
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

53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30分～17時00分 170,000円～220,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時30分 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
104人

年2回（前年度実績）300,000円～1,500,000円 16040- 3818411
27人 児童福祉事業

166,600円～174,900円
雇用期間の定めなし 23人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は7時00分～19時00分 月額　13,400円まで 27人

年2回（前年度実績） 16040- 3819011
1人 無機化学工業製品製造業

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 72人
年2回（前年度実績） 13070-45095311

12人 金融商品取引業
(1)8時30分～17時30分 170,000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（上限なし） 拠出

16人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16010-15019611

5人 菓子・パン小売業
(1)9時00分～18時00分 160,000円～200,000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）

又は8時00分～21時00分 月額　20,000円まで 180人
年2回（前年度実績） 16010-15021211

11人 産業用機械器具賃貸業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 厚生
月額　5,000円まで 55人
年2回（前年度実績） 16010-15025311

5人 菓子・パン小売業
(1)9時00分～18時00分 240,000円～280,000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）

又は8時00分～21時00分 月額　20,000円まで 180人
年2回（前年度実績） 16010-15028111

66人 都道府県機関
(1)8時30分～17時15分 150,600円～182,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 11人 公災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 15,384人
年2回（前年度実績） 16010-14928611

11人 産業用機械器具賃貸業
(1)8時00分～17時00分 165,000円～190,000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） 厚生
月額　5,000円まで 55人
年2回（前年度実績） 16010-14872311

1,150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 200,000円～400,000円
雇用期間の定めなし 350人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　20,800円まで 12,900人
年2回（前年度実績） 16040- 3807811

59人 警備業
(1)8時00分～17時00分 181,440円～201,600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）

303人
16040- 3810311

30人 金属素形材製品製造業
(1)20時20分～5時00分 174,170円～214,255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（上限なし）
43人

年2回（前年度実績） 16040- 3816211
53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30分～17時00分 175,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時30分 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
104人

年2回（前年度実績）300,000円～1,500,000円 16040- 3817511
13人 有機化学工業製品製造業

(1)17時00分～2時05分 210,000円～210,000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 49人
年2回（前年度実績） 16040- 3802311

135人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 167,300円～227,500円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 105人 雇用・労災・健康・厚生
(3)11時00分～20時00分 実費支給（上限あり）

月額　50,000円まで 135人
年2回（前年度実績） 16040- 3805111

7人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 180,000円～280,000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- 3786511

 下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町春日４１２ 0765-72-2081 毎　週

2人
富山県下新川郡入善町上野２８０
３

0765-74-0800 毎　週

16

機械オペレーター 不問 正社員

有限会社　真岩精工

0765-52-3455 その他

15

介護職 65歳以下 正社員
交替制あ
り

社会福祉法人　おあしす新川  下新川郡入
善町

他

14

押出機オペレーター 18歳～44歳 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ホクペレ  黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市田家新６０８

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市川縁５－７ 0765-22-5522 その他

2人
富山県黒部市飯沢４４４ 0765-57-1188 毎　週

13

金属製曲げ物製作作業 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

広浜建材　株式会社

0765-22-8648 その他

12

切断・加工 64歳以下 正社員

有限会社　岡島建材  黒部市 土日他

11

警備員（交通誘導、駐車場スタッ
フ）

18歳～64歳 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　パトロード富山　新川
支社

 黒部市 他
3人

富山県魚津市吉島２丁目５－１７

 黒部市 日他
5人

富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8571 その他

1人
富山県富山市今泉３４８ 076-494-3322 その他

10

生産技術職（ライン設計等） 不問 正社員
変形
（1ヶ月

ＹＫＫ　ＡＰ株式会社

076-431-4111 毎　週

9

一般事務（魚津営業所） 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　高野工会  魚津市 日祝他

8

建築（産育休代替職員・新川土木
センター）

不問 正社員以外

富山県庁  魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市新総曲輪１－７

 魚津市　他 他
1人

富山県富山市上飯野１の１ 076-452-0188 毎　週

1人
富山県富山市今泉３４８ 076-494-3322 毎　週

7

菓子・パン販売店　店長候補 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　フルールリブラン

076-452-0188 毎　週

6

機械整備 60歳～65歳 正社員以外

株式会社　高野工会  魚津市 土日祝他

5

菓子・パン販売店員 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　フルールリブラン  魚津市　他 他

不問 正社員
変形（1
年単位）

社会福祉法人　本江児童福祉会
ほんごうこども園

 魚津市 日祝他

1人
富山県富山市上飯野１の１

 黒部市 土日祝他
1人

富山県富山市中央通り２丁目４番
９号

076-423-8331 毎　週

1人
東京都渋谷区広尾１－４－６ 03-3444-0233 その他

0765-22-5522 その他

【先週１週間　　８月　１０日　～　８月　１３日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

営業職 59歳以下 正社員

島大証券　株式会社

0765-24-4600 その他

3

＜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

高千穂化学工業株式会社  魚津市 日他

2

保育教諭

1

金属製曲げ物の部材取付及び梱包
作業

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

広浜建材　株式会社

1人
富山県魚津市本江１３９０－３

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市川縁５－７

℡ 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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0人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)7時45分～16時45分 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし
0人

年2回（前年度実績）100,000円～500,000円 16040- 3787411
26人 特定貨物自動車運送業

(1)13時00分～22時00分 183,000円～183,000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（上限なし）
1,382人

16040- 3789311
4人 美容業

(1)10時00分～18時00分 200,000円～230,000円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災

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）50,000円～300,000円 16040- 3790111

83人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 168,300円～179,025円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 19人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり）
月額　13,500円まで 288人
年2回（前年度実績） 16040- 3792811

13人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 210,000円～273,000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）

25人
16040- 3796011

13人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 210,000円～273,000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）

25人
年2回（前年度実績）180,000円～180,000円 16040- 3797311

13人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 253,000円～455,000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）

25人
年2回（前年度実績）450,000円～600,000円 16040- 3798611

677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～16時40分 202,500円～202,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時00分～0時40分 65人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時00分～8時40分 実費支給（上限あり）
月額　19,600円まで 12,900人

16040- 3800411
10人 医薬品・化粧品小売業

(1)10時00分～19時00分 155,000円～175,000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（上限あり）
月額　20,000円まで 98人
年2回（前年度実績） 17010-17195511

10人 医薬品・化粧品等卸売業
850円～900円

雇用期間の定めなし 8人 労災
なし

又は0時00分～23時59分 107人
16010-15083011

6人 建物サービス業
(1)9時30分～14時30分 880円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 24,061人

16010-14960311
2人 建物サービス業

(1)9時30分～15時15分 860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 雇用・労災

なし
204人

16010-14900011
27人 児童福祉事業

1,100円～1,150円
雇用期間の定めなし 23人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は7時00分～19時00分 月額　13,400円まで 27人

年2回（前年度実績）100,000円～100,000円 16040- 3820911
3人 建物サービス業

(1)7時00分～16時00分 900円～1,500円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 3人

16040- 3824211
59人 警備業

(1)8時00分～17時00分 1,080円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 労災

実費支給（上限なし）
303人

16040- 3812911
180人 病院

(1)9時00分～16時00分 1,450円～1,700円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～13時00分 135人 雇用・労災・健康・厚生

(3)12時00分～16時00分 実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　20,000円まで 180人

16040- 3815811

076-256-5278 その他

25

登録販売者［入善町：はまにし薬
局］

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　瑠璃光（瑠璃光薬局）  下新川郡入
善町

他
1人

石川県金沢市小立野１丁目２－７

 黒部市 日他
5人

富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8571 その他

2人
富山県黒部市宇奈月町音沢３４６
番地の１

0765-65-1082 その他

1人
富山県黒部市植木８１０－１　コ
ラーレ横

24

建材商品の製造及び関連業務 不問 正社員以外
交替制あ
り

ＹＫＫ　ＡＰ株式会社

0765-65-1082 その他

23

土木施工管理 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ＮＯＭＵＫＥＮ  黒部市 日他

22

土木作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ＮＯＭＵＫＥＮ

2人
富山県黒部市宇奈月町音沢３４６
番地の１

 黒部市 日他
4人

富山県黒部市宇奈月町音沢３４６
番地の１

0765-65-1082 その他

1人
富山県魚津市大光寺４５０ 0765-24-8822 毎　週

 黒部市 日他

21

鉄骨組立・解体作業員（とび・鍛
治）

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ＮＯＭＵＫＥＮ

0765-54-4620 毎　週

20

介護職員 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

社会福祉法人　新川老人福祉会  魚津市 他

19

美容師（アシスタント） 不問 正社員

ラ・ルージュ  黒部市 月他

不問 正社員以外
変形（1
年単位）

大和物流株式会社　富山東営業所

0765-52-0729 その他

17

作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

朝倉建設　株式会社  黒部市 日他
1人

富山県黒部市新牧野３２７

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市若栗１９０－１ 0765-56-5350 その他

18

構内作業員

1

販売スタッフ（ファミリーマート
黒部前沢店）

不問 パート労働者

株式会社　城南屋  黒部市 他
3人

富山県富山市今泉１７０番地３ 076-422-3972 その他

2

客室清掃（ホテルグランミラー
ジュ）

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 その他

3

清掃員（魚津駅） 不問 パート労働者

株式会社　石橋  魚津市 他
1人

富山県富山市草島１５－１４ 076-435-1145 毎　週

4

保育士・保育教諭 不問 パート労働者

社会福祉法人　本江児童福祉会
ほんごうこども園

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市本江１３９０－３ 0765-24-4600 その他

5

清掃員 不問 パート労働者

株式会社エムズサービス  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉島３８２０－４５ 0765-55-5132 毎　週

6

警備員（交通誘導員） 18歳以上 パート労働者

株式会社　パトロード富山　新川
支社

 魚津市 他
5人

富山県魚津市吉島２丁目５－１７ 0765-22-8648 毎　週

7

看護師・准看護師（病棟業務） 69歳以下 パート労働者
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

富山県黒部市荻生８２１ 0765-54-5400 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　　８月　１０日　～　８月　１３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。

27人 児童福祉事業
1,000円～1,000円

雇用期間の定めなし 23人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～14時00分 月額　13,400円まで 27人
16040- 3799911

27人 児童福祉事業
1,100円～1,200円

雇用期間の定めなし 23人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～14時00分 月額　13,400円まで 27人
16040- 3801011

3人 社会保険労務士事務所
(1)10時00分～17時00分 950円～1,000円

雇用期間の定めなし 3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　5,000円まで 3人
16040- 3804911

13人 管理，補助的経済活動を行う事業所（０１農業）

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 8人 労災

一定額
又は8時00分～15時00分 日額　150円まで 13人

16040- 3783711
155人 病院

(1)9時00分～12時00分 1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時00分～17時00分 140人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,300円まで 160人

16040- 3784811
155人 病院

(1)9時00分～12時00分 1,300円～1,300円
雇用期間の定めなし (2)14時00分～17時00分 140人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,300円まで 160人

16040- 3785211
4人 美容業

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし 4人 労災

なし
又は10時00分～18時00分 4人

16040- 3791711
1人 建物サービス業

870円～880円
雇用期間の定めなし 1人 労災

実費支給（上限あり）
又は7時30分～11時30分 月額　15,000円まで 223人

16040- 3793211
10人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)18時00分～22時00分 1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～15時00分 8人 労災

実費支給（上限なし）
750人

20130- 2465211
3人 学習塾

(1)10時00分～19時00分 956円～957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（上限あり） 拠出
月額　30,000円まで 2,334人

23020-41883611

8

調理員 不問 パート労働者

社会福祉法人　本江児童福祉会
ほんごうこども園

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市本江１３９０－３ 0765-24-4600 その他

9

用務員 不問 パート労働者

社会福祉法人　本江児童福祉会
ほんごうこども園

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市本江１３９０－３ 0765-24-4600 その他

10

所長業務補助者（事務職） 59歳以下 パート労働者

森井社会保険労務士事務所  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉島１６２番地 0765-22-6927 毎　週

11

小松菜・ねぎの選別等軽作業員 不問 パート労働者

農事組合法人浦山１２区  黒部市 日他
2人

富山県黒部市宇奈月町栃屋１１７
６番地

0765-65-2422 その他

12

介護補助（新川病院または新川老
人保健施設）

60歳以上 パート労働者
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 日他
2人

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 毎　週

13

介護補助（新川病院または新川老
人保健施設）

59歳以下 パート労働者
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 日他
2人

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 毎　週

14

美容師（アシスタント） 不問 パート労働者

ラ・ルージュ  黒部市 月他
3人

富山県黒部市植木８１０－１　コ
ラーレ横

0765-54-4620 毎　週

15

日常清掃 不問 パート労働者

株式会社　谷口美装  黒部市 月他
1人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週

16

接客・調理（富山：バーンズ黒部
店）

不問 パート労働者

株式会社あっぷるアイビー  黒部市 他
2人

長野県須坂市大字高梨２９３－１ 026-242-3030 その他

17

子ども英会話講師（アピタ魚津教
室）／魚津市

不問 パート労働者

セイハネットワーク　株式会社
中部統括本部

 魚津市 他
1人

愛知県名古屋市中区栄２丁目３－
６　ＮＢＦ名古屋広小路ビル４Ｆ

052-209-6721 毎　週

ID: @cwr7681m

県東部ハローワークのイベント情報を

ＬＩＮＥでまとめてお届けします !

ハローワーク魚津

　「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］

 ◆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       ９月８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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