
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

24人 建物売買業，土地売買業
(1)9時30分～18時00分 159,750円～159,750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（上限なし）

300人
16010-11241411

2人 労働者派遣業
(1)8時30分～17時30分 177,760円～177,760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（上限なし）

50人
16010-11258511

2人 ソフトウェア業
(1)9時00分～17時30分 217,000円～310,000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 31人

16010-11155311
11人 建物サービス業

(1)8時15分～17時00分 138,040円～146,160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　15,000円まで 24,500人

16010-11078111
22人 労働者派遣業

(1)8時30分～17時30分 193,920円～193,920円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 18人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
50人

16010-11138411
20人 労働者派遣業

(1)8時30分～17時30分 193,920円～193,920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（上限なし）
50人

16010-11139011
19人 産業機械器具卸売業

(1)8時30分～17時00分 184,000円～184,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 拠出
月額　25,000円まで 25人
年2回（前年度実績） 16010-10987211

22人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時00分～17時00分 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 29人
年2回（前年度実績） 16040- 2921011

19人 機械修理業（電気機械器具を除く）

(1)8時00分～17時00分 288,000円～348,000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 19人
年2回（前年度実績） 16040- 2925111

19人 機械修理業（電気機械器具を除く）

(1)8時00分～17時00分 272,000円～323,000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 19人
年2回（前年度実績） 16040- 2926711

19人 機械修理業（電気機械器具を除く）

(1)8時00分～17時00分 282,000円～323,000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 19人
年2回（前年度実績） 16040- 2927811

6人 燃料小売業
(1)8時30分～17時00分 180,000円～230,000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）
18人

年2回（前年度実績） 16040- 2907611
32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 150,000円～220,000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　30,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16040- 2908911

32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 150,000円～220,000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　30,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16040- 2909111

39人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 212,000円～238,000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） 厚生
月額　20,000円まで 56人
年2回（前年度実績）～500,000円 16040- 2910211

5人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 184,800円～349,800円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
なし

8人
年2回（前年度実績） 16040- 2912411

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島２－７０１－２ 0765-22-0688 その他

2人
富山県魚津市宮津２３４番地 0765-24-5520 その他

16

建設作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　大杉建設工業

0765-72-4344 その他

15

大型ダンプ運転手（地場） 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中川運輸　株式会社  魚津市 日祝他

14

ＣＡＭプログラマー（経験者・マ
シニングセンタ用）

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山口技研  下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町道古１８３

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町道古１８３ 0765-72-4344 その他

1人
富山県黒部市天神新　２１０－１ 0765-54-0444 毎　週

13

マシンオペレーター（未経験者歓
迎）

40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山口技研

0765-52-2819 その他

12

自動車整備士 59歳以下 正社員

ＪＡくろべサービス　株式会社  黒部市 土日祝他

11

公共工事及び機械オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　黒部重機  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市沓掛４３５９－２

 黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市沓掛４３５９－２ 0765-52-2819 その他

1人
富山県黒部市沓掛４３５９－２ 0765-52-2819 その他

10

建設機械の整備と販売 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　黒部重機

0765-54-0766 その他

9

公共工事と一般土木 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　黒部重機  黒部市 日祝他

8

ＣＡＤオペレーター（ＣＡＤ解
析・設計）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　晴まき鉄工所  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市沓掛３２５９－２０

 魚津市　他 日祝他
1人

富山県富山市山室新町４１番地 076-424-1611 その他

2人
富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 その他

7

建設機械整備・自動車整備 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

山室重機　株式会社

076-492-0077 その他

6

製品開発グループにて検査・試
験・実験の補助業務

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  黒部市 日祝他

5

製造開発部門でのデータ入力及び
資料作成補助

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  黒部市 日祝他

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  黒部市 日祝他

1人
富山県富山市新庄町１５７－１

 魚津市 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

1人
富山県富山市新桜町６番１５号 
ＴｏｙａｍａＳａｋｕｒａビル 

076-441-4000 毎　週

076-444-4141 その他

【先週１週間　　６月　１４日　～　６月　１８日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

受付案内他事務作業（富山労災病
院）

不問 正社員以外

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

076-492-0077 その他

3

ＰＨＰ言語プログラマ 59歳以下 正社員

株式会社　ソフトキャリア  魚津市　他 土日祝他

2

製品出荷作業

1

洗車（トヨタモビリティ富山
（株）黒部）

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　品川グループ　本社

1人
富山県富山市新庄町１５７－１

 黒部市 月他
1人

富山県富山市千歳町２丁目５番２
６号

℡ 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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8人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 150,000円～300,000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- 2913011

155人 病院
(1)7時00分～16時00分 166,000円～170,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 140人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,300円まで 160人
年2回（前年度実績） 16040- 2914311

10人 障害者福祉事業
(1)7時00分～16時00分 146,220円～162,540円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 8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）

月額　10,000円まで 115人
16040- 2915611

2人 建物サービス業
(1)7時30分～16時15分 146,107円～146,107円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　18,000円まで 85人

16040- 2917111
5人 建物サービス業

(1)8時00分～16時45分 163,094円～163,094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　18,000円まで 85人

16040- 2918711
17人 労働者派遣業

(1)8時30分～16時45分 195,000円～195,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時45分～1時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 17,600人

16040- 2919811
11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 142,208円～153,520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　5,000円まで 11人
年2回（前年度実績） 16040- 2896811

195人 電子デバイス製造業
(1)8時10分～17時00分 151,000円～151,000円

雇用期間の定めなし 92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 195人
年2回（前年度実績） 16040- 2897211

155人 病院
(1)7時00分～16時00分 170,000円～170,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 140人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,300円まで 160人
年2回（前年度実績） 16040- 2899411

98人 病院
(1)9時00分～18時00分 160,000円～240,000円

雇用期間の定めなし 69人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 425人
年2回（前年度実績） 16040- 2900711

6人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 165,000円～290,000円
雇用期間の定めなし (2)20時00分～5時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 厚生
月額　10,000円まで 6人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 2901811

76人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～16時45分 160,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 27人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 76人
年2回（前年度実績） 16040- 2902211

162人 病院
(1)8時30分～17時30分 197,000円～269,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 122人 雇用・労災・健康・厚生
(3)17時00分～9時30分 実費支給（上限あり）

月額　31,600円まで 425人
年2回（前年度実績） 16040- 2903511

76人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～16時45分 160,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 27人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 76人
年2回（前年度実績） 16040- 2904411

6人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 165,000円～290,000円
雇用期間の定めなし (2)20時00分～5時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 厚生
月額　10,000円まで 6人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 2905011

76人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～16時45分 160,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 27人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 76人
年2回（前年度実績） 16040- 2906311

0765-72-2498 その他

32

機械設計 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　双葉ダイス  下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町椚山７６２
－１

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市沓掛道上割３２５９
－１３

0765-54-0781 その他

1人
富山県下新川郡入善町椚山７６２
－１

0765-72-2498 その他

31

マシンオペレーター（旋盤工） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　トラステイ

0765-23-6366 その他

30

電気設計 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　双葉ダイス  下新川郡入
善町

日他

29

介護福祉士（老人保健施設ちょう
ろく）

59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人

富山県魚津市石垣３８９

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町椚山７６２
－１

0765-72-2498 その他

1人
富山県黒部市沓掛道上割３２５９
－１３

0765-54-0781 その他

28

マシンオペレーター 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　双葉ダイス

0765-23-6366 その他

27

マシンオペレーター（フライス盤
工）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　トラステイ  黒部市 日他

26

スポーツトレーナー（スコール） 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 日祝他
1人

富山県魚津市石垣３８９

 魚津市 他
1人

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他

1人
富山県下新川郡朝日町大家庄３５
８－１

0765-82-1740 その他

25

調理員 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

0765-57-0835 毎　週

24

集配送業務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

朝日電子　株式会社  下新川郡朝
日町

日祝他

23

建材部品組立・検査 不問 正社員

ナカジンラフター株式会社  黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市生地２６３

 黒部市 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 その他

1人
富山県黒部市荒俣１８８２番地１ 0765-56-9730 毎　週

22

半導体製造 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

0765-56-9730 毎　週

21

清掃作業 不問 正社員以外

黒部クリーンアンドグリーンサー
ビス　株式会社（ＹＫＫグルー

 黒部市 土日他

20

清掃作業 不問 正社員以外

黒部クリーンアンドグリーンサー
ビス　株式会社（ＹＫＫグルー

 黒部市 土日他
1人

富山県黒部市荒俣１８８２番地１

 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 その他

1人
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他

19

介護士 不問 正社員以外
交替制あ
り

社会福祉法人　にいかわ苑

0765-22-0688 その他

18

調理員 60歳以上 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他

17

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  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島２－７０１－２
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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
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賃金
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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。

5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～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　15,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040- 2887711

33人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 260,400円～300,400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　19,650円まで 38人
年2回（前年度実績）600,000円～650,000円 16040- 2889211

49人 その他の金属製品製造業
(1)8時00分～16時45分 180,000円～220,000円

雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 49人
年2回（前年度実績）60,000円～100,000円 16040- 2890011

5人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)8時30分～17時00分 146,055円～146,055円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)9時30分～18時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
117人

16040- 2893911
25人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)8時30分～17時00分 167,475円～167,475円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 7人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
117人

16040- 2894111
15人 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業

(1)8時00分～17時00分 187,440円～187,440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 30人

16040- 2895711
48人 一般乗用旅客自動車運送業

(1)15時00分～1時00分 147,050円～173,000円
雇用期間の定めなし (2)17時00分～2時00分 7人 雇用・労災・健康・厚生

(3)17時00分～3時00分 なし
48人

年3回（前年度実績） 16040- 2878111
106人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時15分 162,000円～196,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 85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） 厚生
月額　35,000円まで 907人
年2回（前年度実績） 16040- 2880511

30人 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業

(1)8時00分～17時00分 142,800円～252,000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　5,000円まで 30人

16040- 2882011
18人 自動車整備業

(1)8時30分～17時30分 207,400円～460,000円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
18人

年2回（前年度実績）300,000円～600,000円 16040- 2884611
6人 自動車整備業

(1)8時30分～17時30分 207,400円～460,000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）
18人

年2回（前年度実績）300,000円～600,000円 16040- 2885911
36人 無機化学工業製品製造業

(1)0時30分～8時40分 172,000円～247,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～16時40分 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30分～0時40分 実費支給（上限あり） 拠出・給付
月額　14,000円まで 535人
年2回（前年度実績） 16070- 1790811

1人 土木工事業（舗装工事業を除く）

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

なし
1人

16040-   18410
200人 病院

(1)7時00分～15時30分 1,037円～1,037円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～16時30分 160人 雇用・労災・健康・厚生

(3)11時30分～20時00分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 2922311

200人 病院
(1)8時30分～17時00分 1,037円～1,037円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時30分～16時00分 160人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 2923611

189人 電子応用装置製造業
(1)8時30分～17時30分 849円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時30分～16時30分 53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 357人

16040- 2924911

076-471-0211 その他

44

動力設備保全管理 39歳以下 正社員
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 他
1人

富山県滑川市大島５３０

 黒部市 祝他
2人

富山県黒部市前沢２２１２ 0765-54-2104 その他

2人
富山県黒部市前沢２２１２ 0765-54-2104 その他

43

鈑金塗装工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

勇晃内燃機工業　有限会社

0765-57-0117 その他

42

整備士 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

勇晃内燃機工業　有限会社  黒部市 祝他

41

ゴム製品製造 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　エムテックス宝田  黒部市 日他
1人

富山県黒部市生地中区５８

 下新川郡入
善町

祝他
1人

富山県下新川郡入善町小杉６４番
地

0765-78-2500 その他

2人
富山県魚津市本町２－１４－２８ 0765-22-1030 その他

40

事務職 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　藤聖会　入善老人
保健施設　こぶしの庭

0765-57-0117 その他

39

タクシードライバー 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　金閣自動車商会  魚津市 他

38

（派）ゴム製品製造 59歳以下 無期雇用派遣労働者
変形（1
年単位）

有限会社　エムテックス宝田  黒部市 日他
1人

富山県黒部市生地中区５８

 魚津市 土日祝他
2人

富山県魚津市釈迦堂１丁目１４－
１７

0765-24-1414 毎　週

1人
富山県魚津市釈迦堂１丁目１４－
１７

0765-24-1414 その他

37

配送ドライバー 不問 正社員以外

魚津市農業協同組合

0765-32-5666 毎　週

36

ＪＡ購買店舗業務 不問 正社員以外
交替制あ
り

魚津市農業協同組合  魚津市 他

35

配送・検査 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　バンテクニカ  魚津市 土日他
1人

富山県魚津市西尾崎３８３

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市住吉３９５６－１７ 0765-24-0604 その他

1人
富山県魚津市釈迦堂１－１３－１ 0765-22-3192 その他

34

トレーラー運転手 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

魚津運輸　株式会社

33

現場監督（見習い） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　北陸緑化  魚津市 日祝他

45

造園作業者 60歳以上 正社員以外

松葉園  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市金山谷３３５ 0765-33-9230 毎　週

1

介護福祉士【会計年度任用職員】 不問 パート労働者
交替制あ
り

あさひ総合病院  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週

2

看護補助者【会計年度任用職員】 不問 パート労働者

あさひ総合病院  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週

3

製造スタッフ（未経験者可） 60歳以上 パート労働者

株式会社　シキノハイテック  魚津市 日他
5人

富山県魚津市吉島８２９ 0765-22-3477 毎　週
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その際はあしからずご了承ください。

98人 病院
(1)9時00分～16時30分 1,200円～1,400円

雇用期間の定めなし 69人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
日額　1,264円まで 425人
年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 2911511

4人 水産食料品製造業
(1)8時00分～12時00分 850円～920円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 2人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　1,000円まで 4人

16040- 2916911
189人 電子応用装置製造業

(1)8時30分～17時30分 849円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時30分～16時30分 53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 357人

16040- 2898511
13人 建物サービス業

(1)9時30分～14時00分 849円～850円
雇用期間の定めなし 13人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 1,850人

16010-11176811
13人 建物サービス業

(1)10時00分～14時30分 1,000円～1,100円
雇用期間の定めなし 13人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 1,850人

16010-11177211
13人 建物サービス業

(1)10時00分～14時30分 849円～930円
雇用期間の定めなし 13人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 1,850人

16010-11178511
0人 建物サービス業

(1)8時00分～16時45分 900円～900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（上限なし）
204人

16010-11220911
3人 その他の飲食店

950円～950円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災

実費支給（上限なし） 厚生
又は17時30分～5時00分 25人

16010-11147011
65人 その他の専門サービス業

(1)12時30分～21時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60人 雇用・労災・健康・厚生

なし
270人

17080- 4743511
26人 非鉄金属第１次製錬・精製業

(1)8時30分～17時00分 1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 労災

実費支給（上限なし）
1,194人

年2回（前年度実績）20,000円～20,000円 14010-27297411
4人 その他の飲食料品小売業

(1)9時00分～13時30分 850円～850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）
月額　30,000円まで 17,862人

16010-11048211
3人 障害者福祉事業

(1)9時00分～15時30分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～15時00分 3人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　10,000円まで 105人

16040- 2891311
162人 病院

870円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 122人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～16時00分 日額　1,264円まで 425人

年2回（前年度実績）0円～60,000円 16040- 2892611
2人 郵便局

(1)8時50分～14時50分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時50分～15時50分 2人 労災

(3)8時50分～16時50分 実費支給（上限あり）
又は8時50分～16時50分 日額　2,600円まで 2人

年2回（前年度実績） 16040- 2879711
6人 菓子・パン小売業

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 労災

実費支給（上限あり）
又は15時00分～19時00分 月額　4,000円まで 6人

16040- 2886111
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)11時00分～16時00分 930円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 7人 労災

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 215人

16020- 6684111

4

理学療法士（フレイル予防セン
ター・スコール）

59歳以下 パート労働者

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 毎　週

5

箱詰作業 不問 パート労働者

古賀フーズ  魚津市 土日祝他
2人

富山県魚津市寿町６番２４号 0765-24-2765 毎　週

6

製造スタッフ（未経験者可） 59歳以下 パート労働者

株式会社　シキノハイテック  魚津市 日他
5人

富山県魚津市吉島８２９ 0765-22-3477 毎　週

7

客室清掃（アパホテル魚津駅前）
＃平日シフト勤務歓迎

69歳以下 パート労働者

アルコット　株式会社  魚津市 土日祝他
3人

富山県富山市二口町３丁目５番地
－５

076-421-9330 毎　週

8

客室清掃業務（スカイホテル魚津
＃土日祝限定シフト）

69歳以下 パート労働者

アルコット　株式会社  魚津市
月火水木
金

3人
富山県富山市二口町３丁目５番地
－５

076-421-9330 毎　週

9

客室清掃（スカイホテル魚津）＃
未経験者歓迎

69歳以下 パート労働者

アルコット　株式会社  魚津市 他
3人

富山県富山市二口町３丁目５番地
－５

076-421-9330 その他

10

清掃員（ＹＫＫ牧野工場） 不問 パート労働者

株式会社　石橋  黒部市 土日祝他
1人

富山県富山市草島１５－１４ 076-435-1145 毎　週

11

飲食店のホールスタッフ（魚津菜
香厨房店）

不問 パート労働者

株式会社Ｄ３  魚津市 他
3人

富山県富山市桜木町７－１６ 076-439-6639 毎　週

12

（請）手術室内環境整備（黒部市
民病院）

不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 土日祝
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

13

製造業務補助 不問 パート労働者

東邦チタニウム株式会社  黒部市 土日祝他
1人

神奈川県横浜市西区南幸１－１－
１ 

045-394-5522 毎　週

14

調理員（北陸職業能力開発大学校
学生食堂）

不問 パート労働者

株式会社　魚国総本社　北陸支社  魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市西大泉１２番地１０
号

076-425-8410 毎　週

15

事務・福祉スタッフ 64歳以下 パート労働者

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 0765-55-1511 毎　週

16

業務補助（老人保健施設ちょうろ
く）

60歳以上 パート労働者

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人

富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 毎　週

17

郵便局窓口事務 不問 パート労働者

飯野簡易郵便局  下新川郡入
善町

土日祝
1人

富山県下新川郡入善町芦崎６１３ 0765-76-0024 毎　週

18

パンの製造・販売（午後） 不問 パート労働者

フレッシュべーカリー「ファリー
ヌ」

 黒部市 他
1人

富山県黒部市新牧野３１１
ショッピングセンター「メル

0765-54-1158 毎　週

19

品出し業務【魚津店】 不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 土日祝
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週
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