
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

3人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～200,000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　7,000円まで 3人
年2回（前年度実績） 16040- 1575431

22人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～360,000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　18,000円まで 24人
年2回（前年度実績） 16040- 1578631

22人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 220,000円～320,000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　18,000円まで 24人
年2回（前年度実績） 16040- 1579931

22人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 240,000円～420,000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　18,000円まで 24人
年2回（前年度実績） 16040- 1580231

39人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 162,000円～205,000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） 拠出

41人
年3回（前年度実績） 16040- 1583731

14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 224,640円～259,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時00分～15時00分 12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　30,000円まで 17,708人
年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010- 8263031

24人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時00分～14時00分 224,640円～259,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時00分～15時00分 23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　30,000円まで 17,708人
年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010- 8275431

10人 労働者派遣業
(1)9時00分～17時45分 208,888円～208,888円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

50人
16010- 6579731

14人 障害者福祉事業
(1)8時30分～16時30分 240,000円～240,000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　21,000円まで 185人

17010- 8125831
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

23020-19502931
0人 金属加工機械製造業

(1)8時30分～18時00分 200,000円～200,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし
32人

年2回（前年度実績） 10090- 1022831
71人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)13時00分～21時40分 150,000円～180,000円
雇用期間の定めなし 19人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 269人
年2回（前年度実績） 16040- 1566531

127人 病院
(1)8時15分～17時00分 155,000円～160,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 101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- 1567431

7人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 160,000円～280,000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　10,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040- 1568731

3人 病院
(1)8時15分～17時00分 200,000円～220,000円

雇用期間の定めなし (2)9時15分～18時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時15分～12時30分 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- 1570131

5人 歯科診療所
(1)8時45分～18時30分 225,000円～320,000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　8,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040- 1572831

1人
石川県金沢市福久１丁目１０６番 
うちくる金沢福久内

 黒部市 土日祝他
1人

富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週

 黒部市 土日他

 魚津市 土日

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

 魚津市　他 日祝他
3人

群馬県藤岡市三本木１１９ 0274-24-6101 その他

【先週１週間　３月　１３日　～　３月　１７日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

11

ルート営業（富山県） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　スター

076-461-7765 毎　週

10

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

9

施設支援スタッフ（魚津住吉）※
入浴専門

8

経理及び一般事務 不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　ライフワーク北陸

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社うちくるアシスト

1人
愛知県名古屋市中区錦１－１９－
２４　名古屋第１ビル６Ｆ

052-203-5115 その他

 下新川郡入
善町

日祝他
3人

富山県下新川郡入善町椚山８５８ 0765-72-5643 その他

1人
富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 毎　週

14

電気工事作業員（見習い可） 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　長島電気工事

0765-52-1330 毎　週

13

庶務（送迎・介護補助） 60歳以上 正社員以外

医療法人　深川病院  魚津市 土日他

12

建材部品の袋詰め作業（ＹＫＫＡ
Ｐ（株）荻生製造所）

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社

0765-65-1313 その他

16

歯科衛生士 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

平沢歯科医院  下新川郡朝
日町

日祝他

15

看護師 不問 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　石坂外科内科医院  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市宇奈月町浦山１１０
９－２

1人
富山県下新川郡朝日町道下２３２ 0765-82-0348 毎　週

1

消防設備士 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　川口商会  下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳６１２
１

0765-72-0803 その他

3

工事現場の施工管理補助及び事務
作業

59歳以下 正社員

此川建設　株式会社  黒部市 土日他
1人

富山県黒部市宇奈月町下立８５２
－１

0765-65-0331 毎　週

2

建設作業員及び重機オペレーター
（土木・舗装）

59歳以下 正社員

此川建設　株式会社  黒部市 土日他
3人

富山県黒部市宇奈月町下立８５２
－１

0765-65-0331 毎　週

5

一般事務 44歳以下 正社員

株式会社　関口組  魚津市 土日他
1人

富山県魚津市港町７－８ 0765-22-0016 毎　週

4

建設技術員（土木・舗装）及び見
習い

59歳以下 正社員

此川建設　株式会社  黒部市 土日他
3人

富山県黒部市宇奈月町下立８５２
－１

0765-65-0331 毎　週

7

栄養士または調理師（富山労災病
院）魚津市六郎丸

不問 正社員以外
交替制あ
り

富士産業　株式会社  魚津市 他
1人

石川県金沢市本町２－１１－７
金沢フコク生命駅前ビル１０Ｆ

076-262-5900 その他

6

栄養士または調理師（ちょうろ
く）富山県魚津市石垣

不問 正社員以外
交替制あ
り

富士産業　株式会社  魚津市 他
1人

石川県金沢市本町２－１１－７
金沢フコク生命駅前ビル１０Ｆ

076-262-5900 その他

℡ 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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39人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 139,500円～139,500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　13,500円まで 80人
年2回（前年度実績）480,000円～480,000円 16040- 1576731

6人 建築材料卸売業
(1)8時00分～17時00分 250,000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（上限あり）
月額　10,000円まで 58人
年2回（前年度実績） 17010- 8090631

18人 労働者派遣業
(1)9時00分～17時30分 178,200円～178,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 15人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

50人
16010- 6419131

18人 労働者派遣業
(1)8時00分～17時00分 182,160円～182,160円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 15人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

50人
16010- 6420831

167人 その他の食料品製造業
(1)8時30分～17時00分 200,000円～270,000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- 1546131
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- 1547031

11人 一般診療所
(1)8時00分～17時00分 180,000円～340,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 11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） 給付

月額　10,000円まで 11人
年2回（前年度実績） 16040- 1548831

455人 その他のプラスチック製品製造業

(1)8時00分～17時00分 173,000円～173,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 455人
年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040- 1549231

455人 その他のプラスチック製品製造業

(1)8時00分～17時00分 173,000円～173,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時40分～0時40分 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時30分～8時30分 実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 455人
年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040- 1550731

455人 その他のプラスチック製品製造業

(1)8時00分～17時00分 158,000円～158,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 455人
年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040- 1551331

29人 市町村機関
(1)8時00分～16時45分 120,700円～134,300円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時05分～16時50分 22人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 497人
年2回（前年度実績） 16040- 1553931

25人 金属加工機械製造業
(1)8時15分～17時00分 180,000円～235,000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　15,000円まで 25人
年2回（前年度実績） 16040- 1555031

2人 その他の飲食料品小売業
241,000円～241,000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）

又は5時00分～16時00分 月額　10,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16070-  934431

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 月額　34,000円まで 750人

20130-  886631
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 月額　34,000円まで 750人

20130-  888131
4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 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 4,740人
年2回（前年度実績）235,800円～235,800円 22010- 8404731

 魚津市 日祝他
1人

石川県金沢市割出町７０１番地の
１

 魚津市 日
1人

富山県魚津市上村木２丁目３－２
２

0765-24-5221 その他

17

長距離トラック乗務員（大型） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

ホクトミ運輸　株式会社

 黒部市 日祝他
2人

富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 その他

2人
富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週

20

製品検査・組立・梱包作業 不問 有期雇用派遣労働者
変形（1
年単位）

株式会社　ライフワーク北陸

076-237-2667 その他

19

営業事務 不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　ライフワーク北陸  黒部市 土日祝

18

営業職（魚津店） 35歳以下 正社員

コーケン株式会社

0765-76-0023 毎　週

22

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

21

経理 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

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町青木５７７
７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７７１
４－１

0765-72-0078 その他

1人
富山県黒部市牧野７８０－１ 0765-56-6006 その他

23

准看護師・看護師 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　明清会（新田眼
科）

 下新川郡入
善町

日他
3人

富山県下新川郡入善町青木５７７
７番地

0765-72-0038 その他

3人
富山県下新川郡入善町青木５７７
７番地

0765-72-0038 その他

26

日勤一般職（検査組立・庶務・事
務）

不問 正社員以外
変形（1
年単位）

シロウマサイエンス株式会社

0765-72-0038 その他

25

機械オペレータ作業（４班３交替
勤務）

不問 正社員以外
変形（1
年単位）

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入
善町

他

24

フォークリフトオペレーター 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

シロウマサイエンス株式会社

0765-72-1100 毎　週

28

工場内作業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

辻精機株式会社  魚津市 日祝他

27

調理員（会計年度任用職員／更新
あり）

不問 正社員以外

入善町役場  下新川郡入
善町

土日祝他
3人

富山県下新川郡入善町入膳３２５
５番地

 魚津市　他 他
5人

長野県須坂市大字高梨２９３－１

 黒部市 日他
1人

富山県滑川市上小泉２１８３番地 076-475-0341 その他

1人
富山県魚津市三ケ２２７　 
　　　　　　（魚津企業団地内）

0765-22-0637 その他

29

営業員（黒部配送センター） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　サンフーズ

 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

5人
長野県須坂市大字高梨２９３－１ 026-242-3030 その他

32

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・

026-242-3030 その他

31

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  魚津市　他 他

30

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
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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　３月　１３日　～　３月　１７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。

0人 金属加工機械製造業
(1)8時30分～18時00分 200,000円～200,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
なし

32人
年2回（前年度実績） 10090- 1012131

20人 自動車小売業
(1)9時30分～18時15分 186,500円～241,900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（上限あり） 給付
月額　31,600円まで 178人
年2回（前年度実績） 16010- 6330031

20人 自動車小売業
(1)9時30分～18時15分 184,400円～226,800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（上限あり） 給付
月額　31,600円まで 178人
年2回（前年度実績） 16010- 6332231

4人 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)9時00分～18時00分 185,000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）
200人

年2回（前年度実績） 16010- 6337631
4人 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)9時00分～18時00分 260,000円～340,000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）
200人

年2回（前年度実績） 16010- 6345331
400人 市町村機関

(1)8時30分～17時15分 154,600円～154,600円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 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- 1520031
60人 金属加工機械製造業

(1)8時00分～17時00分 170,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 15人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040- 1522231

55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 35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- 1524431

163人 病院
(1)8時00分～17時00分 155,000円～230,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 121人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 365人
年2回（前年度実績） 16040- 1526331

45人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時15分～17時00分 151,300円～213,500円
雇用期間の定めなし 42人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　24,400円まで 45人
年2回（前年度実績） 16040- 1528931

45人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)7時00分～15時45分 178,500円～249,500円
雇用期間の定めなし (2)12時15分～21時00分 42人 雇用・労災・健康・厚生

(3)21時00分～7時00分 実費支給（上限あり）
月額　24,400円まで 45人
年2回（前年度実績） 16040- 1529131

83人 病院
(1)8時30分～17時30分 300,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 75人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 83人

16040- 1530831
45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 250,000円～297,000円
雇用期間の定めなし 42人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,900円まで 45人
年2回（前年度実績） 16040- 1532531

6人 学校教育支援機関
(1)9時00分～18時00分 170,000円～200,000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　20,000円まで 13人
年1回（前年度実績）50,000円～100,000円 16040- 1534731

6人 他に分類されない小売業
(1)8時30分～17時30分 157,248円～224,640円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～15時00分 5人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 6人

16040- 1539031
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- 1540531

0274-24-6101 その他

34

テクニカルスタッフ（自動車整備
士）

34歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　日産サティオ富山  魚津市　他 火他

33

実演販売営業「スターツール」
（富山県）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　スター  黒部市　他 日祝他
2人

群馬県藤岡市三本木１１９

 魚津市　他 他
1人

富山県富山市総曲輪３丁目２－２
９

 魚津市　他 火他
3人

富山県富山市田中町五丁目４番７
号

076-425-2355 その他

3人
富山県富山市田中町五丁目４番７
号

076-425-2355 その他

35

カーライフアドバイザー（営業
職）

34歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　日産サティオ富山

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市釈迦堂１丁目１０－
１

0765-23-1020 毎　週

1人
富山県富山市総曲輪３丁目２－２
９

076-423-5860 その他

38

事務員 不問 正社員以外

魚津市役所

076-423-5860 その他

37

メガネアドバイザー（滑川店、魚
津店、黒部店）

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　メガネのハラダ  魚津市　他 他

36

店頭販売（滑川店、魚津店、黒部
店）

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　メガネのハラダ

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他41

0765-24-7222 その他

40

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

 魚津市 日他

39

機械工（旋盤・研削・フライス・
ワイヤー放電加工・ＭＣ等）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

アイティオ　株式会社  魚津市 日他

1人
富山県魚津市石垣３８９

1人
富山県魚津市三ケ７３９－１ 0765-22-5252

1人
富山県魚津市吉野６７５

 下新川郡朝
日町

水土日
1人

富山県下新川郡朝日町道下９００

 黒部市 他
1人

富山県黒部市生地芦区３４ 0765-33-4460 毎　週

1人
富山県黒部市生地芦区３４ 0765-33-4460 毎　週

その他

43

介護職員（グループホーム） 69歳以下 正社員
交替制あ
り

アイ福祉サポート　株式会社

0765-23-6366 その他

42

介護職 69歳以下 正社員

アイ福祉サポート　株式会社  黒部市 日他

事務

 黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月温泉５５０９
－１６

0765-62-9681 毎　週

1人
富山県黒部市生地芦区３４ 0765-33-4460 毎　週

46

支援員 不問 正社員

特定非営利活動法人　教育研究所
宇奈月自立塾

0765-83-2299 毎　週

45

介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）

69歳以下 正社員

アイ福祉サポート　株式会社  黒部市 土日

44

管理栄養士 59歳以下 正社員

医療法人社団　　健心会　坂東病
院

0765-52-0173 その他

48

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

47

営業及び納品スタッフ 不問 正社員
変形（1
年単位）

くろべの太陽　株式会社  黒部市 日他
1人

富山県黒部市若栗２７８８番地１

1人
富山県下新川郡入善町舟見１６６
４番地

0765-78-1935 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　３月　１３日　～　３月　１７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 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 205,000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（上限あり）
月額　10,000円まで 10人
年3回（前年度実績） 16040- 1542731

8人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 250,000円～400,000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 8人
年2回（前年度実績） 16040- 1543331

18人 建築材料卸売業
(1)8時00分～17時00分 152,880円～159,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 17人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
日額　100円まで 18人

16040- 1544631
4人 建物サービス業

(1)13時00分～16時30分 920円～920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）
又は12時00分～16時00分 月額　15,000円まで 24,161人

16010- 6662031
11人 建物サービス業

(1)8時15分～17時00分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時45分～16時30分 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時00分～12時30分 月額　15,000円まで 24,161人

16010- 6665531
20人 老人福祉・介護事業

(1)8時20分～9時20分 1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時15分～17時15分 13人 労災

実費支給（上限あり）
月額　18,700円まで 182人
年2回（前年度実績） 16040- 1581531

19人 洗濯業
910円～950円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は9時00分～17時00分 月額　15,000円まで 71人
16040- 1582431

19人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時30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） 18人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 17,708人
年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010- 8220031

19人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時30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） 18人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 17,708人
年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010- 8223531

24人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時00分～8時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～20時00分 23人 労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 17,708人
年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010- 8227631

4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） 1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 4,740人

年2回（前年度実績）63,500円～63,500円 22010- 8772631
7人 旅館，ホテル

(1)9時00分～13時00分 950円～1,000円
雇用期間の定めなし 4人 労災

実費支給（上限あり）
日額　100円まで 11人

16040- 1571031
104人 老人福祉・介護事業

(1)21時45分～8時15分 1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 76人 労災

実費支給（上限あり）
月額　22,500円まで 132人

16040- 1573231
104人 老人福祉・介護事業

(1)9時15分～11時45分 1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 76人 労災

実費支給（上限あり）
月額　22,500円まで 132人

16040- 1574531
70人 旅館，ホテル

(1)9時15分～16時00分 1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 55人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 15,793人

16040- 1560631
70人 旅館，ホテル

(1)9時15分～16時00分 1,500円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 55人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 15,793人

16040- 1561931

12

客室清掃スタッフ（ルートイン魚
津からの送迎付き）

不問 パート労働者

ルートインジャパン株式会社（グ
ランヴィリオホテル宇奈月温泉）

 黒部市 他
20人

富山県黒部市宇奈月温泉７－２６ 0765-62-1236 毎　週

13

従業員送迎ドライバー（魚津から
宇奈月迄往復）清掃スタッフ

不問 パート労働者

ルートインジャパン株式会社（グ
ランヴィリオホテル宇奈月温泉）

 黒部市 他
3人

富山県黒部市宇奈月温泉７－２６ 0765-62-1236 毎　週

10

夜勤専従介護職員 18歳以上 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 他
2人

富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 毎　週

11

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

9

メーキングスタッフ 不問 パート労働者

株式会社　第二東亜  黒部市 他
1人

富山県黒部市天池７０－２ 0765-54-2225 毎　週

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市三田１５番地

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市本江３２０７－３ 0765-24-6225 その他

49

配管工（見習可） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　スペースシステム

2人
富山県黒部市中野６６－１ 0765-54-0168 その他

0765-22-0688 その他

51

ゴム製品の検査・加工 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

株式会社　丸弘木材  黒部市 日他

50

建築設計・工事監理技術者 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　大杉建設工業

2

受付案内他事務作業（富山労災病
院）

不問 パート労働者
交替制あ
り

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

1

富山労災病院電話交換業務 不問 パート労働者
交替制あ
り

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 魚津市 土日祝
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

4

営業事務 59歳以下 パート労働者

有限会社　重松  魚津市 土日他
1人

富山県魚津市北中５５０－１ 0765-22-2352 毎　週

3

運転手 不問 パート労働者

社会福祉法人　海望福祉会（あん
どの里）

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市仏田３４６８番地 0765-22-8808 毎　週

6

調理補助（有磯苑内給食室）富山
県下新川郡朝日町

不問 パート労働者

富士産業　株式会社  下新川郡朝
日町

他
1人

石川県金沢市本町２－１１－７
金沢フコク生命駅前ビル１０Ｆ

076-262-5900 その他

5

調理補助（有磯苑内給食室）富山
県下新川郡朝日町

不問 パート労働者

富士産業　株式会社  下新川郡朝
日町

他
1人

石川県金沢市本町２－１１－７
金沢フコク生命駅前ビル１０Ｆ

076-262-5900 その他

8

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

7

調理補助（富山労災病院）富山県
魚津市六郎丸

不問 パート労働者

富士産業　株式会社  魚津市 他
2人

石川県金沢市本町２－１１－７
金沢フコク生命駅前ビル１０Ｆ

076-262-5900 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
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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。

◎ 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。

48人 旅館，ホテル
(1)8時00分～17時00分 910円～910円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)12時00分～21時00分 16人 労災
実費支給（上限なし）

又は8時00分～21時00分 1,744人
16040- 1562131

48人 旅館，ホテル
(1)8時00分～12時00分 1,000円～1,375円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)12時00分～17時00分 16人 労災
(3)12時00分～21時00分 実費支給（上限なし）
又は8時00分～21時00分 1,744人

16040- 1563031
76人 旅館，ホテル

(1)10時00分～16時00分 950円～1,025円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時00分～22時00分 48人 労災

実費支給（上限なし）
76人

年2回（前年度実績）10,000円～60,000円 16040- 1564831
76人 旅館，ホテル

(1)8時00分～12時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 48人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 76人
年2回（前年度実績）3,000円～25,000円 16040- 1565231

59人 都道府県機関
(1)13時00分～17時00分 950円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 30人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

59人
年2回（前年度実績） 16040- 1569331

16人 一般貨物自動車運送業
(1)9時00分～13時00分 910円～910円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～16時00分 月額　14,300円まで 1,100人
年3回（前年度実績）20,000円～40,000円 21040- 2165831

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- 6421231
2人 建物サービス業

(1)8時00分～12時30分 950円～980円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～17時30分 2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）
又は8時00分～16時30分 月額　15,000円まで 24,161人

16010- 6336331
27人 その他の専門サービス業

(1)9時00分～13時00分 1,050円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 14人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は9時00分～16時00分 月額　16,100円まで 177人

16010- 6374831
9人 その他の専門サービス業

1,050円～1,100円
雇用期間の定めなし 9人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～19時00分 月額　24,500円まで 177人

年2回（前年度実績）0円～100,000円 16010- 6377431
90人 各種食料品小売業

(1)17時00分～20時00分 908円～908円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 45人 労災

なし 拠出
9,569人

年2回（前年度実績） 16040- 1545931
25人 金属加工機械製造業

(1)8時15分～17時00分 1,500円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 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- 1552631
25人 金属加工機械製造業

(1)8時15分～17時00分 1,300円～1,500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　15,000円まで 25人

16040- 1556831
20人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)11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） 15人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　6,100円まで 35人
年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 1558531

20人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)11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） 15人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　6,100円まで 35人
年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 1559431

28人 市町村機関
(1)9時00分～16時00分 1,043円～1,137円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 26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- 1521831

28

ホールスタッフ【魚の駅「生地」
レストラン】

不問 パート労働者

くろべ漁業協同組合  黒部市 水他
1人

富山県黒部市生地中区３６５ 0765-57-0101 毎　週

29

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

26

機械設計 59歳以下 パート労働者

辻精機株式会社  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市三ケ２２７　 
　　　　　　（魚津企業団地内）

0765-22-0637 毎　週

27

キッチンスタッフ【魚の駅「生
地」レストラン】

不問 パート労働者

くろべ漁業協同組合  黒部市 水他
1人

富山県黒部市生地中区３６５ 0765-57-0101 毎　週

24

生鮮作業室の清掃（アルバイト） 不問 パート労働者

株式会社　原信　魚津店  魚津市 他
1人

富山県魚津市江口３９ 0765-25-1515 毎　週

25

現場管理 不問 パート労働者

辻精機株式会社  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市三ケ２２７　 
　　　　　　（魚津企業団地内）

0765-22-0637 毎　週

22

事務スタッフ（黒部峡谷鉄道宇奈
月駅売店）

不問 パート労働者

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

 黒部市 他
1人

富山県富山市湊入船町３番３０号 076-444-0035 毎　週

23

土産品店販売スタッフ（北陸新幹
線　黒部宇奈月温泉横）

62歳以下 パート労働者

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

 黒部市 他
2人

富山県富山市湊入船町３番３０号 076-444-0035 その他

20

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

21

黒部市民病院電話交換業務 不問 パート労働者
交替制あ
り

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 黒部市 土日祝他
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

18

校務助手　【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（富山県
立新川みどり野高等学校）

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市木下新１４４ 0765-22-3199 毎　週

19

清掃（魚津・パート） 不問 パート労働者

飛騨運輸　株式会社  魚津市 土日祝他
1人

岐阜県高山市上岡本町１－５０ 0577-32-1230 毎　週

16

接客係 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
2人

富山県下新川郡入善町舟見１６７
７番地１

0765-78-2525 毎　週

17

調理補助 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

14

施設清掃スタッフ 不問 パート労働者

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 毎　週

15

売店スタッフ 不問 パート労働者

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 毎　週
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その際はあしからずご了承ください。

28人 市町村機関
(1)8時30分～17時15分 1,043円～1,137円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 26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- 1523531

54人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

1,000円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 18人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時20分～17時20分 月額　25,000円まで 56人

年2回（前年度実績） 16040- 1527631
45人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時15分～12時00分 908円～1,310円
雇用期間の定めなし 42人 労災

なし
45人

年2回（前年度実績） 16040- 1531231
45人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)7時00分～13時00分 908円～942円
雇用期間の定めなし (2)15時00分～20時30分 42人 雇用・労災

なし
45人

年2回（前年度実績） 16040- 1533431
104人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～12時30分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 76人 労災

実費支給（上限あり）
月額　22,500円まで 132人

16040- 1535331
90人 各種食料品小売業

930円～1,070円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 45人 雇用・労災

実費支給（上限なし） 拠出
又は15時00分～22時00分 9,569人

年2回（前年度実績） 16040- 1536631
90人 各種食料品小売業

(1)19時00分～22時00分 908円～1,021円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 45人 労災

なし
9,569人

年2回（前年度実績） 16040- 1537931
90人 各種食料品小売業

930円～1,070円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 45人 雇用・労災

実費支給（上限なし） 拠出
又は6時00分～19時00分 9,569人

年2回（前年度実績） 16040- 1538131
12人 水産食料品製造業

(1)8時00分～12時00分 1,000円～1,050円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 7人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～18時00分 月額　20,000円まで 12人

16040- 1541431

38

店舗の接客・レジ受付・発送業
務・ネット受付業務

不問 パート労働者

株式会社　食品企画Ｋｏｎｏ．  黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月町下立２８２
９

0765-65-0011 毎　週

36

レジ作業 不問 パート労働者

株式会社　原信　魚津店  魚津市 他
2人

富山県魚津市江口３９ 0765-25-1515 毎　週

37

商品の製造・加工・陳列 不問 パート労働者

株式会社　原信　魚津店  魚津市 他
2人

富山県魚津市江口３９ 0765-25-1515 毎　週

34

特別養護老人ホームの居室清掃 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 他
1人

富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 毎　週

35

レジ作業 不問 パート労働者

株式会社　原信　魚津店  魚津市 他
2人

富山県魚津市江口３９ 0765-25-1515 毎　週

32

介護職員 69歳以下 パート労働者

アイ福祉サポート　株式会社  黒部市 日他
2人

富山県黒部市生地芦区３４ 0765-33-4460 毎　週

33

調理職員 69歳以下 パート労働者
交替制あ
り

アイ福祉サポート　株式会社  黒部市 他
1人

富山県黒部市生地芦区３４ 0765-33-4460 毎　週

30

管理栄養士 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

31

住宅建材の営業アシスタント 不問 パート労働者

株式会社　アイザック・ユー  魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-22-0939 毎　週
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