

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市生地吉田９６７２番
地の甲

0765-56-8254 その他

1人
富山県魚津市本江字中の坪１００
７

0765-22-0300 毎　週

0765-56-8254 その他

16

鉄骨組立工（工場内） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

武隈鉄工　株式会社  黒部市 日他

1

マーケティング業務 59歳以下 正社員

株式会社ウーケ  下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町下飯野２３
２番地の５

0765-76-0023 毎　週

2

営業事務 59歳以下 正社員

株式会社ウーケ  下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町下飯野２３
２番地の５

0765-76-0023 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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6人 歯科診療所
(1)8時30分～17時00分 165,000円～180,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～18時00分 5人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時30分～12時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 6人
年2回（前年度実績） 16040- 6183821

400人 市町村機関
(1)8時30分～17時15分 150,600円～150,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 200人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
400人

年2回（前年度実績） 16040- 6163621
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- 6165121

25人 金属加工機械製造業
(1)8時15分～17時00分 198,000円～198,000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　15,000円まで 25人

16040- 6171921
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 185,638円～199,576円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 1,147人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
4,577人

16040- 6173021
7人 自動車整備業

(1)8時30分～17時30分 300,000円～380,000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 27人
年2回（前年度実績）200,000円～750,000円 16070- 3729921

6人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 215,000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（上限なし）
32人

年3回（前年度実績）300,000円～1,700,000円 27150-20370921
3,000人 都道府県機関

(1)8時30分～17時15分 174,744円～346,740円
雇用期間の定めなし 1,400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） 16010-23846721

40人 警備業
(1)8時00分～17時00分 182,750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
16020-14146021

3人 一般診療所
(1)8時30分～18時30分 152,000円～190,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～18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 3人
年2回（前年度実績） 16040- 6149121

16人 自動車整備業
(1)8時30分～18時00分 250,000円～600,000円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 16人
年2回（前年度実績） 16040- 6152521

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- 6153421

4人 専門料理店
(1)17時00分～22時00分 265,000円～280,000円

雇用期間の定めなし (2)12時00分～14時00分 3人 雇用・労災
なし

4人
16040- 6156921

1人 書籍・文房具小売業
(1)10時00分～16時00分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

9,000人
13010-17555322

9人 建物サービス業
(1)8時30分～12時00分 910円～910円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 578人

16010-24227221
13人 燃料小売業

950円～1,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 労災

実費支給（上限なし）
又は7時00分～22時00分 240人

16020-14296521

18

事務員 不問 正社員以外

魚津市役所

17

歯科助手 不問 正社員
交替制あ
り

柚木歯科医院  下新川郡入
善町

日祝他

2人
富山県黒部市荻生６６７５番地５

 魚津市 土日祝他
2人

富山県魚津市釈迦堂１丁目１０－
１

0765-23-1020 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町入膳５２１
８

0765-74-0058 その他

21

【未経験歓迎】事務職（庶務ス
タッフ）

不問 正社員以外

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所

0765-54-1800 その他

20

工場内軽作業 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

辻精機株式会社  魚津市 日祝他

19

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
富山県滑川市中野島２６０２

 黒部市 土日他
1人

富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8066 毎　週

1人
富山県魚津市三ケ２２７　 
　　　　　　（魚津企業団地内）

0765-22-0637 その他

24

県立学校実習助手 59歳以下 正社員

富山県庁

076-475-1301 その他

23

設備工事管理スタッフ（魚津） 40歳以下 正社員

小島工業株式会社  魚津市 土日祝他

22

自動車検査員（コバック黒部店） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ラッドライド  黒部市 日祝他

2人
富山県高岡市問屋町２１９番地

 魚津市　他 土日祝他
5人

富山県富山市新総曲輪１－７ 076-431-4111 毎　週

1人
大阪府高槻市大畑町２７－２ 072-695-5666 毎　週

27

自動車鈑金工・塗装工 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　魚津鈑金

0766-29-1320 その他

26

受付事務兼看護補助 35歳以下 正社員

かごうら皮ふ科クリニック  魚津市 木日祝

25

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

 魚津市 他
2人

富山県魚津市吉島４４２５－１ 0765-24-4518 その他

1人
富山県魚津市吉島１丁目７０６番
地

0765-23-6060 毎　週

1人
富山県魚津市釈迦堂１丁目１２０
３

0765-32-5004 その他

0765-62-1026 その他

29

シェフサポート／３ヶ月後シェフ
として雇用

不問 正社員

彩火　くらした  魚津市 月

28

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  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市宇奈月温泉３８３－
１

1

【急募】図書整理作業（富山県黒
部市）

不問 パート労働者

株式会社　図書館流通センター  黒部市
月土日祝
他

6人
東京都文京区大塚３－１－１ 03-3943-7011 毎　週

2

清掃スタッフ【黒部市ふれあい交
流館】

不問 パート労働者

株式会社　バロン  黒部市 他
1人

富山県富山市北代５２９８ 076-434-1881 毎　週

3

セルフガソリンスタンド接客販売
業務【富山市含む県東部】

不問 パート労働者

株式会社　ＳＨＩＭＡＲＳ  魚津市　他 他
3人

富山県射水市庄西町２丁目６番６
２号

0766-82-3157 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　　１１月　１４日　～　１１月　１８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。

10人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～11時00分 910円～1,100円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～14時00分 10人 労災
(3)11時00分～16時00分 実費支給（上限あり）
又は7時00分～19時00分 月額　10,000円まで 10人

年3回（前年度実績）20,000円～100,000円 16040- 6196621
63人 高等学校，中等教育学校

(1)8時30分～15時15分 925円～925円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 25人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
63人

16040- 6199021
2人 警備業

(1)18時30分～9時00分 910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 16010-24178021

18人 その他の専門サービス業
(1)8時30分～17時30分 1,000円～1,250円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～12時00分 16人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 26人
年2回（前年度実績） 16010-24069521

9人 自動車整備業
(1)13時00分～17時00分 1,300円～1,500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　7,200円まで 12人

16040- 6190721
12人 パン・菓子製造業

(1)13時00分～18時00分 908円～908円
雇用期間の定めなし (2)13時30分～18時00分 7人 労災

(3)14時00分～18時00分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 12人

16040- 6192221
8人 その他の織物・衣服・身の回り品小売業

(1)9時45分～13時15分 1,140円～1,140円
雇用期間の定めなし (2)9時45分～19時15分 8人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　100,000円まで 18,339人
年2回（前年度実績） 16040- 6193521

3人 精穀・製粉業
1,000円～1,100円

雇用期間の定めなし 0人 労災
実費支給（上限なし）

又は8時00分～0時00分の 3人
16040- 6195321

375人 病院
(1)8時15分～16時45分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めなし 278人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　55,000円まで
年2回（前年度実績）0円～88,000円 16040- 6176221

21人 金属加工機械製造業
950円～1,200円

雇用期間の定めなし 3人 労災
実費支給（上限なし）

又は8時00分～17時00分 21人
16040- 6179321

104人 老人福祉・介護事業
(1)9時00分～11時30分 1,200円～1,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時00分～16時30分 76人 労災
実費支給（上限あり）
月額　22,500円まで 132人

16040- 6182721
25人 建物サービス業

(1)7時30分～11時30分 930円～950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- 6184221
5人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

950円～1,475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17時00分～0時00分 日額　480円まで 936人

04010-68694221
6人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)10時00分～15時00分 910円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～16時00分 3人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　6,000円まで 48人

16010-23951721
56人 職業紹介業

(1)5時00分～15時30分 1,070円～1,070円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時30分～4時30分 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　100,000円まで 15,000人

16010-24023021
721人 病院

(1)13時15分～18時15分 909円～938円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 572人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 938人
年2回（前年度実績） 16040- 6164921

19

給食調理スタッフ 不問 パート労働者

黒部市民病院  黒部市 他
1人

富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週

18

送迎業務等 18歳以上 パート労働者
変形（1
年単位）

日総工産　株式会社　富山サテラ
イト

 黒部市 日他
1人

富山県富山市新桜町４－２８　朝
日生命富山ビル３階

076-471-7061 その他

17

接客（ご案内、ご提供、レジ）
（かつ兵衛　黒部店）

不問 パート労働者

有限会社　ハッピーフーズ  黒部市 他
2人

富山県富山市栃谷４４０番地の３ 076-434-4581 その他

16

ホール・キッチン［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

15

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

14

入浴専門職員（パート） 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 土日祝他
1人

富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 毎　週

13

鉄骨作業工（工場内） 不問 パート労働者

武隈鉄工　株式会社  黒部市 日他
1人

富山県黒部市生地吉田９６７２番
地の甲

0765-56-8254 毎　週

12

診療情報管理士 不問 パート労働者

独立行政法人　労働者健康安全機
構　富山労災病院

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週

11

米粉の製造 18歳以上 パート労働者

株式会社ＳＳ製粉  黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-5820 毎　週

10

ファッション衣料販売スタッフ 59歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　しまむら（ファッショ
ンセンターしまむら魚津店）

 魚津市 他
1人

富山県魚津市本江１１００ 0765-23-9023 毎　週

9

パンの包装検査 不問 パート労働者

高谷製パン  魚津市 金土他
1人

富山県魚津市金浦町４－７ 0765-22-0838 毎　週

8

一般事務、簡単な経理業務、書類
の作成

不問 パート労働者

三井自動車　株式会社  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市天神野新７４２ 090-3888-
0014

毎　週

7

介護職（デイサービス春日の郷） 不問 パート労働者

有限会社　北陸ケアサービス  下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県富山市水橋中村町２５１番
地１

076-479-9701 毎　週

6

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

4

介護スタッフ（地域密着型認知症
対応型生活介護）

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ケアサポート真魚  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町入膳４１９
９番地６

0765-74-2666 毎　週

5

校務助手 不問 パート労働者

富山県総合教育センター（富山県
立桜井高等学校）

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市三日市１３３４ 0765-52-0120 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　　１１月　１４日　～　１１月　１８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。

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- 6166021
105人 特別支援学校

(1)8時30分～16時15分 1,159円～1,236円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 75人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　34,880円まで 107人
年2回（前年度実績） 16040- 6167721

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- 6169221
50人 旅館，ホテル

(1)9時00分～15時00分 910円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 21人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 50人

16040- 6170621
21人 障害者福祉事業

(1)9時00分～14時00分 910円～910円
雇用期間の定めなし 15人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 112人

16040- 6172121
30人 水産食料品製造業

(1)8時00分～17時00分 1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 18人 雇用・労災

なし
又は9時00分～17時00分 30人

16040- 6174721
7人 建物サービス業

(1)8時00分～12時00分 950円～950円
雇用期間の定めなし 7人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 200人

16040- 6175821
124人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～12時30分 1,200円～1,600円
雇用期間の定めなし 111人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　18,700円まで 140人

16040- 6150821
2人 婦人・子供服小売業

(1)10時00分～16時00分 910円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時00分～20時00分 2人 労災

(3)17時00分～20時00分 実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 3人

16040- 6151221
8人 他に分類されない製造業

(1)9時10分～15時00分 930円～970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8時20分～17時00分 月額　10,000円まで 14人

年2回（前年度実績）80,000円～150,000円 16040- 6155621
4人 一般診療所

(1)9時00分～16時00分 1,300円～1,500円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～11時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時00分～12時00分 実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040- 6157121

4人 一般診療所
(1)9時00分～16時00分 1,000円～1,500円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～11時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時00分～15時00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- 6158021

2人 歯科診療所
(1)9時00分～13時00分 1,060円～1,340円

雇用期間の定めなし (2)14時00分～17時00分 2人 労災
実費支給（上限あり）
日額　300円まで 2人

16040- 6162321
6人 自動車整備業

950円～1,100円
雇用期間の定めなし 2人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～18時30分 月額　15,000円まで 27人

16070- 3730721
16人 その他の飲食料品小売業

930円～980円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 労災

実費支給（上限なし）
又は9時00分～21時30分 711人

20010-18942021

34

販売（魚津市）ＭＥＧＡドン・キ
ホーテＵＮＹ魚津店

不問 パート労働者

ケンタッキーフライドチキン（吉
田興産株式会社）

 魚津市 他
1人

長野県長野市若里５－１６－８ 026-223-0011 その他

33

フロントスタッフ（コバック黒部
店／パートタイム）

40歳以下 パート労働者

株式会社　ラッドライド  黒部市 日祝他
2人

富山県滑川市中野島２６０２ 076-475-1301 毎　週

32

歯科衛生士 不問 パート労働者

医療法人社団　森本歯科医院  魚津市 木日祝他
1人

富山県魚津市本町１－６－４ 0765-22-8400 毎　週

31

事務・医療事務 不問 パート労働者

医療法人社団　しのざき小児科  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市三日市１０６２ 0765-56-6938 毎　週

30

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 日祝他
1人

富山県黒部市三日市１０６２ 0765-56-6938 毎　週

29

部品付・検査 64歳以下 パート労働者

株式会社　清田建材  黒部市 土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町芦崎８８－
１０

0765-76-0624 毎　週

28

婦人服の販売 不問 パート労働者
交替制あ
り

有限会社　ボンジュール  魚津市 他
2人

富山県魚津市相木新１３－２ 0765-24-7710 その他

27

看護師・准看護師補助 59歳以下 パート労働者
変形
（1ヶ月

社会福祉法人　舟見寿楽苑  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町舟見１６６
４番地

0765-78-1935 毎　週

26

清掃スタッフ／黒部市 不問 パート労働者

株式会社　美来  黒部市 土日他
1人

富山県魚津市吉島２－１－１ 0765-22-9207 毎　週

25

発送作業補助 不問 パート労働者

生地蒲鉾　有限会社  黒部市 土日
2人

富山県黒部市生地３７６ 0765-56-8064 毎　週

24

調理員 不問 パート労働者

社会福祉法人　にいかわ苑  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡入善町横山７８－
１

0765-74-2520 毎　週

23

浴場清掃 不問 パート労働者

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

22

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

21

炊事員【会計年度任用職員】 不問 パート労働者

富山県総合教育センター（にいか
わ総合支援学校）

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市石田６６８２ 0765-54-1288 毎　週

20

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
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