
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

1人 労働者派遣業
(1)8時00分～16時50分 205,000円～225,000円

雇用期間の定めなし (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　13,000円まで 50人
年2回（前年度実績）120,000円～ 16010-11554911

56人 職業紹介業
(1)6時35分～15時35分 193,920円～193,920円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時40分～1時40分 7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

16010-11529911
27人 その他の飲食料品小売業

(1)7時30分～16時30分 160,000円～250,000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　35,000円まで 1,400人
年2回（前年度実績） 16010-11440111

22人 その他の飲食料品小売業
(1)7時30分～16時30分 160,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 20人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 1,400人
年2回（前年度実績） 16010-11450711

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） 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
70人

16010-11457611
4人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)10時00分～19時00分 176,225円～285,440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（上限なし）
又は10時00分～22時00分 260人

年2回（前年度実績）420,000円～1,680,000円 16010-11459111
20人 スポーツ施設提供業

(1)8時00分～17時00分 170,000円～230,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 13人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし） 厚生
20人

年2回（前年度実績） 16040- 2963311
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 147,500円～202,500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- 2966111

161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）
163人

年2回（前年度実績） 16040- 2967711
3人 その他の職別工事業

(1)8時00分～16時30分 190,400円～238,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 3人

16040- 2954011
4人 建物売買業，土地売買業

(1)9時30分～18時00分 170,000円～170,000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　5,000円まで 4人

16040- 2956611
23人 一般土木建築工事業

(1)8時15分～17時15分 170,000円～250,000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 23人
年2回（前年度実績） 16040- 2961411

37人 児童福祉事業
(1)8時30分～17時00分 208,400円～258,170円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 37人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
又は7時00分～20時00分 月額　55,000円まで 37人

16040- 2952511
20人 労働者派遣業

(1)8時00分～17時00分 184,000円～192,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 10人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　14,000円まで 105人

16040- 2953411
2人 その他の飲食料品小売業

151,000円～151,000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9時00分～18時00分 月額　10,000円まで 33人

年2回（前年度実績） 16070- 1866411
8人 燃料小売業

(1)7時00分～15時00分 190,000円～305,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～18時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生

(3)15時00分～23時00分 なし
16人

年2回（前年度実績） 16070- 1861111

1

自動車部品の製造 不問 無期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　オレンジライン　Ｅス
タッフ

5人
富山県富山市新桜町４－２８　朝
日生命富山ビル３階

 下新川郡入
善町

土日他
2人

富山県富山市黒瀬２８５ 076-461-6670 毎　週

【先週１週間　　６月　２１日～　６月　２５日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

調理社員（魚津市学校給食セン
ター）

59歳以下 正社員

株式会社　東洋食品　北陸事業部

076-471-7061 毎　週

3

調理社員（黒部市学校給食セン
ター）

59歳以下 正社員

株式会社　東洋食品　北陸事業部  黒部市 土日祝他

2

住宅用の浴室ドアの組立・梱包な
ど

不問 正社員以外
交替制あ
り

日総工産　株式会社　富山サテラ
イト

 黒部市 土日祝

1人
富山県富山市安住町５－２１

 魚津市 土日祝他
2人

富山県富山市千歳町１－６－１８
河口ビル別館３Ｆ

076-444-0633 毎　週

2人
富山県富山市千歳町１－６－１８
河口ビル別館３Ｆ

076-444-0633 毎　週

7

フロント営業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

棚山観光開発　株式会社

076-432-2958 毎　週

6

店舗運営スタッフ（フィットネス
ジムＥｖｅｒｙ魚津江口店）

35歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　Ｐｒｏｃｅｅｄ  魚津市 他

5

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

2人
富山県黒部市生地芦区３４

 下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町棚山３４０ 0765-84-8800 その他

1人
富山県富山市天正寺６８ 076-495-7176 毎　週

10

草刈り・解体の手元等 不問 正社員

栄ロック

0765-33-4460 毎　週

9

倉庫事務担当者 59歳以下 正社員

株式会社ウーケ  下新川郡入
善町

土日他

8

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

1人
富山県魚津市本江３１５５－１

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市双葉町３－１５ 0765-32-4871 その他

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

13

看護師 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

社会福祉法人　新川児童福祉会
大布施保育所

0765-22-4525 毎　週

12

一般事務 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 日祝他

11

営業事務 不問 正社員

岡本不動産　株式会社  魚津市 水木他

2人
富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市金屋６８番地 0765-54-1642 その他

1人
富山県黒部市荻生２５３８ 0765-57-2510 その他

16

ガソリンスタンド店員（セルフ魚
津バイパス給油所）

59歳以下 正社員
交替制あ
り

丸三商事　株式会社

0765-74-1136 その他

15

営業員（黒部支店） 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　サンフーズ  黒部市 日他

14

所属工程の補助作業 不問 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  黒部市 日他

 魚津市 他
1人

富山県滑川市上小泉３５ 076-475-0760 その他

1人
富山県滑川市上小泉２１８３番地 076-475-0341 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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1人 化学製品卸売業
250,000円～340,000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　30,000円まで 57人
年2回（前年度実績） 13070-35160411

2人 労働者派遣業
(1)8時00分～16時00分 199,920円～199,920円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時00分～0時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生
(3)0時00分～8時00分 実費支給（上限なし）

200人
16010-11375611

8人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時00分～21時00分 191,000円～251,000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　20,000円まで 60人
年2回（前年度実績）100,000円～500,000円 16010-11398411

48人 水産食料品製造業
(1)8時00分～17時00分 148,000円～155,000円

雇用期間の定めなし 28人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

48人
年2回（前年度実績） 16040- 2938411

7人 学校教育支援機関
(1)8時00分～17時00分 170,000円～200,000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　20,000円まで 13人
年1回（前年度実績）50,000円～100,000円 16040- 2939011

13人 学校教育支援機関
(1)8時00分～17時00分 170,000円～200,000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　20,000円まで 13人
年1回（前年度実績）50,000円～100,000円 16040- 2940911

155人 病院
(1)8時00分～17時00分 160,000円～175,000円

雇用期間の定めなし 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- 2941111

155人 病院
(1)8時00分～17時00分 177,000円～182,000円

雇用期間の定めなし 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- 2942711

18人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 172,200円～250,000円

雇用期間の定めなし 17人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 47人
年2回（前年度実績） 16040- 2951211

2人 電気工事業
(1)8時30分～17時30分 198,000円～258,000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）
30人

年2回（前年度実績） 26020-12182411
35人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 259,000円～314,000円
雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
35人

年2回（前年度実績） 16040- 2928211
26人 旅館，ホテル

(1)8時30分～17時00分 190,000円～225,000円
雇用期間の定めなし 12人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
26人

年2回（前年度実績） 16040- 2929511
26人 旅館，ホテル

(1)19時00分～0時00分 185,000円～255,000円
雇用期間の定めなし (2)5時00分～8時00分 12人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
26人

年2回（前年度実績） 16040- 2930311
26人 旅館，ホテル

(1)6時30分～9時30分 227,360円～285,656円
雇用期間の定めなし (2)16時30分～21時30分 12人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
26人

年2回（前年度実績） 16040- 2931611
6人 燃料小売業

142,800円～151,200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7時30分～19時30分 月額　10,000円まで 6人

年2回（前年度実績）50,000円～700,000円 16040- 2933111
83人 病院

(1)8時30分～17時30分 300,000円～334,000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）
又は9時00分～18時00分 月額　50,000円まで 83人

16040- 2935811

1人
東京都渋谷区広尾１－４－８

19

調理、調理補助、清掃、雑務、賄
い業務全般

66歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　北陸厚生

03-3444-0233 その他

18

機械オペレーター・運搬業務 不問 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　ビート　北陸支店  黒部市 他

17

＜急募＞【営業管理職】（所長補
佐）／魚津出張所

66歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

高千穂商事株式会社  魚津市 日祝他

2人
富山県魚津市友道１１５３－１

 黒部市 他
3人

富山県富山市下新町８－１６　自
治労とやま会館　１階

076-433-3988 その他

1人
富山県富山市新桜町４－２８　朝
日生命富山ビル　４階

076-433-8434 毎　週

22

事務員 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

0765-24-6666 その他

21

支援員 40歳以下 正社員

特定非営利活動法人　教育研究所
宇奈月自立塾

 黒部市 他

20

事務及び販売 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　尾崎商会（尾崎かまぼ
こ館）

 魚津市 他

1人
富山県魚津市住吉２３６

 黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月温泉５５０９
－１６

0765-62-9681 毎　週

2人
富山県黒部市宇奈月温泉５５０９
－１６

0765-62-9681 毎　週

25

一般事務・庶務 64歳以下 正社員

株式会社　ささや木

0765-24-3800 その他

24

介護職員（介護福祉士）（新川老
人保健施設内通所リハビリ）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

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

23

介護職員（新川老人保健施設内通
所リハビリテーション）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

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

2人
京都府長岡京市神足柳田７－１

 下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町青島４０１
番地１

0765-32-3786 毎　週

1人
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他

28

旅館でのフロントスタッフ 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　プレザント

075-952-2171 毎　週

27

土木作業員 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　音沢土建  黒部市 日他

26

機械装置据付・施工要員 59歳以下 正社員

整水工業　株式会社  魚津市 土日祝他

2人
富山県黒部市宇奈月町音澤５８４

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月町音澤５８４ 0765-65-2838 その他

3人
富山県黒部市宇奈月町音沢５８４ 0765-65-1828 その他

31

ガソリンスタンド業務 不問 正社員
交替制あ
り

真岩石油　有限会社

0765-65-2838 その他

30

旅館での接客業務全般 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　プレザント  黒部市 他

29

旅館でのナイトスタッフ 18歳～64歳 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　プレザント  黒部市 他

 下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町荒又６０ 0765-72-0111 毎　週

3人
富山県黒部市宇奈月町音澤５８４ 0765-65-2838 その他

0765-83-2299 毎　週

32

社会福祉士 59歳以下 正社員

医療法人社団　　健心会　坂東病
院

 下新川郡朝
日町

土日
1人

富山県下新川郡朝日町道下９００
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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　　６月　２１日～　６月　２５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。

16人 警備業
(1)8時00分～17時00分 172,800円～216,000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）

16人
16070- 1833011

20人 スポーツ施設提供業
100,800円～112,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 13人 労災
実費支給（上限なし）

又は8時00分～17時00分 20人
16040-   20510

22人 林業サービス業
(1)8時00分～16時40分 223,200円～223,200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
なし

68人
年2回（前年度実績） 16040-   19710

5人 他に分類されない生活関連サービス業

(1)8時30分～14時15分 880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～14時45分 5人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
16,213人

16020- 7041411
12人

その他の各種商品小売業（従業者が常時５０人未満のもの）

(1)15時00分～19時00分 850円～980円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～13時00分 10人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～15時00分 月額　15,000円まで 4,204人

16040- 2964611
76人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)9時00分～15時00分 870円～870円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 68人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～16時40分 月額　8,000円まで 76人

年2回（前年度実績）40,000円～80,000円 16040- 2968811
2人 婦人・子供服小売業

(1)10時00分～16時00分 900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- 2955311
40人 各種食料品小売業

(1)7時45分～13時00分 880円～900円
雇用期間の定めなし 30人 労災

なし
110人

16040- 2957911
4人 家事サービス業

(1)12時30分～16時30分 969円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～14時30分 3人 労災

なし
50人

16040- 2958111
40人 各種食料品小売業

(1)9時00分～13時00分 880円～900円
雇用期間の定めなし 30人 労災

なし
110人

16040- 2959711
40人 各種食料品小売業

(1)8時30分～12時00分 880円～900円
雇用期間の定めなし 30人 労災

なし
110人

16040- 2960511
3人 学習塾

(1)15時00分～18時00分 850円～850円
雇用期間の定めなし 3人 労災

実費支給（上限あり）
月額　1,500円まで 3人

16040- 2962011
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

16010-11534411
5人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

900円～900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）
又は8時30分～20時30分 月額　21,600円まで 30人

13010-52550711
143人 百貨店，総合スーパー

(1)6時00分～10時00分 1,030円～1,180円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～18時00分 89人 労災

実費支給（上限あり）
月額　72,450円まで 4,699人

16040- 2947011
143人 百貨店，総合スーパー

1,030円～1,180円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 89人 労災

実費支給（上限あり）
又は7時00分～19時00分 月額　72,450円まで 4,699人

16040- 2948311

13

鮮魚担当 不問 パート労働者

株式会社　ＰＬＡＮＴ（ＳＵＰＥ
Ｒ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ黒

 黒部市 他
1人

富山県黒部市立野１７５番１ 0765-55-1300 毎　週

12

青果担当 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ＰＬＡＮＴ（ＳＵＰＥ
Ｒ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ黒

 黒部市 他
1人

富山県黒部市立野１７５番１ 0765-55-1300 毎　週

11

カフェスタッフ／富山県黒部市 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　カフェ・ボンフィーノ  黒部市 月他
1人

東京都千代田区神田和泉町１　Ｙ
ＫＫ８０ビル

03-3864-2337 毎　週

10

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

9

指導アシスタント 不問 パート労働者

公文式黒部生地教室  黒部市
月水木土
日祝

1人
富山県黒部市飯沢８２２－３ 0765-57-0305 毎　週

8

配達業務 不問 パート労働者

有限会社　さんせん  黒部市 他
2人

富山県黒部市田家新７４２ 0765-54-0099 毎　週

7

レジ業務 不問 パート労働者

有限会社　さんせん  黒部市 他
2人

富山県黒部市田家新７４２ 0765-54-0099 毎　週

6

洗濯・運搬 不問 パート労働者

株式会社ハートケアサービス  魚津市
水木金日
他

1人
富山県魚津市住吉１８６０－１ 0765-23-6333 毎　週

5

惣菜 不問 パート労働者

有限会社　さんせん  黒部市 他
3人

富山県黒部市田家新７４２ 0765-54-0099 毎　週

4

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
1人

富山県魚津市相木新１３－２ 0765-24-7710 その他

3

作業員（検査、組立、バリ取り） 不問 パート労働者

有限会社　辻口工業  魚津市 土日他
1人

富山県魚津市大海寺野村５００８ 0765-22-0393 毎　週

2

レジ・品出し 不問 パート労働者

ＤＣＭ株式会社（ＤＣＭカーマ
魚津店）

 魚津市 他
3人

富山県魚津市上村木２丁目１０番
２２号

0765-24-3581 毎　週

1

調理補助スタッフ【青島保育園】 不問 パート労働者

株式会社メフォス北陸事業部　富
山支店

 魚津市 土日祝他
1人

富山県高岡市下関町４－５　北陸
読売会館７階

0766-26-6021 毎　週

35

山林作業・重機オペレータ 不問 正社員以外

新川森林組合  魚津市 日他
1人

富山県魚津市東尾崎３４１５ 0765-23-0111 その他

34

フロント営業 不問 正社員以外
交替制あ
り

棚山観光開発　株式会社  下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町棚山３４０ 0765-84-8800 その他

5人
富山県滑川市下島１０３－２ 0765-32-3993 その他

33

交通誘導員（黒部営業所） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

高誘警備　株式会社 魚津市他 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　　６月　２１日～　６月　２５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。

143人 百貨店，総合スーパー
1,030円～1,130円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 89人 労災
実費支給（上限あり）

又は6時00分～15時00分 月額　72,450円まで 4,699人
16040- 2949611

143人 百貨店，総合スーパー
(1)6時00分～15時00分 1,030円～1,130円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～16時00分 89人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　72,450円まで 4,699人

16040- 2950811
15人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時15分～9時30分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時30分～17時00分 11人 労災

実費支給（上限なし）
170人

16040- 2937511
155人 病院

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 140人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　10,300円まで 160人

年2回（前年度実績） 16040- 2943811
155人 病院

1,040円～1,040円
雇用期間の定めなし 140人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　10,300円まで 160人

年2回（前年度実績） 16040- 2944211
15人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)9時00分～15時00分 850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 11人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
170人

16040- 2946411
6人 燃料小売業

850円～1,200円
雇用期間の定めなし 1人 労災

なし
又は7時30分～19時30分 6人

年2回（前年度実績）20,000円～60,000円 16040- 2932911
15人 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業

(1)9時00分～12時00分 850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　5,000円まで 30人

16040- 2934711
10人 建物サービス業

(1)8時00分～12時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～10時30分 10人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 1,850人

16010-11394711
4人 建物サービス業

(1)7時30分～11時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～14時00分 4人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 1,850人

16010-11291511
16人 警備業

(1)8時00分～17時00分 1,000円～1,250円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
16人

16070- 1834311
4人 一般貨物自動車運送業

(1)8時00分～17時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし
60人

40060-12363411

25

フォークリフト作業員／富山県魚
津市

64歳以下 パート労働者

有限会社　内本開発  魚津市 日祝他
1人

福岡県北九州市小倉北区末広２丁
目３－１３

093-512-7777 なし

24

交通誘導員（パートタイム／黒部
営業所）

不問 パート労働者

高誘警備　株式会社  黒部市 日他
5人

富山県滑川市下島１０３－２ 0765-32-3993 毎　週

23

清掃（介護老人保健施設つるさん
かめさん）＃日祝休み

69歳以下 パート労働者
交替制あ
り

アルコット　株式会社  下新川郡朝
日町

日祝他
1人

富山県富山市二口町３丁目５番地
－５

076-421-9330 毎　週

22

清掃（特別養護老人ホーム有磯
苑）＃日曜休み

不問 パート労働者

アルコット　株式会社  下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県富山市二口町３丁目５番地
－５

076-421-9330 毎　週

21

経理事務 不問 パート労働者

有限会社　エムテックス宝田  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市生地中区５８ 0765-57-0117 毎　週

20

ガソリンスタンド業務 不問 パート労働者

真岩石油　有限会社  下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町荒又６０ 0765-72-0111 毎　週

19

介護補助 不問 パート労働者

社会福祉法人　魚津市社会福祉協
議会

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市新金屋２丁目１３－
２６

0765-22-8388 毎　週

18

介護職員（介護福祉士）（新川老
人保健施設内通所リハビリ）

59歳以下 パート労働者

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
1人

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 毎　週

17

介護職員（新川老人保健施設内通
所リハビリテーション）

59歳以下 パート労働者

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
1人

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 毎　週

16

運転手 不問 パート労働者

社会福祉法人　魚津市社会福祉協
議会

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市新金屋２丁目１３－
２６

0765-22-8388 毎　週

15

ベーカリー担当 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ＰＬＡＮＴ（ＳＵＰＥ
Ｒ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ黒

 黒部市 他
2人

富山県黒部市立野１７５番１ 0765-55-1300 毎　週

14

惣菜担当 不問 パート労働者

株式会社　ＰＬＡＮＴ（ＳＵＰＥ
Ｒ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ黒

 黒部市 他
4人

富山県黒部市立野１７５番１ 0765-55-1300 毎　週

　「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   　  ７月７日（水） 午前９時３０分～午後３時３０分

  　  ７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       ７月１４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。
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