
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

46人 一般乗用旅客自動車運送業

(1)8時00分～16時30分 172,500円～172,500円
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時00分 12人 雇用・労災・健康・厚生

なし
46人

年3回（前年度実績） 16040- 3903811
24人 電気工事業

(1)8時00分～17時00分 240,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし） 給付
24人

年2回（前年度実績） 16040- 3911211
45人 他に分類されない卸売業

(1)8時00分～17時00分 151,450円～174,750円
雇用期間の定めなし 31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 200人
年2回（前年度実績） 16040- 3890211

14人 病院
(1)8時00分～16時30分 153,000円～183,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 14人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　11,300円まで 14人
年2回（前年度実績） 16040- 3894311

14人 病院
(1)8時00分～16時30分 130,500円～160,500円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 14人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　11,300円まで 14人
年2回（前年度実績） 16040- 3895611

14人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)7時00分～16時00分 168,096円～228,480円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)4時30分～13時30分 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
46人

年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 3896911
2人 労働者派遣業

(1)8時00分～17時00分 160,000円～200,000円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生・その他

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 12人
年2回（前年度実績）10,000円～600,000円 16040- 3897111

103人 病院
(1)7時00分～15時45分 230,000円～313,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時15分 98人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時45分～18時30分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 103人
年2回（前年度実績） 16040- 3898711

21人 公認会計士事務所，税理士事務所

(1)8時30分～17時00分 148,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～18時45分 17人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時30分～15時15分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　15,000円まで 21人
年2回（前年度実績）50,000円～600,000円 16040- 3899811

21人 公認会計士事務所，税理士事務所

(1)8時30分～17時00分 180,000円～290,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 17人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時30分～16時00分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　15,000円まで 21人
年2回（前年度実績）300,000円～1,000,000円 16040- 3901111

53人 印刷業
(1)8時00分～17時00分 150,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 34人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 53人

16040- 3883511
70人 病院

(1)8時30分～17時00分 357,180円～389,230円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～17時30分 62人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
90人

年2回（前年度実績） 16040- 3884411
16人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 185,800円～240,000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）
44人

年2回（前年度実績） 16040- 3886311
5人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 200,000円～350,000円
雇用期間の定めなし 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 5人
年2回（前年度実績） 16040- 3888911

42人 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く）

(1)8時30分～17時30分 176,400円～193,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～18時00分 7人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 4,800人

16040- 3889111
46人 一般貨物自動車運送業

(1)8時00分～17時00分 215,400円～225,400円
雇用期間の定めなし (2)20時00分～5時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　18,000円まで 46人
年2回（前年度実績）230,000円～460,000円 16040- 3891511

2

電気工事士・通信工事士 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　米澤電気商会

1

一般事務・タクシー配車受付 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　金閣自動車商会  魚津市 他
1人

富山県魚津市本町２－１４－２８ 0765-22-1030 その他

2人
富山県黒部市沓掛６３５

 下新川郡入
善町

日他
3人

富山県下新川郡入善町入膳３３６
８－１

0765-72-0072 その他

【先週１週間　　８月　２３日～　８月　２７日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

5

介護職 64歳以下 正社員
交替制あ
り

嶋田医院

0765-54-1162 その他

4

作業療法士・理学療法士 64歳以下 正社員
交替制あ
り

嶋田医院  下新川郡入
善町

土日祝他

3

生産業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　卵のタカムラ  黒部市 日他

2人
富山県黒部市生地中区３６５

 下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町高畠２６９ 0765-76-0121 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町高畠２６９ 0765-76-0121 毎　週

8

看護師 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団平成会　桜井病院

0765-57-0101 毎　週

7

荷物の梱包 不問 正社員

株式会社　トータル物流イースト  黒部市 日他

6

鮮魚販売スタッフ 18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

くろべ漁業協同組合  黒部市 水他

1人
富山県魚津市吉島１２１番地の２

 黒部市 他
2人

富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 その他

2人
富山県黒部市植木３５２－３ 0765-52-5372 その他

11

印刷・製本（製造オペレーター） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　すがの印刷

0765-24-8490 その他

10

会計事務（税務補助）【経験者】 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ビッグトウモロウ  魚津市 日祝他

9

会計事務（税務補助） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ビッグトウモロウ  魚津市 日祝他

1人
富山県下新川郡入善町入膳３３４
５－２

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市若栗２６３０ 0765-54-0112 その他

1人
富山県魚津市吉島１２１番地の２ 0765-24-8490 その他

14

普通作業員 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

テラノ工業　株式会社

0765-72-5555 その他

13

看護職 64歳以下 正社員

株式会社　ささや木  下新川郡入
善町

他

12

薬剤師 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　仁敬会　坂本記念
病院

 下新川郡入
善町

日祝他

2人
富山県黒部市沓掛５６０

 下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町小摺戸１６
０３

0765-78-0632 その他

1人
富山県下新川郡入善町青島４０１
番地１

0765-32-3786 その他

0765-52-0400 その他

16

運転手（地場大型車） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

日通黒部運輸　株式会社  黒部市 日祝他

15

軽作業・仕分け・ピッキング 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

日本梱包運輸倉庫　株式会社　富
山営業所

 黒部市 土日祝他

2人
富山県黒部市北野４４ 0765-52-1235 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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その際はあしからずご了承ください。

2人 ソフトウェア業
(1)9時00分～17時30分 217,000円～310,000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 31人

16010-15577111
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 167,820円～237,720円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～20時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 250人
年3回（前年度実績） 16020- 9403711

16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 189,820円～257,720円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～20時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 250人
年3回（前年度実績） 16020- 9404811

16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 256,920円～341,770円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～20時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 250人
年3回（前年度実績） 16020- 9405211

16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 167,820円～237,720円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～20時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 250人
年3回（前年度実績） 16020- 9406511

15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 189,820円～257,720円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～19時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 250人
年3回（前年度実績） 16020- 9411711

15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 167,820円～237,720円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～19時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 250人
年3回（前年度実績） 16020- 9412811

15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 256,920円～341,770円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～19時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 250人
年3回（前年度実績） 16020- 9413211

15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 167,820円～237,720円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～19時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 250人
年3回（前年度実績） 16020- 9414511

0人 障害者福祉事業
(1)8時30分～17時30分 170,000円～170,000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　21,000円まで 185人
年2回（前年度実績） 17010-18012111

6人 化学製品卸売業
(1)8時45分～17時30分 168,000円～283,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　30,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16010-15441411

5人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時30分～17時30分 300,000円～500,000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）
又は8時00分～20時00分 5人

年1回（前年度実績） 16040- 3869311
144人 紙製容器製造業

(1)8時20分～17時20分 173,000円～253,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時20分～16時20分 41人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)11時20分～20時20分 実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 485人

16040- 3870111
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 182,047円～194,602円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時20分～1時00分 350人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時20分～9時00分 実費支給（上限あり）
月額　18,000円まで 12,900人

16040- 3872811
17人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 200,000円～220,000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　12,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16040- 3874511

8人 歯科診療所
(1)8時30分～18時00分 170,000円～200,000円

雇用期間の定めなし 8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 8人
年2回（前年度実績） 16040- 3880711

17

ＰＨＰ言語プログラマ 59歳以下 正社員

株式会社　ソフトキャリア

1人
富山県射水市戸破１６３７

魚津市他 土日祝他
1人

富山県富山市新桜町６番１５号 
ＴｏｙａｍａＳａｋｕｒａビル 

076-441-4000 毎　週

20

自動車検査員【魚津店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

0766-57-8181 その他

19

整備士【魚津店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他

18

レジ及び店内販売【魚津店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他

1人
富山県射水市戸破１６３７

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

1人
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

23

レジ及び店内販売【入善店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

0766-57-8181 その他

22

整備士【入善店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他

21

ピットサービス【魚津店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他

1人
富山県射水市戸破１６３７

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

1人
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

26

施設支援スタッフ（富山） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社うちくるアシスト

0766-57-8181 その他

25

ピットサービス【入善店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他

24

自動車検査員【入善店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他

2人
富山県富山市呉羽町７２７１－１

 魚津市 土日他
1人

石川県金沢市福久１丁目１０６番 
うちくる金沢福久内

076-461-7765 毎　週

1人
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

29

製造オペレーター（技術技能職／
滑川工場）

不問 正社員以外
変形（1
年単位）

株式会社　アイザック

076-436-5154 その他

28

機械設備の設計者 不問 正社員

モバック株式会社  下新川郡朝
日町

日他

27

営業職（富山・魚津・高岡・砺波
営業所）

40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

東洋ゴム北陸販売　株式会社 魚津市他 日祝他

3人
富山県黒部市吉田２００

 黒部市 日祝他
2人

富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-24-6000 その他

2人
富山県下新川郡朝日町南保２８７
１

0765-32-5978 毎　週

32

歯科衛生士 不問 正社員

野田歯科医院

0765-54-8571 その他

31

介護職員 不問 正社員

有限会社　隠居くらぶ  黒部市 日他

30

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  黒部市 日他

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳３６９
９－１

0765-72-0262 毎　週

2人
富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 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　２３日～　８月　２７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。

25人 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業

(1)8時00分～16時45分 180,000円～270,000円
雇用期間の定めなし 13人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 25人
年2回（前年度実績） 16040- 3865211

3人 歯科診療所
(1)8時15分～17時45分 165,680円～267,600円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時30分 3人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時30分～18時00分 実費支給（上限あり）

月額　20,000円まで 3人
年2回（前年度実績） 16040- 3866511

4人 遊戯場
(1)16時00分～0時00分 150,000円～150,000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 4人

16040- 3868011
1人 建物サービス業

(1)7時30分～16時15分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 労災

なし
204人

16010-15584911
11人 建物サービス業

(1)12時15分～16時15分 850円～900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

16010-15625711
3人 建物サービス業

(1)7時15分～11時30分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　4,000円まで 140人

17080- 6351511
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)17時00分～20時00分 1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)18時00分～20時00分 7人 労災

なし
250人

16020- 9407411
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)10時00分～15時00分 990円～1,010円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 7人 労災

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 250人

16020- 9408011
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

930円～950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・財形

実費支給（上限あり）
又は10時00分～20時00分 月額　50,000円まで 250人

16020- 9409311
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

930円～950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・財形

実費支給（上限あり）
又は10時00分～20時00分 月額　50,000円まで 250人

16020- 9410111
15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)17時00分～19時00分 1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)18時00分～19時00分 6人 労災

なし
250人

16020- 9415411
15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

930円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
又は10時00分～19時00分 月額　50,000円まで 250人

16020- 9416011
15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

930円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
又は10時00分～19時00分 月額　50,000円まで 250人

16020- 9417311
4人 その他の洗濯・理容・美容・浴場業

(1)9時30分～16時00分 900円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～18時30分 4人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時30分～18時30分 月額　5,000円まで 4人

16040- 3892411
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） 17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- 3900911
8人 建物サービス業

(1)8時00分～15時00分 900円～900円
雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
日額　400円まで 150人
年2回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040- 3902711

1人
富山県黒部市若栗２１６３

35

店舗管理 18歳以上 正社員

株式会社　北陸ロータリー　サー
ビスエリアｉｎ入善

0765-52-0046 その他

34

歯科衛生士 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

のと歯科  黒部市 日祝

33

製造管理 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

吉沢工業　株式会社  黒部市 日他

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町上野７２５
３－２

0765-72-1810 毎　週

2人
富山県黒部市生地中区１７６マル
ゼン中央１Ｆ

0765-32-4696 毎　週

1

清掃員（ＹＫＫ丸屋根展示館） 不問 パート労働者

株式会社　石橋  黒部市
月火水金
土日他

1人
富山県富山市草島１５－１４ 076-435-1145 毎　週

2

受付案内他事務作業（富山労災病
院）

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 土日祝他
1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

3

清掃スタッフ 不問 パート労働者

武田商事　株式会社  魚津市 土日祝
2人

石川県野々市市堀内３－４０ 076-248-6601 毎　週

4

レジ業務【魚津店】 不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 土日祝
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

5

自動車検査員業務【魚津店】 不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

6

店内販売及びレジ業務【オート
バックス魚津店】

不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

7

ピットサービス【オートバックス
魚津店】

不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

8

レジ業務【入善店】 不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

土日祝
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

9

店内販売及びレジ業務【オート
バックス入善店】

不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

10

ピットサービス【オートバックス
入善店】

不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

11

美容スタッフ（幹部候補） 不問 パート労働者

株式会社　ピュア  黒部市 日他
1人

富山県黒部市堀高４０－８ 
エステティックジュビラン　黒部

0765-52-4786 その他

12

会計事務（税務補助） 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ビッグトウモロウ  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

13

日常清掃作業【アイシン新和
（株）】

64歳以下 パート労働者

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入
善町

土日祝
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 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　２３日～　８月　２７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。

10人 旅館，ホテル
(1)5時00分～10時00分 900円～900円

雇用期間の定めなし (2)5時00分～8時00分 4人 労災
(3)7時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 10人
16040- 3885011

17人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～15時00分 1,500円～1,500円

雇用期間の定めなし 15人 労災
実費支給（上限あり）
月額　12,000円まで 33人

16040- 3873211
8人 耕種農業

(1)8時30分～17時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時30分～12時00分 4人 労災

なし
又は8時30分～17時00分 8人

16040- 3875411
20人 老人福祉・介護事業

(1)5時00分～10時30分 860円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時00分～19時30分 16人 労災

(3)15時00分～20時00分 実費支給（上限なし）
又は5時00分～20時00分 44人

16040- 3876011
8人 歯科診療所

(1)8時30分～12時00分 1,100円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)14時00分～17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）10,000円～20,000円 16040- 3881811
8人 歯科診療所

1,350円～1,350円
雇用期間の定めなし 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）10,000円～20,000円 16040- 3882211
2人 その他の飲食料品小売業

1,160円～1,160円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は5時00分～17時00分 月額　10,000円まで 33人

16070- 2474411
2人 その他の飲食料品小売業

1,160円～1,160円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は5時00分～17時00分 月額　10,000円まで 33人

16070- 2475011
3人 建物サービス業

(1)10時30分～14時00分 849円～860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）
月額　15,000円まで 24,061人

16010-15486311
25人 その他の飲食料品小売業

(1)8時30分～15時30分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 24人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 14,225人

16010-15429611
3人 その他の飲食店

(1)16時00分～19時00分 900円～900円
雇用期間の定めなし (2)17時00分～20時00分 2人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 110人

16010-15379411

14

調理・接客 不問 パート労働者
交替制あ
り

入善町まちづくり開発株式会社  下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町入膳５２３
０－１２

0765-72-5500 毎　週

15

看護職員 不問 パート労働者

有限会社　隠居くらぶ  黒部市 日他
1人

富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 毎　週

16

農作業全般 不問 パート労働者

有限会社　グリーンビジネス橋本  黒部市 日他
2人

富山県黒部市若栗３３２４ 0765-32-5435 毎　週

17

厨房・配膳係 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ささや木  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町青島４０１
番地１

0765-32-3786 毎　週

18

歯科助手 不問 パート労働者

野田歯科医院  下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳３６９
９－１

0765-72-0262 毎　週

19

歯科衛生士 不問 パート労働者

野田歯科医院  下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳３６９
９－１

0765-72-0262 毎　週

20

配達業務（魚津支店） 不問 パート労働者

株式会社　サンフーズ  魚津市 水土日他
1人

富山県滑川市上小泉２１８３番地 076-475-0341 毎　週

21

配達業務（黒部支店） 不問 パート労働者

株式会社　サンフーズ  黒部市 水土日他
1人

富山県滑川市上小泉２１８３番地 076-475-0341 毎　週

22

電話交換業務（富山労災病院） 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 土日祝
1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

23

調理補助（黒部市学校給食セン
ター）

不問 パート労働者

株式会社　東洋食品　北陸事業部  黒部市 土日祝
1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

24

調理補助 不問 パート労働者

株式会社　ユニード  魚津市 土日祝
1人

富山県富山市八尾町舘本郷１２９
８

076-454-4513 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   　  ９月１日（水） 午前９時３０分～午後３時３０分

  　  ９月１５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       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。

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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