
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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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）
167人

年2回（前年度実績） 16040- 3863711
3人 他に分類されない卸売業

(1)9時30分～18時30分 280,000円～330,000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） 厚生
又は9時00分～20時00分 月額　30,000円まで 176人

年2回（前年度実績） 23130- 4928211
50人 一般土木建築工事業

(1)8時30分～17時30分 350,000円～550,000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　30,000円まで 325人
年2回（前年度実績）0円～500,000円 15010-25663511

6人 職業紹介業
(1)8時00分～16時45分 205,019円～205,019円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
日額　700円まで 130人

16010-15263811
6人 職業紹介業

(1)8時00分～16時45分 205,019円～205,019円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)6時30分～15時10分 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)13時00分～21時40分 実費支給（上限あり）
日額　700円まで 130人

16010-15264211
721人 病院

(1)8時30分～17時00分 165,648円～165,648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- 3859411

24人 老人福祉・介護事業
(1)9時00分～18時00分 160,000円～165,000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）
月額　10,000円まで 24人
年2回（前年度実績） 16040- 3860611

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00分～17時00分 144,000円～150,000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）
日額　250円まで 258人
年2回（前年度実績） 16040- 3862111

0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- 4596111

8人 自動車・同附属品製造業
(1)9時00分～17時30分 240,000円～300,000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） 拠出
6,452人

年2回（前年度実績） 11030-20329011
9人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時30分～17時00分 155,000円～185,000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　7,000円まで 9人
年2回（前年度実績） 16040- 3853911

25人 児童福祉事業
(1)8時30分～17時00分 160,000円～160,000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）
月額　13,400円まで 96人

16040- 3854111
9人 一般貨物自動車運送業

(1)8時15分～17時00分 218,500円～312,500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 9人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 3855711

4人 家事サービス業
(1)8時30分～17時30分 156,060円～164,220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　13,500円まで 50人
年2回（前年度実績） 16040- 3856811

9人 老人福祉・介護事業
(1)8時15分～17時15分 160,000円～165,000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　7,000円まで 33人
年2回（前年度実績）200,000円～400,000円 16070- 2431411

17人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時00分～14時00分 200,000円～240,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)11時00分～20時00分 実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 18,389人
年2回（前年度実績） 17010-17633211

1

製造部門関連事務 59歳以下 正社員

株式会社ウーケ

2人
愛知県江南市古知野町朝日１４３ 
駅前第一ビル１０６

 下新川郡入
善町

土日他
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

【先週１週間　　８月　　１６日～　　８月　２０日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

ファスナーの製造【日勤】 不問 有期雇用派遣労働者

朝日印刷グループ 
朝日人材サービス　株式会社

0587-53-6606 その他

3

土木技術者（現場経験者・黒部
市）

64歳以下 正社員

株式会社　エムエーシー　新潟事
務所

 黒部市 土日祝他

2

総合職　買取専門ショップの査定
スタッフ（黒部店）

45歳以下 正社員
変形（1
年単位）

モノ・ループ株式会社  黒部市 他

1人
富山県富山市大手町３番９号 
アジェスビル１Ｆ

 黒部市 土日他
1人

富山県富山市大手町３番９号 
アジェスビル１Ｆ

0120-932-415 毎　週

3人
新潟県新潟市中央区東大通２－２
－９－７０８

025-244-7311 毎　週

7

富山型デイサービスの介護職 不問 正社員

宗教法人　専正寺デイサービスま
ごころ

0120-932-415 毎　週

6

医師事務作業補助員 不問 正社員以外

黒部市民病院  黒部市 土日祝他

5

ファスナーの製造 不問 有期雇用派遣労働者

朝日印刷グループ 
朝日人材サービス　株式会社

 黒部市 土日他

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市本江新町９－８ 0765-23-5980 毎　週

1人
富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週

10

トラック（新車、中古車）の販売
［魚津市／富山営業所］

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ＵＤトラックス　株式会社

0765-52-1330 毎　週

9

介護職（デイサービスＣＨＡＣＨ
ＡＣＨＡ黒部）

59歳以下 正社員

長寿メディカル　株式会社  黒部市 土日他

8

建材部品の袋詰め 59歳以下 正社員

中野工業　株式会社  黒部市 土日他

1人
富山県下新川郡入善町入膳５２３
３

 魚津市 日祝他
1人

埼玉県上尾市大字壱丁目１番地 048-781-2310 その他

2人
石川県小松市上小松町丙４１－１ 0761-22-2115 毎　週

13

長距離運転手（４トン） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

冨士運送　有限会社

0765-72-0361 その他

12

乳幼児の保育 不問 正社員以外

社会福祉法人　魚津保育会　魚津
こども園

 魚津市 日祝他

11

一般事務 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　吉田工務店  下新川郡入
善町

日祝他

1人
富山県魚津市住吉１８６０－１

 魚津市 他
1人

富山県魚津市吉野６８４－２ 0765-22-5843 その他

1人
富山県魚津市本町１丁目４－９ 0765-22-0469 その他

16

栄養士（富山労災病院）富山県魚
津市

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

富士産業　株式会社

0765-23-6333 毎　週

15

介護職（お達者くらぶ小摺戸） 不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

有限会社　お達者くらぶ  下新川郡入
善町

日他

14

洗濯業務 59歳以下 正社員

株式会社ハートケアサービス  魚津市 火日他

 魚津市 他
1人

石川県金沢市本町２－１１－７
金沢フコク生命駅前ビル１０Ｆ

076-262-5900 その他

1人
富山県滑川市中川原３５０－１番
地

076-475-6876 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 燃料小売業
(1)8時00分～17時00分 206,120円～212,453円

雇用期間の定めなし (2)14時00分～23時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)23時00分～8時00分 実費支給（上限なし） 拠出
2,936人

年2回（前年度実績）100,000円～636,800円 17080- 6212711
0人 労働者派遣業

(1)8時00分～16時50分 191,678円～215,638円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (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　15,000円まで 31人

28030- 9563411
83人 病院

(1)8時30分～17時00分 400,000円～400,000円
雇用期間の定めなし (2)16時30分～1時00分 75人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時30分～9時00分 実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 83人

16040- 3830811
20人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 280,000円～451,000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　10,000円まで 20人
年2回（前年度実績）100,000円～120,000円 16040- 3834011

68人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 157,600円～300,000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　20,000円まで 68人
年2回（前年度実績） 16040- 3835311

20人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 245,000円～350,000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　10,000円まで 20人
年2回（前年度実績）100,000円～190,000円 16040- 3837911

68人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 157,600円～250,000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　20,000円まで 68人
年2回（前年度実績） 16040- 3838111

20人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)7時30分～16時30分 175,265円～230,600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　10,000円まで 20人
年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16040- 3842011

7人 板金・金物工事業
(1)8時00分～17時00分 230,000円～524,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
一定額
月額　15,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040- 3843311

20人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)7時30分～16時30分 181,115円～251,640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　10,000円まで 20人
年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16040- 3845911

7人 板金・金物工事業
(1)8時00分～17時00分 230,000円～524,000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　15,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040- 3846111

5人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 253,000円～299,000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　8,000円まで 5人
年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16040- 3850011

5人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 260,000円～350,000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　8,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040- 3851311

3人 その他の技術サービス業
(1)9時00分～18時00分 186,000円～360,000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）

20人
年2回（前年度実績） 15010-25275811

56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 175,000円～230,000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 75人
年2回（前年度実績） 16040- 3825511

3,726人
装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業（貴金属・宝石製を除く

(1)8時00分～16時45分 200,638円～267,576円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 1,147人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
5,898人

16040- 3826411

3人
石川県白山市小上町２７３番地

19

正看護師（病棟勤務） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　　健心会　坂東病
院

076-275-7778 その他

18

製造スタッフ（富山県新川郡） 18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

グローバルソリューション株式会
社

 下新川郡入
善町

土日祝

17

販売スタッフ（カーライフサポー
ター）

18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　西日本宇佐美　北陸支
店

 下新川郡入
善町

他

1人
富山県黒部市沓掛３１３３

 下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町道下９００ 0765-83-2299 その他

10人
兵庫県尼崎市水堂町３丁目１７番
２７号　デイグラン武庫之荘１０

06-6439-7978 毎　週

22

運行管理者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　籠瀬運輸

0765-54-0246 その他

21

組立工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

アイティオ　株式会社  魚津市 日他

20

土木施工管理技士 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　籠瀬運輸  黒部市 日祝他

1人
富山県魚津市吉野６７５

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市沓掛３１３３ 0765-54-0246 その他

1人
富山県魚津市吉野６７５ 0765-24-7222 その他

25

営業 不問 正社員
変形（1
年単位）

奥村板金　株式会社

0765-24-7222 その他

24

大型ダンプ運転手 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　籠瀬運輸  黒部市 日祝他

23

手仕上げ作業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

アイティオ　株式会社  魚津市 日他

1人
富山県黒部市沓掛３１３３

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町木根７３－
１

0765-72-1218 その他

1人
富山県黒部市沓掛３１３３ 0765-54-0246 その他

28

土木作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

蛭谷建設工業　株式会社

0765-54-0246 その他

27

建築板金工 不問 正社員
変形（1
年単位）

奥村板金　株式会社  下新川郡入
善町

日他

26

重機オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　籠瀬運輸  黒部市 日祝他

1人
富山県下新川郡朝日町蛭谷４３６

 下新川郡朝
日町

日他
2人

富山県下新川郡朝日町蛭谷４３６ 0765-84-8828 その他

3人
富山県下新川郡入善町木根７３－
１

0765-72-1218 その他

31

組立作業（魚津工場） 40歳以下 正社員

栄産業株式会社　魚津工場

0765-84-8828 その他

30

システムエンジニア　業務系
（富山県内）

59歳以下 正社員

株式会社　大藤エンジニアリング 魚津市他 土日祝他

29

現場施工管理技士 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

蛭谷建設工業　株式会社  下新川郡朝
日町

日他

10人
富山県黒部市吉田２００

 魚津市 土日他
4人

富山県魚津市住吉字野毛４０９９
－６

0765-24-1661 毎　週

2人
新潟県新潟市中央区米山４丁目１
－３１　紫竹総合ビル１階

025-240-7788 毎　週

0765-54-8066 その他

32

ファスナー製造 不問 正社員以外

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所  黒部市 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

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　　１６日～　　８月　２０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。

5人 内水面養殖業
(1)8時30分～17時15分 248,000円～268,000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　45,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040- 3827011

1人 移動電気通信業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～230,000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　10,000円まで

16040- 3828311
40人 その他の食料品製造業

(1)8時00分～17時00分 178,000円～217,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 19人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 40人
年2回（前年度実績） 16040- 3831211

40人 その他の食料品製造業
(1)3時00分～12時00分 220,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)5時00分～14時00分 19人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 40人
年2回（前年度実績） 16040- 3833411

6人 自動車整備業
(1)8時30分～17時30分 230,000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　15,000円まで 24人
年2回（前年度実績）200,000円～600,000円 16070- 2408411

95人 老人福祉・介護事業
(1)10時00分～12時00分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 79人 労災
実費支給（上限あり）

又は14時00分～16時00分 月額　55,000円まで 193人
16040- 3864811

13人 自動車・同附属品製造業
(1)9時00分～15時00分 850円～850円

雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　2,000円まで 13人

16040- 3858511
24人 老人福祉・介護事業

(1)9時00分～18時00分 900円～1,000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）
月額　10,000円まで 24人
年2回（前年度実績）10,000円～40,000円 16040- 3861911

4人 老人福祉・介護事業
1,400円～1,500円

雇用期間の定めなし 3人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時30分～13時30分 日額　200円まで 130人
17020- 4595911

0人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～16時30分 960円～1,110円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
日額　200円まで 130人

17020- 4598811
20人 医薬品・化粧品小売業

(1)13時00分～17時00分 850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～21時00分 19人 労災

なし
7,476人

21030- 9749311
13人 分類不能の産業

(1)15時30分～19時30分 950円～950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　12,000円まで 15人
年2回（前年度実績）5,000円～30,000円 16010-15239811

0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)10時00分～15時00分 900円～900円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災

なし
1人

16040- 3857211
0人 専門料理店

(1)16時00分～19時00分 1,100円～1,100円
雇用期間の定めなし 0人 その他

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 0人

16040- 3832511
16人 その他の飲食料品小売業

(1)14時00分～16時30分 900円～1,050円
雇用期間の定めなし 16人 労災

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- 3839711

16人 老人福祉・介護事業
880円～1,630円

雇用期間の定めなし 15人 労災
実費支給（上限あり）

又は6時00分～22時00分 月額　12,500円まで 26人
年1回（前年度実績） 16040- 3841411

11

介護職（訪問） 不問 パート労働者

特定非営利活動法人　パートナー  下新川郡入
善町

他
3人

富山県下新川郡入善町上野１６７
２

0765-74-2072 その他

10

調理補助 不問 パート労働者

有限会社　日星  魚津市 木日
1人

富山県魚津市江口８８－１ 0765-22-8681 毎　週

9

簡単な調理、販売、洗い物、掃除 不問 パート労働者

びっくりや  下新川郡入
善町

月火水木
金

2人
富山県下新川郡入善町椚山１３３
６ 

070-8423-
5685

毎　週

8

事務及び販売、配達 不問 パート労働者

有限会社　タカラ福祉企画  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市中央通り２丁目２番
２５号

0765-23-9333 毎　週

7

厨房スタッフ（こぶしの庭） 不問 パート労働者

株式会社　フラグシップ  下新川郡入
善町

他
2人

富山県富山市婦中町下轡田１０１
９

076-461-7799 その他

6

ドラッグストアスタッフ（Ｖド
ラッグ　魚津エリア）

不問 パート労働者
交替制あ
り

中部薬品　株式会社（Ｖ・ｄｒｕ
ｇ）

 魚津市 他
4人

岐阜県多治見市高根町４－２９ 0572-27-3356 毎　週

5

介護職（デイサービスＣＨＡＣＨ
ＡＣＨＡ黒部）

59歳以下 パート労働者

長寿メディカル　株式会社  黒部市 土日他
2人

石川県小松市上小松町丙４１－１ 0761-22-2115 毎　週

4

看護師（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

3

富山型デイサービスの介護職 不問 パート労働者

宗教法人　専正寺デイサービスま
ごころ

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市本江新町９－８ 0765-23-5980 毎　週

2

自動車部品製造 不問 パート労働者

ビッグバン　株式会社  下新川郡入
善町

土日他
2人

富山県下新川郡入善町上野１６９
１－１１

0765-72-5133 毎　週

1

看護助手（入所者配薬セット） 不問 パート労働者

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

 黒部市
水木金土
日祝

1人
富山県黒部市若栗２１１１ 0765-54-0622 毎　週

34

電気・通信 18歳以上 正社員

Ｈｉ　ＤＥＮＫＯ

33

管理職（業務の統括及び職員の指
揮監督）

60歳～64歳 正社員

黒部川内水面漁業協同組合  下新川郡入
善町

土日祝他

2人
富山県魚津市本江２６４６－１

 下新川郡朝
日町

土日祝
2人

富山県下新川郡朝日町道下１３２
７

0765-82-2600 その他

1人
富山県入善町高畠３８０６－７ 0765-76-0704 毎　週

37

自動車整備士（コバック黒部店） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

森本自動車　有限会社

0765-24-3960 その他

36

弁当製造 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　アベニュー（フレッ
シュランチ３９魚津店）

 魚津市 日他

35

弁当配送 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　アベニュー（フレッ
シュランチ３９魚津店）

 魚津市 日他

 黒部市 日祝他
1人

富山県滑川市中野島２６０２ 076-475-1301 その他

2人
富山県魚津市本江２６４６－１ 0765-24-3960 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

【先週１週間　　８月　　１６日～　　８月　２０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。

21人 公認会計士事務所，税理士事務所

870円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 16人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時00分 月額　10,000円まで 21人

年2回（前年度実績）10,000円～ 16040- 3844611
3人 警備業

(1)19時00分～6時00分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時30分～8時30分 0人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 1,450人

16040- 3847711
59人 一般乗用旅客自動車運送業

(1)8時30分～15時30分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 12人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
日額　513円まで 59人

16040- 3852611
1人 移動電気通信業

(1)8時00分～17時00分 1,000円～1,250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（上限あり）
月額　7,000円まで

16040- 3829611
40人 その他の食料品製造業

(1)9時00分～15時30分 1,100円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 19人 雇用・労災

(3)8時30分～15時30分 実費支給（上限あり）
日額　200円まで 40人

16040- 3836611
6人 自動車整備業

1,100円～1,500円
雇用期間の定めなし 2人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～19時00分 月額　15,000円まで 24人

16070- 2405811

17

自動車整備のお手伝い（黒部店／
パートタイム）

不問 パート労働者

森本自動車　有限会社  黒部市 他
2人

富山県滑川市中野島２６０２ 076-475-1301 その他

16

ルート配送 64歳以下 パート労働者

有限会社　アベニュー（フレッ
シュランチ３９魚津店）

 魚津市 土日祝
3人

富山県魚津市本江２６４６－１ 0765-24-3960 毎　週

15

電気・通信 60歳以上 パート労働者

Ｈｉ　ＤＥＮＫＯ  下新川郡朝
日町

土日祝
1人

富山県下新川郡朝日町道下１３２
７

0765-82-2600 その他

14

給食配送（魚津市内小中学校及び
幼稚園）

69歳以下 パート労働者

魚津交通　株式会社  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640 毎　週

13

常駐警備員 18歳以上 パート労働者
交替制あ
り

北陸綜合警備保障　株式会社　魚
津営業所

黒部市他 他
2人

富山県魚津市上村木一丁目２０番
３０号

0765-24-2671 毎　週

12

会計事務（税務補助） 不問 パート労働者
交替制あ
り

堤谷茂雄税理士事務所  魚津市 土日祝
1人

富山県魚津市吉島１２１番地の２ 0765-24-8490 毎　週

　　　～ハローワーク魚津がお仕事探しを応援します～

★担当者制による個別相談や職業紹介など
★登録日から概ね３～６ヶ月

職業相談窓口ではこんな相談をしています。

◆どんな仕事を選択すればいいの？

◆求職活動の進めかたは？

◆履歴書や職務経歴書の書き方

◆面接のアドバイスや模擬面接（予約制）

◆職業訓練を受けたい

ハローワークと自治体で連携し、支援を行っていきます。

お気軽にご来所、またはお電話ください

（０７６５）－２４－０３６５

職業相談窓口

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
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