
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

12人 産業用電気機械器具製造業

(1)8時00分～16時45分 170,000円～280,000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　50,000円まで 80人
年2回（前年度実績） 16010-13391811

12人 産業用電気機械器具製造業

(1)8時00分～16時45分 170,000円～280,000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　50,000円まで 80人
年2回（前年度実績） 16010-13393511

6人 産業機械器具卸売業
(1)8時30分～18時30分 201,000円～273,200円

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

実費支給（上限なし）
43人

年2回（前年度実績） 16010-13395011
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） 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
70人

16010-13400311
23人 労働者派遣業

(1)8時30分～17時30分 180,992円～180,992円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 20人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
50人

16010-13408411
21人 その他の専門サービス業

(1)8時15分～17時00分 149,240円～164,020円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 21人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 87,237人
年2回（前年度実績） 16020- 8040111

18人 清涼飲料製造業
(1)8時30分～17時30分 190,000円～240,000円

雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,900円まで 18人

16040- 3386011
18人 清涼飲料製造業

(1)8時00分～17時00分 170,000円～220,000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　20,900円まで 18人

16040- 3387311
58人 陶磁器・同関連製品製造業

(1)8時00分～16時50分 202,000円～262,000円
雇用期間の定めなし 15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 75人
年2回（前年度実績） 16040- 3391811

6人 一般診療所
(1)8時15分～18時00分 150,000円～220,000円

雇用期間の定めなし (2)8時15分～14時00分 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 6人
年2回（前年度実績） 16040- 3395011

9人 他に分類されない事業サービス業

(1)8時30分～17時15分 145,492円～145,492円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時30分～15時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 9人
年2回（前年度実績） 16040- 3397611

0人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)9時00分～19時00分 171,000円～222,745円
雇用期間の定めなし (2)15時00分～1時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は9時00分～1時00分の 月額　24,500円まで 170人

年2回（前年度実績）100,000円～400,000円 17080- 5415511
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- 1976811
40人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時45分 165,000円～240,000円
雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし） 給付
207人

年2回（前年度実績） 16010-13363911
19人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 300,000円～500,000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（上限なし）
38人

16040- 3376511
71人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)6時20分～15時00分 160,000円～200,000円
雇用期間の定めなし 19人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 258人
年2回（前年度実績） 16040- 3377411

1

生産管理設計 59歳以下 正社員

株式会社　北越

1人
富山県富山市婦中町西本郷４３６
－３６

 下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県富山市婦中町西本郷４３６
－３６

076-464-5515 毎　週

【先週１週間　　７月　１２日　～　７月　１６日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

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

076-464-5515 毎　週

3

ルート営業職（入善営業所） 33歳以下 正社員
変形（1
年単位）

山崎機工　株式会社  下新川郡入
善町

日他

2

機械板金製作（入善工場） 59歳以下 正社員

株式会社　北越  下新川郡入
善町

土日祝他

1人
富山県富山市新庄町１５７－１

 魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市安住町５－２１ 076-432-2958 毎　週

1人
富山県富山市針原中町５０３番地 076-451-8001 その他

7

製造業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

黒部名水　株式会社

076-492-0077 毎　週

6

医療事務（正社員）【富山労災病
院】外来業務

59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　ニチイ学館　高岡支店  魚津市 土日祝他

5

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  黒部市 土日祝他

1人
富山県黒部市荻生１１１８

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市荻生１１１８ 0765-54-5727 その他

1人
富山県高岡市あわら町１－１　高
岡市農協会館６Ｆ

0766-29-2887 毎　週

10

医療事務 不問 正社員

ねづか内科クリニック

0765-54-5727 その他

9

経理・労務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北陸セラミック  魚津市 日祝他

8

総務・受注・出荷事務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

黒部名水　株式会社  黒部市 日他

1人
富山県魚津市大光寺２８４

 黒部市 水日祝他
1人

富山県黒部市石田新７３９－１ 0765-32-5257 毎　週

1人
富山県魚津市横枕１４３－３ 0765-24-7387 その他

13

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

0765-22-1567 毎　週

12

つけめん桜魚津店店舗運営（調
理、接客）

不問 正社員

株式会社　翔志（らーめん世界・
つけめん桜）

 魚津市 他

11

（請）営繕及び送迎 不問 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　魚津エムエス  魚津市 日祝他

3人
富山県富山市婦中町高日附８５２

 魚津市　他 日祝他
1人

群馬県藤岡市三本木１１９ 0274-24-6101 その他

5人
石川県白山市田中町２８７－３ 076-274-5174 毎　週

16

窓シャッター枠の部品付け（ＹＫ
ＫＡＰ（株）荻生製造所）

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社

076-469-3330 毎　週

15

施工管理（建築） 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

第一建設　株式会社  黒部市 日他

14

機械オペレーター 59歳以下 正社員

津根精機　株式会社  下新川郡入
善町

土日他

 黒部市 土日他
2人

富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

1人
富山県黒部市飯沢１０７７番地 0765-56-8125 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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℡ 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。
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◎ 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)6時00分～15時00分 220,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 16人 雇用・労災・健康・厚生
(3)13時00分～22時00分 実費支給（上限なし）

1,744人
年2回（前年度実績） 16040- 3378011

48人 旅館，ホテル
(1)6時00分～15時00分 220,000円～270,000円

雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 16人 雇用・労災・健康・厚生
(3)13時00分～22時00分 実費支給（上限なし）

1,744人
年2回（前年度実績） 16040- 3379311

14人 舗装工事業
(1)8時00分～17時00分 220,000円～370,000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 17人
年2回（前年度実績） 16040- 3380111

12人 市町村機関
(1)8時30分～17時15分 132,000円～132,000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
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 471人
年2回（前年度実績） 16040- 3381711

11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 152,250円～152,250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- 3382811
15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 214,000円～336,000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（上限あり）
月額　10,000円まで 38人
年2回（前年度実績） 16040- 3383211

16人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

190,000円～210,000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（上限なし）
又は22時00分～9時00分 45,183人

年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 13040-62908711
4人 建物サービス業

(1)8時00分～17時00分 210,900円～221,400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） 給付
月額　20,000円まで 1,563人
年2回（前年度実績） 16010-13252711

2人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 202,000円～264,000円

雇用期間の定めなし (2)8時45分～17時30分 1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） 16010-13261211

2人 労働者派遣業
(1)8時00分～17時00分 223,349円～248,166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（上限なし）

100人
16020- 7984811

7人 その他の生産用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 176,000円～352,000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 7人

16040- 3365711
7人 その他の生産用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 158,400円～220,000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 7人

16040- 3366811
7人 その他の職別工事業

(1)8時00分～17時00分 345,000円～460,000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 7人
年2回（前年度実績） 16040- 3368511

7人 その他の職別工事業
(1)8時00分～17時00分 276,000円～345,000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 7人
年2回（前年度実績） 16040- 3369411

7人 その他の職別工事業
(1)8時00分～17時00分 300,000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 7人
年2回（前年度実績） 16040- 3370611

721人 病院
(1)8時15分～16時45分 144,840円～153,000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- 3372111

2人
富山県黒部市宇奈月温泉２６７

19

営業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

日本交通興業　株式会社

0765-62-1111 その他

18

バイキングレストラン調理スタッ
フ〈総合職〉

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他

17

バイキングレストラン調理スタッ
フ／地域限定社員

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他

1人
富山県下新川郡入善町入膳３２５
５番地

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市三田４８０－１ 0765-23-0700 その他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 その他

22

製造職（板金・溶接） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ナカノ

0765-72-1100 毎　週

21

窓口業務 不問 正社員以外
交替制あ
り

魚津市農業協同組合  魚津市 土日祝

20

一般事務 不問 正社員以外

入善町役場  下新川郡入
善町

土日祝他

2人
東京都港区港南二丁目１８番１号
ＪＲ品川イーストビル５階

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市犬山２１３－１ 0765-52-1896 毎　週

1人
富山県魚津市釈迦堂１丁目１４－
１７

0765-24-1414 毎　週

25

看護職（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

03-6833-5064 毎　週

24

施設員（黒部エムテック） 59歳以下 正社員

株式会社　ホクタテ  黒部市 土日祝

23

接客・調理／８号黒部店 18歳以上 正社員以外

株式会社　すき家  黒部市 他

2人
富山県高岡市京田４３２番地
ユーバビル

 黒部市 日他
1人

富山県富山市中沖１５０－３ 076-436-0911 毎　週

1人
富山県富山市中野新町１丁目２番
１０号

076-421-0400 毎　週

28

（請）簡単な軽作業 不問 正社員

Ｍ．Ｋ．Ｅ

0766-21-5015 毎　週

27

（請）簡単な軽作業 40歳以下 正社員

Ｍ．Ｋ．Ｅ  下新川郡朝
日町

土日祝他

26

金属プレス工 不問 有期雇用派遣労働者
変形（1
年単位）

デベロップ株式会社　ヒューマン
リソース

 魚津市 土日他

2人
富山県魚津市三田５１３

 下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町泊４５５－
４

0765-32-4033 その他

2人
富山県下新川郡朝日町泊４５５－
４

0765-32-4033 その他

31

施工管理 不問 正社員
変形（1
年単位）

北陸開発公社有限会社

0765-22-5689 その他

30

運転手（４ｔ車）・重機オペレー
ター

不問 正社員
変形（1
年単位）

北陸開発公社有限会社  魚津市 日祝他

29

大型運転手・重機オペレーター 不問 正社員
変形（1
年単位）

北陸開発公社有限会社  魚津市 日祝他

1人
富山県黒部市三日市１１０８－１

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市三田５１３ 0765-22-5689 その他

2人
富山県魚津市三田５１３ 0765-22-5689 その他

0765-54-2211 毎　週

32

介護員（デイサービスセンター） 不問 正社員以外

黒部市民病院  黒部市 土日他
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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　　７月　１２日　～　７月　１６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。

13人 配達飲食サービス業
(1)10時30分～19時30分 157,000円～157,000円

雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生・その他

(3)13時00分～22時00分 実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 935人
年2回（前年度実績） 01020- 7836611

14人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

190,000円～210,000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22時00分～9時00分 45,183人

年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 13040-62206511
14人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)8時30分～17時30分 170,000円～230,000円
雇用期間の定めなし 13人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
26人

16040- 3351411
98人 病院

(1)8時30分～17時30分 155,000円～205,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 69人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時30分～12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- 3360011

4人 耕種農業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～17時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 4人

16040- 3363911
8人 歯科診療所

(1)9時00分～18時00分 200,000円～300,000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　10,000円まで 8人
年2回（前年度実績） 16040- 3364111

17人 農畜産物・水産物卸売業
(1)5時00分～14時00分 215,000円～250,000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） 厚生
月額　8,000円まで 21人

16040- 3375211
3人 医薬品・化粧品小売業

180,000円～180,000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（上限なし）
又は8時30分～19時00分 7,476人

年2回（前年度実績） 21030- 8332711
4人 医薬品・化粧品等卸売業

(1)8時45分～18時15分 142,632円～220,200円
雇用期間の定めなし (2)8時45分～12時45分 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
2,290人

年2回（前年度実績） 13010-58931611
10人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 230,200円～269,600円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 6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　21,000円まで 123人
年2回（前年度実績） 16010-13101311

106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 85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） 厚生
月額　35,000円まで 907人
年2回（前年度実績） 16040- 3340811

180人 病院
(1)8時00分～17時00分 200,000円～281,900円

雇用期間の定めなし (2)16時30分～8時30分 135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 180人
年2回（前年度実績） 16040- 3343411

180人 病院
(1)8時00分～17時00分 185,600円～259,100円

雇用期間の定めなし (2)16時30分～8時30分 135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 180人
年2回（前年度実績） 16040- 3344011

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 200,000円～350,000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- 3345311

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 160,000円～260,000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- 3346611

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 180,000円～250,000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- 3347911

34

接客・調理／魚津本江店 18歳以上 正社員以外

株式会社　すき家

33

エリア限定正社員（富山魚津店） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　テンフォー  魚津市 他

1人
富山県魚津市吉島６３番１

 魚津市 他
2人

東京都港区港南二丁目１８番１号
ＪＲ品川イーストビル５階

03-6833-5064 毎　週

1人
北海道函館市柏木町２４番１９号 0138-31-0141 毎　週

37

農業 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ファームクリエイト黒
部

0765-32-5886 毎　週

36

医療事務（浦田クリニック） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 日祝他

35

販売・包装・事務／魚津 59歳以下 正社員

株式会社　ＺＡＸＦＯＸ  魚津市 他

1人
富山県魚津市本江８９７－１

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市宇奈月町下立３０８
３番地

0765-65-0863 その他

1人
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他

40

【黒部市】調剤薬局事務（Ｖ・ｄ
ｒｕｇ　黒部石田薬局）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

中部薬品　株式会社（Ｖ・ｄｒｕ
ｇ）

0765-22-8971 毎　週

39

鱒寿司製造 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ハリタ冷蔵  魚津市 水他

38

歯科衛生士 不問 正社員

やまざき歯科クリニック  魚津市 水日祝他

1人
東京都千代田区丸の内１－９－２ 
グラントウキョウサウスタワー１

 黒部市 日祝他
1人

岐阜県多治見市高根町４－２９ 0572-27-3356 その他

1人
富山県魚津市港町５－１８ 0765-22-0172 その他

43

介護職 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　藤聖会　入善老人
保健施設　こぶしの庭

03-6838-2857 その他

42

介護スタッフ（うちくる魚津労災
病院前）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　うちくる富山  魚津市 他

41

医療事務（富山県魚津市／共創未
来本江薬局）

不問 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ファーマみらい  魚津市 日祝他

2人
富山県黒部市荻生８２１

 下新川郡入
善町

他
3人

富山県下新川郡入善町小杉６４番
地

0765-78-2500 その他

1人
富山県富山市西野新４７番 076-461-7765 毎　週

46

機械設計または電気設計（自動化
省力化機械・専用機）

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山口技研

0765-54-5400 その他

45

准看護師（病棟業務） 69歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　一志会　池田リハ
ビリテーション病院

 黒部市 他

44

正看護師（病棟業務） 69歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　一志会　池田リハ
ビリテーション病院

 黒部市 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
富山県黒部市荻生８２１ 0765-54-5400 その他

0765-72-4344 その他

48

汎用旋盤・ＮＣ旋盤（経験者） 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

47

自動化機械のメカ組立【手先が器
用な方は最適！】

40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

1人
富山県下新川郡入善町道古１８３ 0765-72-4344 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
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賃金
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◎ 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。

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 200,000円～260,000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- 3348111

6人 自動車整備業
(1)9時00分～18時00分 245,000円～255,000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　5,000円まで 6人
年2回（前年度実績）680,000円～800,000円 16040- 3350511

10人 一般貨物自動車運送業
(1)9時00分～18時05分 224,640円～224,640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　26,000円まで 3,200人

18010-12086811
5人 耕種農業

870円～1,000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8時30分～16時00分 月額　5,000円まで 5人

16040- 3388611
11人 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業

(1)9時00分～16時00分 850円～850円
雇用期間の定めなし (2)12時00分～17時00分 11人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　3,000円まで 11人

16040- 3389911
9人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)14時00分～18時00分 850円～850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8時00分～18時00分 170人

16040- 3390711
45人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

850円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 42人 労災

なし
又は8時00分～17時00分 45人

16040- 3392211
162人 病院

(1)8時00分～12時00分 870円～900円
雇用期間の定めなし (2)15時00分～17時00分 122人 雇用・労災

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- 3393511

162人 病院
(1)8時00分～12時00分 870円～900円

雇用期間の定めなし (2)15時00分～17時00分 122人 雇用・労災
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- 3394411

1人 耕種農業
(1)8時00分～16時30分 850円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 その他
なし

又は8時00分～16時30分 1人
16040- 3396311

23人 燃料小売業
(1)7時30分～13時30分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めなし 4人 労災
なし

23人
16040- 3398911

0人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)9時00分～14時00分 900円～1,500円
雇用期間の定めなし (2)14時00分～18時00分 0人 労災

(3)18時00分～21時00分 実費支給（上限あり）
又は9時00分～2時00分の 月額　10,000円まで 170人

17080- 5417011
0人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

905円～1,150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）
又は10時00分～20時00分 19,985人

年2回（前年度実績）～70,000円 10020-10459411
7人 その他の生産用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 900円～1,200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 7人

16040- 3367211
38人 旅館，ホテル

(1)5時30分～11時00分 1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時00分～11時00分 34人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 15,000人

16040- 3371911
10人 児童福祉事業

900円～900円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は13時00分～18時00分 月額　20,000円まで 10人

16040- 3373711

13

指導員 59歳以下 パート労働者

日本労働者協同組合（ワーカーズ
コープ）企業組合労協センター事

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉野４７６－２ 0765-32-5305 その他

12

レストラン朝食係 不問 パート労働者
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
2人

富山県魚津市上村木２－３－３９ 0765-22-7411 毎　週

11

（請）簡単な軽作業 不問 パート労働者

Ｍ．Ｋ．Ｅ  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町泊４５５－
４

0765-32-4033 その他

10

パート／店舗スタッフ／入善店／
１２３４

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ヤマダデンキ  下新川郡入
善町

他
1人

群馬県高崎市栄町１－１ 027-345-8725 毎　週

9

つけめん桜魚津店：ホールスタッ
フ、調理補助【急募】

不問 パート労働者

株式会社　翔志（らーめん世界・
つけめん桜）

 魚津市 他
5人

石川県白山市田中町２８７－３ 076-274-5174 毎　週

8

（魚津市）セルフガソリンスタン
ドの運営及び自動車整備

不問 パート労働者

有限会社　浜岡商店  魚津市 他
3人

富山県魚津市末広町２－２０ 0765-24-1450 その他

7

ねぎの出荷前作業員 不問 パート労働者

のばたけ  黒部市 日他
2人

富山県黒部市宇奈月町栃屋４２３ 0765-65-0715 その他

6

送迎・業務補助 59歳以下 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

5

送迎・業務補助（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

4

介護職員補助【富山県事業元気高
齢者モデル事業対象求人】

60歳以上 パート労働者

アイ福祉サポート　株式会社  黒部市 他
2人

富山県黒部市生地芦区３４ 0765-33-4460 毎　週

3

放課後児童支援員 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
2人

富山県魚津市新金屋２丁目１３－
２６

0765-22-8388 毎　週

2

配線検査 不問 パート労働者

ＢＨ電装  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉野５３７－２ 0765-24-7433 毎　週

1

ネギの出荷準備等軽作業 不問 パート労働者

農事組合法人　ファームとちや  黒部市 日他
2人

富山県黒部市宇奈月町栃屋６３１ 0765-65-2727 毎　週

49

電気配線の組立・シーケンス制御 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
1人

富山県下新川郡入善町道古１８３ 0765-72-4344 その他

3人
福井県福井市問屋町１－５４ 0776-24-9481 毎　週

0765-72-4121 その他

51

ドライバー（黒部営業所） 不問 正社員以外

セイノースーパーエクスプレス
株式会社

 黒部市 日祝他

50

自動車整備士 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　上原自動車商会  下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町上野６７８
－４
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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　　７月　１２日　～　７月　１６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。

2人 持ち帰り飲食サービス業
(1)9時00分～13時30分 850円～950円

雇用期間の定めなし (2)16時30分～20時30分 3人 労災
なし

2人
16040- 3374811

11人 配達飲食サービス業
900円～900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）

又は10時30分～22時00分 月額　3,000円まで 935人
01020- 7803611

13人 配達飲食サービス業
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10時30分～22時00分 月額　3,000円まで 935人
01020- 7804911

0人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

1,000円～1,150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）
又は10時00分～20時00分 19,985人

年2回（前年度実績）～70,000円 10020-10268311
12人 建物サービス業

(1)9時00分～15時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 9人 雇用・労災

(3)8時00分～15時00分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 520人

16010-13186611
44人 老人福祉・介護事業

(1)7時45分～12時15分 995円～995円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時45分～17時15分 39人 雇用・労災

(3)7時45分～16時45分 実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 87,237人

16010-13193311
12人 建物サービス業

(1)9時30分～14時30分 880円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 11人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 24,061人

16010-13196111
10人 老人福祉・介護事業

1,200円～1,200円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生

一定額
又は9時00分～19時00分 日額　300円まで 123人

16010-13096411
10人 老人福祉・介護事業

(1)17時00分～9時00分 1,409円～1,409円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生

一定額
日額　300円まで 123人

16010-13104111
17人 老人福祉・介護事業

(1)7時00分～12時00分 900円～1,300円
雇用期間の定めなし (2)7時00分～10時00分 15人 労災

(3)12時00分～16時00分 実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 25人
年3回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040- 3353311

32人 旅館，ホテル
850円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 23人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～22時00分 日額　400円まで 32人
16040- 3355911

32人 旅館，ホテル
(1)13時00分～21時00分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 23人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
日額　400円まで 32人

16040- 3356111
14人 老人福祉・介護事業

(1)9時00分～16時00分 1,100円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 13人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 14人
年1回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040- 3361311

5人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)15時30分～20時30分 900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～21時30分 5人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
27,238人

16040- 3362611
106人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時15分 900円～1,050円
雇用期間の定めなし (2)7時00分～15時45分 85人 雇用・労災

(3)10時15分～19時00分 実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 907人

16040- 3341211

28

介護スタッフ（介護老人保健施
設）

59歳以下 パート労働者

医療法人社団　藤聖会　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番
地

0765-78-2500 その他

27

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 金土他
1人

富山県黒部市堀切１３００ 
（ＹＫＫ光志寮内事務所）

0765-57-2258 毎　週

26

看護師（デイサービス） 不問 パート労働者

特定非営利活動法人　三樹福寿会  黒部市 日他
1人

富山県黒部市植木１９４－２ 0765-52-2121 毎　週

25

サービススタッフ【３ヶ月契約】 不問 パート労働者

小川温泉開発　株式会社  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番
地

0765-84-8111 毎　週

24

フロントサービススタッフ 不問 パート労働者

小川温泉開発　株式会社  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番
地

0765-84-8111 毎　週

23

介護職員「グループホーム　華の
れん」

不問 パート労働者
交替制あ
り

東京堂　株式会社  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町入膳７７９
１－７

0765-32-4870 毎　週

22

夜間介護スタッフ（うちくる魚津
労災病院前／パート）

59歳以下 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　うちくる富山  魚津市 他
1人

富山県富山市西野新４７番 076-461-7765 毎　週

21

日勤介護スタッフ（うちくる魚津
労災病院前）

59歳以下 パート労働者

株式会社　うちくる富山  魚津市 他
1人

富山県富山市西野新４７番 076-461-7765 毎　週

20

客室清掃（ベストイン魚津） 不問 パート労働者

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 魚津市 他
5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

19

通所介護スタッフ／ニチイケアセ
ンター黒部

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 黒部市 日他
2人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階

076-442-2888 その他

18

新規★清掃スタッフ（５時間勤
務：平日のみ勤務）

不問 パート労働者

株式会社　バロン  魚津市
水土日祝
他

12人
富山県富山市北代５２９８ 076-434-1881 毎　週

17

パート／店舗スタッフ／魚津店／
００９４

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ヤマダデンキ  魚津市 他
2人

群馬県高崎市栄町１－１ 027-345-8725 毎　週

16

ピザの配達（富山魚津店） 不問 パート労働者

株式会社　テンフォー  魚津市 他
3人

北海道函館市柏木町２４番１９号 0138-31-0141 その他

15

ピザの配達（富山入善店） 不問 パート労働者

株式会社　テンフォー  下新川郡入
善町

他
3人

北海道函館市柏木町２４番１９号 0138-31-0141 その他

14

販売・調理員 不問 パート労働者
交替制あ
り

有限会社　大政寿司  魚津市 他
2人

富山県魚津市双葉町３－８ 0765-22-0349 毎　週
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