
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

5人 その他の家具・装備品製造業

(1)8時00分～17時00分 150,000円～240,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

一定額
月額　5,000円まで 5人

16040- 3506111
44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～170,000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（上限なし） 厚生
44人

年2回（前年度実績）150,000円～300,000円 16040- 3508811
104人 老人福祉・介護事業

(1)7時45分～16時45分 157,300円～185,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (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- 3510011

8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 155,520円～155,520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　15,000円まで 8人

16040- 3493611
9人 建築材料卸売業

(1)8時00分～17時00分 243,000円～273,000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　11,000円まで 9人
年2回（前年度実績） 16040- 3494911

5人 労働者派遣業
(1)9時00分～18時00分 220,000円～285,000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 17,600人
年2回（前年度実績） 16040- 3495111

5人 労働者派遣業
(1)9時00分～18時00分 220,000円～250,000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 17,600人
年2回（前年度実績） 16040- 3496711

5人 労働者派遣業
(1)9時00分～18時00分 220,000円～250,000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 17,600人
年2回（前年度実績） 16040- 3497811

18人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)7時20分～16時00分 180,900円～201,000円
雇用期間の定めなし (2)16時50分～1時30分 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 36人
年2回（前年度実績） 16040- 3498211

18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 162,000円～182,250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 36人
年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16040- 3499511

161人 その他の食料品製造業
(1)7時30分～16時00分 199,000円～288,200円

雇用期間の定めなし (2)15時30分～0時00分 25人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)23時30分～8時00分 実費支給（上限なし）
167人

年2回（前年度実績） 16040- 3486911
14人 一般貸切旅客自動車運送業

(1)19時00分～3時00分 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)19時30分～3時30分 0人 雇用・労災・健康・厚生

(3)19時30分～1時00分 実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 20人

16040- 3490411
6人 一般貸切旅客自動車運送業

(1)19時00分～3時00分 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)19時30分～3時30分 0人 雇用・労災・健康・厚生

(3)19時30分～1時00分 実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 20人

16040- 3491011
9人 他に分類されない事業サービス業

(1)5時30分～14時30分 200,000円～230,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時30分 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
17,875人

16020- 8344011
1人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 170,000円～190,000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　5,000円まで 130人
年2回（前年度実績） 17020- 4124911

70人 労働者派遣業
(1)8時00分～17時00分 192,000円～200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～5時00分 35人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
日額　7,500円まで 8,900人
年2回（前年度実績） 16010-13706311

1

木製家具製造工 44歳以下 正社員

株式会社　テクノウッド寺田

1人
富山県魚津市道坂４００

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市荻生８６０ 0765-52-1892 毎　週

【先週１週間　　７月　２６日　～　７月　３０日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

製品検査 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

コアー技研　株式会社

0765-32-8006 その他

3

日勤専従介護員（グループホー
ム）

不問 正社員以外

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

品質管理 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　黒田精型  魚津市 日他

1人
富山県魚津市三ケ砂田１５００番
地

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市小川寺２６８－５ 0765-31-9025 その他

1人
富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 その他

7

ルート営業・顧客管理 44歳以下 正社員

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

0765-24-4232 毎　週

6

オフィスマネージャー（拠点責任
者・管理職候補）

44歳以下 正社員

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 黒部市 土日祝他

5

オペレーター（アスファルト舗装
材を製造する機械のＰＣ操作

44歳以下 正社員

日本海アスコン株式会社  魚津市 土日他

2人
富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

 黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

2人
富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

10

部品付けと包装（ＹＫＫＡＰ
（株）荻生製造所）

69歳以下 正社員

有限会社　木島アルミ建材

0765-54-2122 毎　週

9

部品付（ＹＫＫＡＰ（株）荻生製
造所）

69歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　木島アルミ建材  黒部市 土日他

8

採用コーディネーター 44歳以下 正社員

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 黒部市 土日祝他

1人
富山県下新川郡入善町下飯野２３
２番地の５

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市荒俣２０５番地 0765-56-8372 毎　週

2人
富山県黒部市荒俣２０５番地 0765-56-8372 毎　週

13

代行運転手 18歳～64歳 正社員
交替制あ
り

株式会社　ａｑｕａ

0765-76-0023 その他

12

代行運転手【魚津営業所】 18歳～64歳 正社員
交替制あ
り

株式会社　ａｑｕａ  魚津市 他

11

工場内製品製造作業 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ウーケ  下新川郡入
善町

他

1人
富山県高岡市下関町４－５　北陸
読売会館７階

 下新川郡入
善町

他
5人

富山県下新川郡入善町下飯野７３
６－８

0765-72-4577 その他

5人
富山県下新川郡入善町下飯野７３
６－８

0765-72-4577 その他

16

自動車部品製造　ゴム製品 不問 正社員以外
交替制あ
り

フジアルテ　株式会社　富山営業
所

0766-26-6021 その他

15

介護職【デイサービスＣｈａＣｈ
ａＣｈａ】

59歳以下 正社員

長寿メディカル　株式会社  下新川郡入
善町

土日他

14

栄養士または調理師（池田リハビ
リテーション）

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社メフォス東日本　北陸事
業部富山支店

 黒部市 他

 下新川郡入
善町

土日他
3人

富山県富山市掛尾町３７２－１
多不動産ビル３階３号室

076-464-5091 毎　週

1人
石川県小松市上小松町丙４１－１ 0761-22-2115 毎　週

℡ 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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16人 警備業
(1)8時00分～17時00分 177,120円～200,880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　50,000円まで 65人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16010-13665511

4人 他に分類されない生活関連サービス業

(1)7時45分～16時45分 170,000円～190,000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）
16,213人

16020- 8249011
8人 その他の飲食店

190,000円～250,000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）
又は6時00分～21時00分 月額　25,000円まで 32人

年2回（前年度実績） 16020- 8261211
150人 電子応用装置製造業

(1)8時30分～17時30分 200,000円～450,000円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～15時00分 45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
年2回（前年度実績） 16040- 3456511

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- 3458011

9人 医薬品・化粧品小売業
(1)8時30分～18時30分 156,000円～226,500円

雇用期間の定めなし (2)8時45分～18時45分 8人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時00分～19時00分 実費支給（上限なし）

16人
年2回（前年度実績） 16040- 3459311

9人 医薬品・化粧品小売業
(1)9時00分～19時00分 300,000円～450,000円

雇用期間の定めなし 8人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

16人
年2回（前年度実績）1,500,000円～3,500,000円 16040- 3460111

7人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 205,000円～310,000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 8人
年3回（前年度実績） 16040- 3461711

20人 酒類製造業
(1)8時00分～17時00分 154,000円～198,000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 20人
年2回（前年度実績）40,000円～480,000円 16040- 3462811

106人 工業用プラスチック製品製造業

(1)8時30分～17時15分 171,100円～217,200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 106人
年2回（前年度実績） 16040- 3465411

16人 その他の飲食料品小売業
(1)5時15分～13時30分 158,500円～163,500円

雇用期間の定めなし (2)6時00分～14時15分 16人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時30分～19時00分 実費支給（上限あり）
月額　17,100円まで 18人
年2回（前年度実績） 16040- 3466011

6人 塗装工事業
(1)8時00分～17時00分 270,000円～390,000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 6人

16040- 3467311
6人 塗装工事業

(1)8時00分～17時00分 200,000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）
月額　25,000円まで 6人

16040- 3468611
2人

管理，補助的経済活動を行う事業所（５０各種商品卸売業）

(1)9時30分～18時30分 150,000円～150,000円
雇用期間の定めなし (2)10時15分～19時15分 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 2人
年2回（前年度実績）150,000円～151,000円 16040- 3472211

13人 製材業，木製品製造業
(1)7時40分～17時00分 189,000円～315,000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）

18人
年2回（前年度実績）30,000円～500,000円 16040- 3473511

49人 畜産食料品製造業
(1)8時00分～17時00分 158,000円～158,000円

雇用期間の定めなし 24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） 16040- 3474411

5人
富山県富山市一本木１３８番地

19

菓子製造販売 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

三剛産業　株式会社

076-411-0124 その他

18

栄養士　【青島保育園】 不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社メフォス北陸事業部　富
山支店

 魚津市 他

17

鉄道施設内での列車見張警備 18歳～59歳 正社員
変形（1
年単位）

北陸交通整理　株式会社  魚津市　他 他

1人
富山県魚津市吉島８２９

 魚津市　他 他
2人

富山県高岡市中川一丁目６－３８ 0766-23-2256 その他

1人
富山県高岡市下関町４－５　北陸
読売会館７階

0766-26-6021 その他

22

医療事務（入善店） 不問 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット

0765-22-3477 毎　週

21

アシスタント事務【総務・営業支
援・現場支援】

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

20

生産技術・製造技術 59歳以下 正社員
フレック
ス

株式会社　シキノハイテック  魚津市 日他

1人
富山県黒部市北新１０－４

 下新川郡入
善町

日祝
2人

富山県黒部市北新１０－４ 0765-52-5000 その他

2人
富山県下新川郡入善町道古１８３ 0765-72-4344 その他

25

瓶詰作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

皇国晴酒造　株式会社

0765-52-5000 その他

24

土木作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　池原谷組  魚津市 日祝他

23

勤務薬剤師（入善店） 不問 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット  下新川郡入
善町

日祝他

1人
富山県下新川郡入善町古黒部２０
５０番地

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市生地２９６ 0765-56-8028 その他

1人
富山県魚津市吉島１０２２ 0765-22-6300 その他

28

土木施工管理技士 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ツーライン

0765-72-2000 その他

27

調理員 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　日星  魚津市 他

26

プラスチック成形 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

2人
富山県下新川郡入善町舟見２４８
９

 下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町舟見２４８
９

0765-78-2280 その他

1人
富山県魚津市江口８８－１ 0765-22-8681 その他

31

製材工場　作業員 44歳以下 正社員

株式会社　米澤製材所

0765-78-2280 その他

30

インフォメーション業務 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　入善商業開発  下新川郡入
善町

他

29

土木作業員 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ツーライン  下新川郡入
善町

日他

1人
富山県黒部市石田９７８

 下新川郡入
善町

土日他
2人

富山県下新川郡入善町入膳４５５
－１

0765-72-1011 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町椚山１３３
６

0765-74-9198 その他

0765-56-7800 その他

32

事務スタッフ 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

横山冷菓　株式会社  魚津市 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
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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。

30人 加工紙製造業
(1)8時30分～17時00分 153,000円～163,000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 30人
年2回（前年度実績） 16040- 3475011

4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 147,888円～197,184円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～2時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時00分～20時00分 月額　6,000円まで 33人

16040- 3476311
35人 市町村機関

(1)8時30分～17時15分 132,000円～148,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～13時00分 35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- 3478911

85人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)15時00分～23時00分 164,000円～184,000円
雇用期間の定めなし 55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） 16040- 3484311
161人 その他の食料品製造業

(1)6時30分～15時00分 199,000円～288,200円
雇用期間の定めなし (2)18時30分～6時50分 25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- 3485611
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- 3443911

30人 酒類製造業
(1)8時00分～17時00分 172,500円～300,000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） 厚生
月額　20,000円まで 30人
年2回（前年度実績） 16040- 3445711

88人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 210,000円～350,000円

雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
93人

年2回（前年度実績） 16040- 3446811
88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 11人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
93人

年2回（前年度実績） 16040- 3447211
88人 金属加工機械製造業

(1)8時00分～17時00分 190,000円～280,000円
雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
93人

年2回（前年度実績） 16040- 3448511
65人 その他の食料品製造業

(1)8時00分～17時00分 150,000円～200,000円
雇用期間の定めなし 30人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　12,000円まで 65人
年2回（前年度実績） 16040- 3450611

24人 その他の化学工業
(1)8時30分～18時00分 170,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 16人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 24人
年2回（前年度実績） 16040- 3451911

3人 その他の保健衛生
(1)9時00分～18時00分 161,600円～248,400円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)12時00分～21時00分 実費支給（上限なし）
561人

年2回（前年度実績） 17010-15762511
6人 建物サービス業

(1)8時30分～17時00分 870円～920円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～15時15分 6人 雇用・労災

(3)15時15分～20時00分 実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 1,563人

16010-13883511
30人 障害者福祉事業

860円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 25人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時30分 月額　15,000円まで 52人

16040- 3504611
54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 890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 51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- 3505911

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

生活支援員 不問 パート労働者

社会福祉法人　くろべ福祉会  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市吉田７４５－３ 0765-56-7284 毎　週

1

図書司書 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ホクタテ  魚津市 他
1人

富山県富山市中野新町１丁目２番
１０号

076-421-0400 毎　週

34

検査工 不問 正社員以外

小路産業株式会社

33

ダンボール製品の組立作業 45歳以下 正社員
変形（1
年単位）

黒部紙業　株式会社  黒部市 日他

1人
富山県下新川郡入善町入膳３２５
５番地

 黒部市 日他
3人

富山県下新川郡入善町小摺戸１７
４５

0765-78-1051 毎　週

1人
富山県黒部市石田１１６８－２１ 0765-52-0532 その他

37

生産設備保守・保全業務（交替勤
務）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ウーケ

0765-72-1100 毎　週

36

製造業（製品梱包） 59歳以下 正社員

カトーインダストリー　株式会社  黒部市 土日祝他

35

調理員（会計年度任用職員） 不問 正社員以外

入善町役場  下新川郡入
善町

土日祝他

1人
富山県魚津市住吉３９５６－１７

 下新川郡入
善町

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 その他

2人
富山県魚津市吉島３８６－１ 0765-24-1197 毎　週

40

営業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北陸精機

0765-24-0604 その他

39

醸造工 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

銀盤酒造　株式会社  黒部市 日他

38

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  魚津市 日祝他

2人
富山県魚津市道坂１０３

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市道坂１０３ 0765-32-8231 その他

1人
富山県黒部市荻生４８５３－３ 0765-54-1181 その他

43

一般事務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

石川製麺　株式会社

0765-32-8231 その他

42

製缶工【経験者】 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北陸精機  魚津市 日祝他

41

製缶工 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北陸精機  魚津市 日祝他

 魚津市 他
1人

富山県魚津市大海寺野６２１ 0765-24-5511 その他

2人
富山県魚津市道坂１０３ 0765-32-8231 その他

1人
石川県金沢市近岡町３０９ 076-237-4230 毎　週

0765-82-2626 その他

45

検査物の集配 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　アルプ  魚津市 日祝他

44

原料生産 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　エヌエイチワイ  下新川郡朝
日町

日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町舟川新１２
８－１
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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。
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その際はあしからずご了承ください。

17人 一般診療所
(1)9時30分～13時00分 900円～1,000円

雇用期間の定めなし 13人 労災
実費支給（上限あり）
月額　10,300円まで 35人
年2回（前年度実績）40,000円～50,000円 16040- 3507711

26人 パン・菓子製造業
(1)23時30分～5時00分 1,125円～1,125円

雇用期間の定めなし (2)4時00分～8時00分 19人 労災
なし

26人
16040- 3509211

10人 水産食料品製造業
(1)6時00分～11時00分 900円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 雇用・労災
なし

10人
16040- 3500511

10人 水産食料品製造業
(1)6時00分～11時00分 900円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 雇用・労災
なし

10人
16040- 3501411

0人 農業サービス業（園芸サービス業を除く）

(1)8時00分～17時00分 900円～950円
雇用期間の定めなし 0人 その他

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　3,000円まで 0人

16040- 3502011
22人 書籍・文房具小売業

1,200円～1,400円
雇用期間の定めなし 6人 労災

実費支給（上限あり）
又は1時30分～5時00分の 月額　4,000円まで 25人

16040- 3503311
1人 老人福祉・介護事業

(1)9時00分～16時00分 960円～1,110円
雇用期間の定めなし 0人 労災

実費支給（上限あり）
日額　200円まで 130人

17020- 4123611
72人 すし店

900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 45人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～0時00分の 月額　15,000円まで 35,157人

13040-64504511
65人 郵便局

950円～950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7時30分～20時15分 日額　2,600円まで 133人

年2回（前年度実績） 16040- 3463211
20人 家事サービス業

(1)8時00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)12時30分～15時30分 20人 労災

(3)17時00分～19時00分 実費支給（上限あり）
月額　13,200円まで 50人

16040- 3464511
180人 病院

(1)9時00分～16時00分 1,100円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～12時00分 135人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 180人

16040- 3469911
37人 電子デバイス製造業

(1)9時00分～16時00分 851円～950円
雇用期間の定めなし 16人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 46人

16040- 3470711
8人 一般診療所

(1)8時30分～12時30分 950円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時30分～18時00分 8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 8人

年2回（前年度実績） 16040- 3471811
140人 百貨店，総合スーパー

930円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 133人 労災

実費支給（上限なし）
又は7時00分～19時00分 8,317人

16040- 3479111
140人 百貨店，総合スーパー

950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 133人 労災

実費支給（上限なし）
又は8時00分～17時00分 8,317人

16040- 3480211
7人 老人福祉・介護事業

(1)13時30分～18時30分 900円～1,200円
雇用期間の定めなし 5人 労災

実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16040- 3483011

19

障害児支援員 不問 パート労働者

特定非営利活動法人　工房　あお
の丘

 下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町道古３４－
３

0765-72-2248 毎　週

18

プライスチェッカー 不問 パート労働者

ＵＤリテール株式会社　ＭＥＧＡ
ドン・キホーテＵＮＹ魚津店

 魚津市 他
1人

富山県魚津市住吉６００番地 0765-23-4111 毎　週

17

日配スタッフ 不問 パート労働者

ＵＤリテール株式会社　ＭＥＧＡ
ドン・キホーテＵＮＹ魚津店

 魚津市 他
2人

富山県魚津市住吉６００番地 0765-23-4111 毎　週

16

医療事務 不問 パート労働者
交替制あ
り

医療法人社団　きょうクリニック  黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市北野４８－２ 0765-57-0015 その他

15

電子部品の検査及び組立 不問 パート労働者

株式会社　テクノ・クレスト  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町道下８４７
－２

0765-83-9558 毎　週

14

一般事務 69歳以下 パート労働者

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 土日祝他
1人

富山県黒部市荻生８２１ 0765-54-5400 毎　週

13

給食配送 不問 パート労働者

株式会社ハートケアサービス  魚津市 他
1人

富山県魚津市住吉１８６０－１ 0765-23-6333 その他

12

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　魚津郵便局

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県魚津市本江字中の坪１００
７

0765-22-0300 毎　週

11

フロア・キッチン・切り付け（黒
部店）

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　はま寿司  黒部市 他
1人

東京都港区港南２ー１８－１ 
ＪＲ品川イーストビル

0120-314-520 毎　週

10

介護職【デイサービスＣｈａＣｈ
ａＣｈａ】

59歳以下 パート労働者

長寿メディカル　株式会社  下新川郡入
善町

土日他
1人

石川県小松市上小松町丙４１－１ 0761-22-2115 毎　週

9

新聞配達 18歳以上 パート労働者

株式会社　小室新聞店  黒部市 他
2人

富山県黒部市正光寺新４２５ 0765-54-1362 なし

8

野菜の生産管理、収穫、箱詰め等 不問 パート労働者

ヒロタクファーム  下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町高畠３５３
－２

090-9762-
5516

毎　週

7

蒲鉾の製造（蒲鉾成型後作業） 不問 パート労働者

株式会社　まるなか  魚津市 日他
1人

富山県魚津市本新町１－８ 0765-22-1344 その他

6

蒲鉾の製造（すり身投入） 不問 パート労働者

株式会社　まるなか  魚津市 日他
1人

富山県魚津市本新町１－８ 0765-22-1344 その他

5

パンの包装作業・製造補助 18歳以上 パート労働者

黒部製パン　有限会社  黒部市 土他
1人

富山県黒部市石田８５６ 0765-52-1318 毎　週

4

介護・雑務 不問 パート労働者

医療法人社団　宮本内科小児科医
院

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市新角川１丁目７－２
２

0765-22-0122 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　　７月　２６日　～　７月　３０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。

1人 建物サービス業
(1)9時45分～13時45分 850円～900円

雇用期間の定めなし 1人 労災
実費支給（上限あり）
月額　4,000円まで 140人

17080- 5551511
8人 他に分類されない非営利的団体

(1)8時20分～12時50分 850円～870円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時30分～17時00分 4人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
8人

16040- 3442611
8人 他に分類されない非営利的団体

850円～870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）
又は9時00分～15時00分 8人

16040- 3444111
65人 その他の食料品製造業

849円～900円
雇用期間の定めなし 30人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　12,000円まで 65人

年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040- 3449411
4人 土木工事業（舗装工事業を除く）

850円～1,000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- 3454811
1人 医薬品・化粧品小売業

900円～1,000円
雇用期間の定めなし 1人 労災

なし
又は10時00分～21時00分 1人

16040- 3455211

25

エステティシャン 不問 パート労働者

フェイシャルサロン　カヅミ　森
岡　美子

 魚津市 他
2人

富山県魚津市相木２０９－１ 0765-22-7131 毎　週

24

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

23

一般事務 不問 パート労働者

石川製麺　株式会社  魚津市 他
1人

富山県魚津市大海寺野６２１ 0765-24-5511 毎　週

22

事務 不問 パート労働者

特定非営利活動法人　黒部まちづ
くり協議会

 黒部市
月土日祝
他

1人
富山県黒部市新牧野２２０ 0765-56-9687 毎　週

21

事務補助 不問 パート労働者
交替制あ
り

特定非営利活動法人　黒部まちづ
くり協議会

 黒部市 月日他
1人

富山県黒部市新牧野２２０ 0765-56-9687 毎　週

20

清掃スタッフ（４時間／月１５日
勤務）

不問 パート労働者

武田商事　株式会社  魚津市 他
1人

石川県野々市市堀内３－４０ 076-248-6601 なし

　「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   　  ８月４日（水） 午前９時３０分～午後３時３０分

  　  ８月１８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       ８月１１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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