
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

8人 自動車・同附属品製造業
(1)9時00分～17時30分 176,100円～250,000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） 拠出
6,147人

年2回（前年度実績） 11030- 2539931
8人 自動車・同附属品製造業

(1)9時00分～17時30分 176,100円～230,000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） 拠出
6,147人

年2回（前年度実績） 11030- 2541531
20人 その他の専門サービス業

(1)8時00分～17時00分 180,000円～250,000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）
又は7時00分～19時00分 月額　16,100円まで 177人

年2回（前年度実績） 16010- 1737131
5人 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

(1)9時30分～18時30分 193,021円～193,021円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 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 21人
年1回（前年度実績） 16010- 1763831

100人 警備業
(1)8時00分～17時00分 214,000円～214,000円

雇用期間の定めなし (2)22時00分～5時00分 15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）50,000円～175,000円 16010- 1799231

100人 警備業
(1)8時00分～17時00分 214,000円～214,000円

雇用期間の定めなし (2)22時00分～5時00分 15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）50,000円～175,000円 16010- 1801031

64人 都道府県機関
(1)8時30分～17時15分 173,600円～213,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 51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- 1691831

5人 その他の職別工事業
(1)8時30分～17時30分 200,000円～350,000円

雇用期間の定めなし 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 6人
年2回（前年度実績） 16040-  491831

16人 紙製容器製造業
(1)8時20分～17時20分 203,000円～273,000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　30,000円まで 467人

16040-  493531
13人 電気工事業

(1)7時45分～16時45分 250,000円～350,000円
雇用期間の定めなし 3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 13人
年2回（前年度実績） 16040-  497631

6人 電気工事業
(1)8時30分～17時30分 150,000円～180,000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 6人
年1回（前年度実績） 16040-  498931

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
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 121人
年2回（前年度実績） 16040-  499131

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
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 121人
年2回（前年度実績） 16040-  500731

6人 金属加工機械製造業
(1)5時45分～14時00分 160,000円～260,000円

雇用期間の定めなし (2)13時45分～22時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生
(3)21時45分～6時00分 実費支給（上限あり）

月額　20,000円まで 121人
年2回（前年度実績） 16040-  501331

10人 他に分類されない小売業
(1)8時30分～18時00分 170,000円～320,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 3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 12人
年2回（前年度実績） 16040-  502631

124人 老人福祉・介護事業
(1)8時00分～17時00分 200,800円～268,000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
年2回（前年度実績） 16040-  472931

【先週１週間　　１月　　１６日～　　１月　　２０日に受理】

1

自動車（トラック）の整備作業
［魚津市／魚津ＣＣ］

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ＵＤトラックス　株式会社

1人
埼玉県上尾市大字壱丁目１番地

 魚津市 日祝他
1人

埼玉県上尾市大字壱丁目１番地 048-781-2310 その他

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

販売員（黒部店） 34歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　シャトル

048-781-2310 その他

3

店舗運営スタッフ【黒部峡谷鉄道
の売店・食堂・喫茶】

62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

 黒部市 他

2

自動車（トラック）の整備作業
［魚津市／魚津ＣＣ］

30歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ＵＤトラックス　株式会社  魚津市 日祝他

10人
富山県富山市千石町２－８－２

 黒部市 他
1人

富山県富山市黒瀬北町２丁目３番
６号

076-422-7340 毎　週

3人
富山県富山市湊入船町３番３０号 076-444-0035 その他

7

管理栄養士（産育休代替職員・黒
部学園富山学園兼務）

不問 正社員以外

富山県庁

076-493-7330 その他

6

交通誘導警備員 18歳～64歳 正社員
変形
（1ヶ月

マンパワーセキュリティ　株式会
社

魚津市　他 日祝他

5

列車見張り員 18歳～64歳 正社員
変形
（1ヶ月

マンパワーセキュリティ　株式会
社

魚津市　他 日祝他

2人
富山県黒部市生地芦区２２

黒部市　他 土日祝他
1人

富山県富山市新総曲輪１－７ 076-431-4111 毎　週

10人
富山県富山市千石町２－８－２ 076-493-7330 その他

0765-57-1215 その他

9

事務職（財務経理または人事総
務）

不問 正社員以外
変形（1
年単位）

株式会社アイザック  魚津市 日祝他

8

サッシ取付・加工含む総合職 35歳以下 正社員

株式会社　紙屋ガラス建硝  黒部市 土日祝

1人
富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-24-6000 その他

12

溶接工 44歳以下 正社員

カナヤママシナリー　株式会社

0765-56-8820 毎　週

11

一般事務 64歳以下 正社員

システムテック　株式会社  下新川郡入
善町

土日祝他

電気工事作業員（経験者） 64歳以下 正社員

大上戸電気　株式会社  黒部市 土日他10
2人

富山県黒部市吉田１００８－１

1人
富山県黒部市沓掛３２５９

 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

2人
富山県下新川郡入善町上野７１７
２－６

0765-74-0850 毎　週

15

ルート営業 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　イリス

0765-52-0888 毎　週

14

飲料製造ラインマシンオペレー
ター及び検査業務

18歳～44歳 無期雇用派遣労働者
交替制あ
り

カナヤママシナリー　株式会社  下新川郡朝
日町

日他

13

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  下新川郡入
善町

日他

1人
富山県下新川郡入善町舟見１６６
４番地

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳３４３
６－４

0765-72-3007 その他

1人
富山県黒部市沓掛３２５９ 0765-52-0888 毎　週

0765-78-1935 その他

16

看護師・准看護師 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

社会福祉法人　舟見寿楽苑  下新川郡入
善町

他

℡ 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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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。

124人 老人福祉・介護事業
(1)7時20分～16時20分 169,000円～210,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 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
年2回（前年度実績） 16040-  473131

104人 老人福祉・介護事業
(1)7時45分～16時45分 161,800円～190,000円

雇用期間の定めなし (2)8時45分～17時45分 76人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時45分～18時45分 実費支給（上限あり）

月額　22,500円まで 132人
年2回（前年度実績） 16040-  474031

123人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 206,000円～256,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 96人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)13時15分～17時15分 実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 280人
年2回（前年度実績） 16040-  476231

123人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 166,000円～220,000円

雇用期間の定めなし (2)16時30分～9時30分 96人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)7時00分～15時45分 実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 280人
年2回（前年度実績） 16040-  477531

5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30分～17時00分 165,000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）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040-  480931

0人 酒場，ビヤホール
(1)15時00分～23時00分 150,000円～280,000円

雇用期間の定めなし (2)16時00分～23時00分 0人 労災
なし

0人
16040-  484231

4人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～350,000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 4人
年1回（前年度実績） 16040-  487731

5人 建物サービス業
(1)7時30分～16時15分 154,380円～154,380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）
日額　400円まで 168人
年2回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040-  488331

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2回（前年度実績）0円～350,000円 14100-  829131

2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2回（前年度実績）0円～350,000円 14100-  844631

5人 建物サービス業
180,000円～250,000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）

又は9時30分～21時30分 月額　12,000円まで 116人
年2回（前年度実績）30,000円～30,000円 16010- 1648631

18人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 145,557円～145,557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）
日額　400円まで 168人
年2回（前年度実績）5,000円～50,000円 16040-  461731

5人 一般土木建築工事業
(1)7時30分～17時00分 300,000円～350,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
なし

5人
年2回（前年度実績）40,000円～240,000円 16040-  462331

5人 一般土木建築工事業
(1)7時30分～17時00分 237,600円～302,400円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
なし

5人
年2回（前年度実績）40,000円～240,000円 16040-  463631

73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 165,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 21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 73人
年2回（前年度実績） 16040-  464931

123人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 213,500円～325,000円

雇用期間の定めなし (2)16時30分～9時30分 96人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 280人
年2回（前年度実績） 16040-  468231

18

介護員（グループホーム） 62歳以下 正社員
交替制あ
り

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

17

介護職員 59歳以下 正社員
交替制あ
り

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小杉　６４

 黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 その他

2人
富山県下新川郡入善町舟見１６６
４番地

0765-78-1935 その他

21

事務職 64歳以下 正社員

有限会社　長崎新サッシ工業

0765-78-2500 その他

20

介護職 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人健康長寿会　入善老人保
健施設　こぶしの庭

 下新川郡入
善町

他

19

介護支援専門員 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人健康長寿会　入善老人保
健施設　こぶしの庭

 下新川郡入
善町

他

1人
富山県魚津市駅前新町１０－３

 下新川郡入
善町

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

2人
富山県下新川郡入善町小杉　６４ 0765-78-2500 その他

24

日常清掃作業【シロウマサイエン
ス（株）】

64歳以下 正社員以外

株式会社　新川ビルサービス

0765-24-7652 毎　週

23

現場作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　村崎組  魚津市 日他

22

調理 18歳以上 正社員
交替制あ
り

魚清  魚津市 日他

3人
神奈川県厚木市林５－７－１３

 下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

2人
富山県魚津市西尾崎１５３０－２ 0765-22-5181 その他

27

店長候補（イタリアントマト　Ｃ
ａｆｅ．Ｊｒ魚津店）

64歳以下 正社員

株式会社　オフィスケィ

03-3527-3002 毎　週

26

販売・接客・サービス（メガネハ
ウス魚津店）

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  魚津市 他

25

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  黒部市 他

1人
富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

 魚津市 他
1人

富山県富山市鶴ヶ丘町１０２番地
１

076-452-5211 毎　週

2人
神奈川県厚木市林５－７－１３ 03-3527-3002 毎　週

30

土木作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　坪崎建設

0765-74-0246 毎　週

29

土木技術者 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　坪崎建設  魚津市 日他

28

日常清掃作業【サンリッツ入善工
場】（フルタイムパート）

64歳以下 正社員以外

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入
善町

土日祝他

2人
富山県下新川郡朝日町月山８７

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市川縁２８４ 0765-23-1501 その他

1人
富山県魚津市川縁２８４ 0765-23-1501 その他

0765-83-2682 その他

32

看護師 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人健康長寿会　入善老人保
健施設　こぶしの庭

 下新川郡入
善町

他

31

組立作業員 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　渡辺功機  下新川郡朝
日町

日他

1人
富山県下新川郡入善町小杉　６４ 0765-78-2500 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　　１月　　１６日～　　１月　　２０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。

9人 一般診療所
(1)8時00分～14時00分 170,000円～170,000円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～18時00分 9人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時00分～12時00分 実費支給（上限なし）

9人
年2回（前年度実績） 16040-  470331

2人 無機化学工業製品製造業
(1)6時00分～14時00分 130,100円～130,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～21時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　22,100円まで 520人
年2回（前年度実績） 16070-  253131

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） 拠出
又は6時00分～22時30分 月額　73,700円まで 4,557人

年2回（前年度実績） 18040-  458231
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） 拠出
又は6時00分～22時30分 月額　73,700円まで 4,557人

年2回（前年度実績） 18040-  475531
9人 その他の専門サービス業

180,000円～250,000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）
又は7時00分～19時30分 月額　24,500円まで 177人

年2回（前年度実績）100,000円～250,000円 16010- 1567331
40人 警備業

(1)8時00分～17時00分 179,568円～201,928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　40,000円まで 270人

16010- 1569931
6人 産業機械器具卸売業

(1)8時30分～17時00分 164,500円～190,000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） 拠出
月額　25,000円まで 25人
年2回（前年度実績） 16010- 1572431

69人 一般廃棄物処理業
(1)9時00分～18時00分 245,000円～270,000円

雇用期間の定めなし 8人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　7,500円まで 80人
年2回（前年度実績） 16040-  427231

10人 金属加工機械製造業
(1)8時30分～17時30分 185,000円～240,000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（上限あり） 厚生
月額　10,000円まで 10人
年2回（前年度実績）235,000円～504,000円 16040-  428531

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-  429431

73人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 340,000円～435,000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　20,000円まで 78人
年2回（前年度実績） 16040-  430631

39人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時45分 170,000円～250,000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-  431931
12人 障害者福祉事業

(1)8時30分～17時30分 154,600円～154,600円
雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 112人
年3回（前年度実績）10,000円～240,000円 16040-  432131

721人 病院
(1)8時30分～17時00分 139,046円～147,961円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 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 948人
年2回（前年度実績） 16040-  433031

32人 市町村機関
(1)8時30分～17時15分 158,900円～177,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 32人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 345人
年2回（前年度実績） 16040-  434831

113人 病院
(1)8時30分～17時15分 162,980円～213,860円

雇用期間の定めなし 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040-  436531

33

医療事務 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　川瀬医院

1人
富山県滑川市大島５３０

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町東狐１０３
１

0765-72-0069 その他

36

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

076-471-0211 その他

35

精肉売場担当者【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

34

社員寮における業務【魚津工場】 不問 正社員以外
交替制あ
り

日本カーバイド工業株式会社　早
月工場

 魚津市 日祝他

1人
富山県富山市湊入船町３番３０号

 黒部市 他
1人

福井県坂井市坂井町下新庄１５－
８－１

0776-72-1011 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

39

事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

山室重機　株式会社

076-444-0035 その他

38

警備スタッフ（呉東地区） 18歳～59歳 正社員以外
変形
（1ヶ月

東洋警備保障　株式会社　富山営
業所

魚津市　他 他

37

店舗運営スタッフ（黒部宇奈月温
泉駅横土産品店）

62歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

 黒部市 他

2人
富山県魚津市大光寺６１－１

 魚津市 日祝他
1人

富山県富山市山室新町４１番地 076-424-1611 その他

3人
富山県富山市大泉町３丁目５－１
３

076-491-9950 その他

42

庶務（送迎・介護補助） 59歳以下 正社員

医療法人　深川病院

0765-22-0311 その他

41

精密機械部品加工 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　エムシーピー  下新川郡入
善町

日他

40

営業スタッフ 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　魚津清掃公社  魚津市 日祝他

5人
富山県黒部市宇奈月温泉６３３－
１

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町浦山新８８
１

0765-78-2323 その他

45

生活支援員 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

0765-62-1106 毎　週

44

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

43

土木施工管理 61歳以下 正社員

大高建設　株式会社  黒部市 土日祝他

1人
富山県黒部市三日市１１０８－１

 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

0765-74-2520 その他

2人
富山県下新川郡入善町上野８８８
１

0765-72-3033 毎　週

48

事務職員（総務） 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

0765-54-2211 その他

47

保育士 不問 正社員以外

朝日町役場  下新川郡朝
日町

日祝他

46

窓口業務 不問 正社員以外

黒部市民病院  黒部市 土日祝

 魚津市 他
1人

富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他

3人
富山県下新川郡朝日町道下１１３
３

0765-83-1100 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　　１月　　１６日～　　１月　　２０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。

108人 工業用プラスチック製品製造業

(1)8時30分～17時15分 191,000円～308,000円
雇用期間の定めなし (2)16時45分～1時05分 61人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時50分～8時50分 実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 108人
年2回（前年度実績） 16040-  437431

91人 障害者福祉事業
(1)8時30分～17時15分 148,600円～148,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 63人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 118人

16040-  438731
3人 自動車整備業

(1)8時00分～17時00分 170,000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） 厚生
月額　5,000円まで 3人
年2回（前年度実績） 16040-  439331

91人 障害者福祉事業
(1)8時30分～17時15分 192,000円～210,000円

雇用期間の定めなし 63人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　32,000円まで 118人
年2回（前年度実績） 16040-  440131

91人 障害者福祉事業
(1)7時00分～15時45分 178,000円～196,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時15分 63人 雇用・労災・健康・厚生
(3)10時15分～19時00分 実費支給（上限あり）

月額　32,000円まで 118人
年2回（前年度実績） 16040-  441031

76人 旅館，ホテル
(1)8時00分～16時30分 170,000円～200,000円

雇用期間の定めなし (2)12時30分～21時00分 48人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

76人
16040-  443231

16人 老人福祉・介護事業
(1)8時00分～17時00分 160,000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-  451531

5人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)10時00分～19時00分 180,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 749人
年2回（前年度実績） 27010- 3635831

5人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)10時00分～19時00分 180,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 749人
年2回（前年度実績） 27010- 3636231

5人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時30分～14時30分 185,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり）
又は5時00分～19時30分 月額　10,000円まで 130人

年2回（前年度実績）0円～400,000円 16010- 1382731
3人 産業用機械器具賃貸業

(1)7時00分～15時45分 275,000円～350,000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　15,000円まで 15人
年1回（前年度実績）100,000円～400,000円 16010- 1486731

42人 その他の金属製品製造業
(1)8時00分～16時50分 182,791円～182,791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
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 42人

16040-  399731
4人 歯科診療所

(1)8時30分～18時00分 170,000円～210,000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（上限あり）
月額　10,000円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040-  400831

42人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 157,800円～230,000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　16,100円まで 42人
年2回（前年度実績） 16040-  407931

42人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 172,500円～230,000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　16,100円まで 42人
年2回（前年度実績） 16040-  408131

42人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 207,000円～299,000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　16,100円まで 42人
年2回（前年度実績） 16040-  409031

5人
富山県下新川郡入善町古黒部２０
５０番地

51

自動車整備士 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　吉野自動車

0765-72-2000 その他

50

職業指導員 不問 正社員以外

社会福祉法人　新川むつみ園  下新川郡入
善町

他

49

生産オペレーター（交替勤務） 59歳以下 正社員
交替制あ
り

入善キタノ製作株式会社  下新川郡入
善町

日他

1人
富山県下新川郡入善町浦山新２２
０８

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市大光寺２０３０－１
４

0765-24-5088 その他

1人
富山県下新川郡入善町浦山新２２
０８

0765-78-1131 毎　週

54

フロント係 64歳以下 正社員
交替制あ
り

入善里山観光開発株式会社（バー
デン明日）

0765-78-1131 毎　週

53

生活支援員 44歳以下 正社員
交替制あ
り

社会福祉法人　新川むつみ園  下新川郡入
善町

他

52

看護師 59歳以下 正社員

社会福祉法人　新川むつみ園  下新川郡入
善町

土日祝他

3人
富山県魚津市相木４９７－１

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町舟見１６７
７番地１

0765-78-2525 その他

5人
富山県下新川郡入善町浦山新２２
０８

0765-78-1131 毎　週

57

ソフトバンク１００％出資子会
社！携帯販売代理店！／黒部店

35歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

テレニシ　株式会社

0765-22-8508 その他

56

ソフトバンク１００％出資子会
社！携帯販売代理店！／魚津店

35歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

テレニシ　株式会社  魚津市 他

55

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

3人
富山県富山市開６５３－１

 黒部市 他
2人

大阪府大阪市中央区城見１ー２ー
２７　クリスタルタワ一１４階

06-7711-7778 その他

2人
大阪府大阪市中央区城見１ー２ー
２７　クリスタルタワ一１４階

06-7711-7778 その他

60

機械加工 不問 正社員以外

新和工業株式会社

076-421-5712 毎　週

59

建設関連　専門工事 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　アツタ産業  下新川郡入
善町

日祝他

58

調理員または栄養士（入善セント
ラル病院）

64歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　ディライフ  下新川郡入
善町

他

1人
富山県下新川郡入善町入膳３６９
９－１

 黒部市 土日他
1人

富山県黒部市沓掛６５０ 0765-57-3131 毎　週

2人
富山県富山市東老田４３６－１ 076-434-8160 その他

63

一般製缶作業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　エスケーテック

0765-72-0262 毎　週

62

機械組立 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　エスケーテック  黒部市 日他

61

歯科衛生士 不問 正社員

野田歯科医院  下新川郡入
善町

日祝他

1人
富山県黒部市前沢２４２０

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市前沢２４２０ 0765-56-5111 その他

2人
富山県黒部市前沢２４２０ 0765-56-5111 その他

0765-56-5111 その他

64

機械設計 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　エスケーテック  黒部市 日他
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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　　１月　　１６日～　　１月　　２０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。

42人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 172,500円～230,000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　16,100円まで 42人
年2回（前年度実績） 16040-  410531

20人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時45分 200,000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（上限あり）
月額　7,000円まで 20人
年2回（前年度実績） 16040-  415931

20人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時45分 200,000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（上限あり）
月額　7,000円まで 20人
年2回（前年度実績） 16040-  416131

20人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時45分 170,000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（上限あり）
月額　7,000円まで 20人
年2回（前年度実績） 16040-  417031

20人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時45分 170,000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（上限あり）
月額　7,000円まで 20人
年2回（前年度実績） 16040-  418831

57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30分～17時00分 205,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時30分 19人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
100人

年2回（前年度実績） 16040-  421331
8人 公園，遊園地

(1)8時30分～17時15分 158,400円～162,800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（上限あり）
月額　35,000円まで 30人
年2回（前年度実績）20,000円～20,000円 16040-    3530

100人 警備業
(1)8時00分～17時00分 1,062円～1,062円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)22時00分～5時00分 15人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

110人
16010- 1798831

100人 警備業
(1)8時00分～17時00分 1,062円～1,062円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)22時00分～5時00分 15人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

110人
16010- 1800131

11人 各種食料品小売業
(1)9時00分～16時00分 910円～910円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

又は17時00分～21時00分 159人
年2回（前年度実績）5,000円～ 16010- 1696331

5人 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

950円～950円
雇用期間の定めなし 2人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時30分～22時00分 月額　2,000円まで 21人

16010- 1644531
77人 百貨店，総合スーパー

(1)8時30分～17時00分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 53人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 1,052人
年2回（前年度実績）14,800円～95,600円 16040-  503931

77人 百貨店，総合スーパー
(1)4時30分～9時00分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 53人 労災
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 1,052人
年2回（前年度実績）14,800円～95,600円 16040-  504131

113人 病院
1,310円～1,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 73人 労災
実費支給（上限あり） 拠出

又は6時30分～18時30分 月額　20,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040-  471631

123人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 916円～1,016円

雇用期間の定めなし 96人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時30分～17時15分 月額　35,000円まで 280人
16040-  475831

100人 各種食料品小売業
(1)7時00分～11時00分 930円～1,070円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時00分～14時00分 65人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

9,569人
年2回（前年度実績） 16040-  478431

9

商品の製造・加工・陳列 不問 パート労働者

株式会社　原信　黒部店  黒部市 他
4人

富山県黒部市荻生西小路７６８６ 0765-54-5111 毎　週

8

介護サポーター 59歳以下 パート労働者

医療法人健康長寿会　入善老人保
健施設　こぶしの庭

 下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町小杉　６４ 0765-78-2500 その他

7

看護師（日勤） 不問 パート労働者

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人

富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 毎　週

6

早朝・店出し 18歳以上 パート労働者

マックスバリュ北陸　株式会社
マックスバリュ黒部コラーレ前店

 黒部市 他
2人

富山県黒部市植木７７１番１ 0765-54-3522 その他

5

事務スタッフ 不問 パート労働者

マックスバリュ北陸　株式会社
マックスバリュ黒部コラーレ前店

 黒部市 他
1人

富山県黒部市植木７７１番１ 0765-54-3522 その他

4

販売員（黒部店） 59歳以下 パート労働者

有限会社　シャトル  黒部市 他
1人

富山県富山市黒瀬北町２丁目３番
６号

076-422-7340 毎　週

3

販売スタッフ 不問 パート労働者

株式会社　マルチョウ神戸屋 魚津市　他 土日祝他
3人

富山県富山市東岩瀬町３１５番地 076-438-0870 毎　週

2

列車見張り員 18歳以上 パート労働者
交替制あ
り

マンパワーセキュリティ　株式会
社

魚津市　他 他
10人

富山県富山市千石町２－８－２ 076-493-7330 毎　週

1

交通誘導警備員 18歳以上 パート労働者
交替制あ
り

マンパワーセキュリティ　株式会
社

魚津市　他 他
10人

富山県富山市千石町２－８－２ 076-493-7330 毎　週

71

遊具運転・園内整備 不問 正社員以外

一般財団法人　魚津市施設管理公
社

 魚津市 他
7人

富山県魚津市三ヶ１１８１－１
（ミラージュハウス内）

0765-24-9578 毎　週

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　システムササキ

65

フライス・旋盤工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　エスケーテック  黒部市 日他

 黒部市 他
2人

富山県黒部市前沢２６７４ 0765-52-4339 その他

2人
富山県黒部市前沢２４２０ 0765-56-5111 その他

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　システムササキ

0765-52-4339 その他

68

配管工 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　システムササキ  黒部市 他

67

機械加工及び組立 59歳以下 正社員

66

製缶工

変形
（1ヶ月

有限会社　システムササキ  黒部市 他

 黒部市 他
2人

富山県黒部市前沢２６７４ 0765-52-4339 その他

2人
富山県黒部市前沢２６７４ 0765-52-4339 その他

0765-22-5522 その他

70

溶接工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

広浜建材　株式会社  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市川縁５－７

2人
富山県黒部市前沢２６７４

69

電気工事士
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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　　１月　　１６日～　　１月　　２０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。

100人 各種食料品小売業
(1)15時00分～22時00分 930円～1,070円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 65人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

又は9時00分～20時00分 9,569人
年2回（前年度実績） 16040-  479731

9人 スポーツ施設提供業
(1)8時00分～13時00分 910円～950円

雇用期間の定めなし (2)12時00分～17時00分 7人 労災
(3)18時00分～22時00分 実費支給（上限なし）

9人
16040-  482031

0人 酒場，ビヤホール
(1)15時00分～20時00分 1,000円～1,300円

雇用期間の定めなし (2)18時00分～23時00分 0人 労災
(3)19時00分～23時00分 なし

0人
16040-  483831

1人 美容業
910円～920円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は9時30分～19時00分 月額　5,000円まで 1人
年2回（前年度実績）30,000円～30,000円 16040-  485531

4人 土木工事業（舗装工事業を除く）

950円～1,100円
雇用期間の定めなし 1人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～16時00分 月額　10,000円まで 4人

16040-  486431
9人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)16時30分～22時00分 950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（上限なし）
又は16時00分～21時00分 44,031人

16040-  489631
4人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)15時30分～20時00分 950円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 労災

実費支給（上限なし）
44,031人

16040-  490031
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 6人 雇用・労災・健康・厚生

なし
16人

16040-  457131
2人 建物サービス業

(1)7時30分～12時45分 930円～930円
雇用期間の定めなし (2)7時45分～13時00分 2人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
日額　300円まで 168人
年2回（前年度実績）5,000円～45,000円 16040-  458031

129人 病院
(1)8時15分～9時30分 910円～1,100円

雇用期間の定めなし (2)15時30分～17時00分 104人 労災
実費支給（上限あり）
月額　16,400円まで 129人

16040-  459831
24人 市町村機関

(1)9時30分～13時30分 942円～942円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 17人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　34,890円まで 948人
年2回（前年度実績） 16040-  466031

6人 その他の道路旅客運送業
(1)20時00分～3時00分 1,100円～1,100円

雇用期間の定めなし (2)20時00分～4時00分 0人 労災
なし

6人
16040-  467831

76人 郵便局
(1)8時00分～16時45分 1,010円～1,010円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 29人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
日額　2,600円まで 191,000
年2回（前年度実績）184,434円～293,573円 16040-  469531

11人 市町村機関
(1)7時00分～8時15分 1,061円～1,061円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時00分～16時00分 0人 労災
(3)15時30分～18時30分 実費支給（上限あり）

月額　31,600円まで 345人
16040-  435231

76人 旅館，ホテル
(1)6時00分～11時00分 908円～1,008円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)5時00分～10時00分 48人 労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 76人

16040-  442831
60人 郵便業（信書便事業を含む）

1,010円～1,010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（上限あり）
又は8時20分～20時50分 日額　2,600円まで

年2回（前年度実績） 16040-  444531

25

郵便物の配達 不問 パート労働者

日本郵便株式会社　郵便事業総本
部　入善郵便局

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳３７２
９－２

0765-32-3663 毎　週

24

朝食係 不問 パート労働者

入善里山観光開発株式会社（バー
デン明日）

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町舟見１６７
７番地１

0765-78-2525 毎　週

23

バス運転手 不問 パート労働者

朝日町役場  下新川郡朝
日町

土日祝他
2人

富山県下新川郡朝日町道下１１３
３

0765-83-1100 毎　週

22

郵便物配達 不問 パート労働者

日本郵便株式会社　郵便事業総本
部　黒部郵便局

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市三日市３９９３ 0765-52-0300 毎　週

21

代行運転手【二種免許必須】 18歳以上 パート労働者

相木代行  魚津市 他
3人

富山県魚津市相木１０１７－１ 090-1391-
7227

毎　週

20

小学校校務助手 不問 パート労働者

黒部市教育委員会  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市三日市１３０１ 0765-54-2111 毎　週

19

庶務（送迎） 59歳以下 パート労働者

医療法人　深川病院  魚津市 土日他
1人

富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 毎　週

18

日常清掃作業（アサヒ飲料　北陸
工場）

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

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

17

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

16

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 土日祝
1人

富山県黒部市堀切１３００ 
（ＹＫＫ光志寮内事務所）

0765-57-2258 毎　週

15

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

14

一般事務 不問 パート労働者

有限会社　村崎組  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市西尾崎１５３０－２ 0765-22-5181 毎　週

13

エステティシャン及び事務 不問 パート労働者

エステティック　ジュビラン
キッズ

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市新角川２－４－８ 0765-55-1822 その他

12

接客と調理補助 18歳以上 パート労働者
交替制あ
り

魚清  魚津市 他
2人

富山県魚津市駅前新町１０－３ 0765-24-7652 毎　週

11

ゴルフ練習場　接客・清掃（ゴル
フ未経験者歓迎）

不問 パート労働者

株式会社　アンテロ－プ  魚津市 他
5人

富山県魚津市道坂１０３－４ 0765-32-8850 毎　週

10

レジ作業 不問 パート労働者

株式会社　原信　黒部店  黒部市 他
2人

富山県黒部市荻生西小路７６８６ 0765-54-5111 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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℡ 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 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)4時45分～13時30分 1,300円～1,500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 44,031人

16040-  445431
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 月額　10,000円まで 19人

16040-  452431
16人 老人福祉・介護事業

930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7時00分～19時00分 月額　10,000円まで 19人

16040-  453731
16人 老人福祉・介護事業

950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 月額　10,000円まで 19人

16040-  454331
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-  455631
3人 老人福祉・介護事業

1,000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 月額　5,000円まで 19人

16040-  456931
18人 医薬品・化粧品小売業

(1)8時30分～13時00分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～17時00分 16人 労災

(3)17時00分～21時00分 なし
7,320人

21030- 1356231
12人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時30分～10時30分 920円～1,100円
雇用期間の定めなし (2)9時30分～13時30分 10人 雇用・労災

(3)15時00分～19時30分 実費支給（上限あり）
又は5時30分～19時30分 月額　10,000円まで 130人

16010- 1375331
4人 歯科診療所

(1)8時30分～12時00分 1,200円～1,350円
雇用期間の定めなし (2)14時00分～18時00分 4人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～18時00分 月額　10,000円まで 4人

年2回（前年度実績）10,000円～20,000円 16040-  401231
7人 清涼飲料製造業

(1)9時00分～13時00分 1,100円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)12時00分～16時00分 3人 雇用・労災

(3)8時00分～16時45分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　6,000円まで 7人
年1回（前年度実績）5,000円～20,000円 16040-  402531

18人 都道府県機関
(1)8時30分～16時30分 922円～922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（上限あり）
月額　20,000円まで 100人
年2回（前年度実績） 16040-  405331

0人 建物サービス業
(1)9時00分～12時15分 950円～1,000円

雇用期間の定めなし 0人 労災
実費支給（上限あり）
月額　4,800円まで 200人

16040-  411431
5人 児童福祉事業

951円～1,019円
雇用期間の定めなし 4人 労災

実費支給（上限なし）
又は13時30分～18時30分 5人

16040-  412731
15人 書籍・文房具小売業

1,500円～1,700円
雇用期間の定めなし 8人 労災

実費支給（上限あり）
又は3時30分～5時00分の 月額　3,000円まで 97人

年2回（前年度実績）20,000円～40,000円 16040-  413331
8人 書籍・文房具小売業

1,300円～1,700円
雇用期間の定めなし 4人 労災

実費支給（上限あり）
又は2時00分～5時00分の 月額　5,000円まで 97人

年2回（前年度実績）20,000円～50,000円 16040-  414631
20人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時45分 1,000円～1,800円
雇用期間の定めなし 2人 労災

なし
20人

16040-  419231

41

製缶工 不問 パート労働者

有限会社　システムササキ  黒部市 他
1人

富山県黒部市前沢２６７４ 0765-52-4339 その他

40

新聞配達【黒部販売店　本店】 18歳以上 パート労働者

フルシン　株式会社  黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月町浦山９６７
－５

0765-65-7002 その他

39

ルート配送【黒部販売店、中央
店】

18歳以上 パート労働者

フルシン　株式会社  黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月町浦山９６７
－５

0765-65-7002 その他

38

放課後児童クラブ（学童保育）指
導員

不問 パート労働者

前沢カンナキッズ　運営委員会  黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市前沢２７番地１　前
沢公民館内

0765-54-0114 毎　週

37

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
月水金日
他

1人
富山県魚津市吉島２－１－１ 0765-22-9207 毎　週

36

試験研究補助員 不問 パート労働者

富山県農林水産総合技術センター
 

 魚津市 土日祝他
7人

富山県魚津市六郎丸１２２７－１ 0765-22-0185 毎　週

35

ミネラルウォーターの製造・検
査・ペットボトル成型

不問 パート労働者

株式会社　富山ビバレッジ  下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町墓ノ木５７
９－１

0765-78-2211 その他

34

歯科衛生士 不問 パート労働者

野田歯科医院  下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳３６９
９－１

0765-72-0262 毎　週

33

ディライフ「魚津病院」事業所調
理員

64歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ディライフ  魚津市 他
3人

富山県富山市開６５３－１ 076-421-5712 毎　週

32

ドラッグストアスタッフ（Ｖド
ラッグ　魚津エリア）

不問 パート労働者
交替制あ
り

中部薬品　株式会社（Ｖ・ｄｒｕ
ｇ）

 魚津市 他
17人

岐阜県多治見市高根町４丁目２９
番地

0572-27-3356 毎　週

31

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

30

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

29

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

28

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

27

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

26

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
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その際はあしからずご了承ください。

20人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時45分 1,379円～1,793円
雇用期間の定めなし 2人 労災

なし
20人

16040-  420731
5人 病院

(1)8時00分～17時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 5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 5人
年2回（前年度実績）100,000円～150,000円 16040-  422631

3,526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30分～17時00分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 1,151人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　18,400円まで 4,577人

16040-  423931
3人 パン・菓子製造業

(1)9時00分～17時00分 950円～980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-  424131

9人 一般乗用旅客自動車運送業

910円～1,100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～16時00分 9人

16040-  425031
9人 一般乗用旅客自動車運送業

910円～1,100円
雇用期間の定めなし 3人 労災

実費支給（上限なし）
又は16時00分～2時00分 9人

16040-  426831

47

タクシードライバー 64歳以下 パート労働者

有限会社　丸善交通  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町入膳７１６
９－１

0765-72-0203 毎　週

46

タクシードライバー 64歳以下 パート労働者

有限会社　丸善交通  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町入膳７１６
９－１

0765-72-0203 毎　週

45

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

44

カフェスタッフ 不問 パート労働者

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所  黒部市 他
1人

富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8066 毎　週

43

看護助手 64歳以下 パート労働者
交替制あ
り

桝崎クリニック  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市北鬼江２－２０－２
６

0765-22-8800 毎　週

42

機械加工及び組立 不問 パート労働者

有限会社　システムササキ  黒部市 他
3人

富山県黒部市前沢２６７４ 0765-52-4339 その他

　「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   　  ２月１日（水） 午前９時３０分～午後３時３０分

  　  ２月１５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       ２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。

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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