
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

8人 障害者福祉事業
(1)10時00分～18時00分 230,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 6人 雇用・労災・健康・厚生
(3)13時00分～18時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 8人
16040- 4364911

18人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 140,983円～140,983円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康
実費支給（上限あり）
日額　400円まで 150人
年2回（前年度実績）5,000円～50,000円 16040- 4368211

14人 旅館，ホテル
(1)7時00分～10時00分 180,000円～200,000円

雇用期間の定めなし (2)15時00分～20時00分 10人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は7時00分～21時00分 月額　15,000円まで 14人
16040- 4369511

14人 旅館，ホテル
170,000円～220,000円

雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は8時00分～20時00分 月額　15,000円まで 14人
年2回（前年度実績） 16040- 4370311

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- 4373111
19人 冠婚葬祭業

(1)8時00分～17時00分 221,000円～275,000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　10,000円まで 19人
年2回（前年度実績）50,000円～300,000円 16040- 4374711

150人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 183,000円～280,000円

雇用期間の定めなし 95人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 150人
年2回（前年度実績）200,000円～1,500,000円 16040- 4376211

6人 自動車整備業
(1)9時00分～18時00分 215,000円～235,000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）360,000円～420,000円 16040- 4377511

8人 一般貨物自動車運送業
(1)8時30分～18時00分 144,500円～185,000円

雇用期間の定めなし (2)20時30分～6時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 厚生
月額　30,000円まで 310人
年2回（前年度実績）400,000円～700,000円 16040- 4347611

12人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 230,000円～320,000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 12人
年3回（前年度実績）200,000円～800,000円 16040- 4348911

63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 184,920円～184,920円
雇用期間の定めなし 29人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 4349111

103人 病院
(1)8時30分～17時15分 153,000円～160,000円

雇用期間の定めなし (2)16時30分～9時00分 98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 103人
年2回（前年度実績） 16040- 4350211

103人 病院
(1)8時30分～17時15分 200,000円～220,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 98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 103人
年2回（前年度実績） 16040- 4352411

19人 児童福祉事業
(1)8時30分～17時00分 155,000円～182,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時30分～12時30分 19人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　13,400円まで 19人
年1回（前年度実績） 16040- 4359811

19人 児童福祉事業
(1)8時30分～17時00分 160,000円～185,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時00分～15時30分 19人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～18時00分 実費支給（上限あり）
月額　13,400円まで 19人
年1回（前年度実績） 16040- 4360411

18人 板金・金物工事業
(1)7時45分～17時00分 180,000円～370,000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　20,000円まで 18人
年2回（前年度実績） 16040- 4362311

1

保育士 不問 正社員

株式会社　ＫＵＲＯＢＥ　Ｆｉｖ
ｅ－Ｏ

1人
富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市中新１８番地 0765-33-5008 その他

1人
富山県魚津市道坂４００

0765-56-8003 その他

2人
富山県黒部市生地吉田新２３０番
地

【先週１週間　　９月　６日～　９月　１０日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

調理 不問 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　生地温泉たなかや

0765-74-0246 毎　週

3

ルーム係 不問 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　生地温泉たなかや  黒部市 他

2

日常清掃作業【サンリッツ入善工
場】（フルタイムパート）

64歳以下 正社員以外

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入
善町

土日祝他

 黒部市 他
1人

富山県黒部市生地吉田新２３０番
地

0765-56-8003 その他

7

現場管理 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　新川ビルサービス

0765-32-8006 その他

6

お葬式スタッフ 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　高松葬祭  下新川郡朝
日町

他

5

トラックドライバー 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
富山県下新川郡入善町上野６７８
－４

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 その他

2人
富山県下新川郡朝日町下山新２ 0765-83-2140 その他

10

一般土木 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　アラカワ

0765-72-4121 その他

9

入出庫及び在庫管理作業 59歳以下 正社員
交替制あ
り

北陸トナミ運輸　株式会社　黒部
物流センター

 下新川郡入
善町

他

8

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

2人
富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

 下新川郡朝
日町

日他
2人

富山県下新川郡朝日町沼保６８１
番地

0765-82-1383 その他

1人
富山県下新川郡入善町若栗新２１
３－１

0765-78-1105 毎　週

13

社会福祉士 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

0765-72-5770 毎　週

12

介護・看護助手 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  黒部市 他

11

機械オペレーター・部品付・検査 64歳以下 正社員

有限会社　長崎新サッシ工業  黒部市 土日他

2人
富山県魚津市双葉町４－３

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 その他

2人
富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 その他

16

施工管理（建築板金、建築塗装） 40歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　経塚組

0765-22-0543 その他

15

保育士 不問 正社員以外
交替制あ
り

宗教法人　華王寺　川原保育園  魚津市 日祝他

14

調理員 不問 正社員以外

宗教法人　華王寺　川原保育園  魚津市 日祝他

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市沓掛字道上割３２５
９－１８

0765-54-2100 その他

2人
富山県魚津市双葉町４－３ 0765-22-0543 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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34人 警備業
(1)8時00分～17時00分 176,300円～199,950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）

又は8時00分～18時00分 月額　10,000円まで 45人
16010-16891811

41人 他に分類されない事業サービス業

(1)8時30分～17時30分 215,000円～325,000円
雇用期間の定めなし 24人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
46,338人

27020-51431511
41人 他に分類されない事業サービス業

(1)8時30分～17時30分 215,000円～325,000円
雇用期間の定めなし 24人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
46,338人

27020-51481411
5人 医薬品・化粧品等卸売業

(1)8時00分～17時00分 200,000円～280,000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） 拠出
14人

年2回（前年度実績） 16010-16789411
24人 産業機械器具卸売業

(1)8時30分～17時15分 150,000円～219,300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） 拠出
月額　100,000円まで 261人
年2回（前年度実績） 16010-16820311

13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)17時00分～9時00分 11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　21,000円まで 123人
年2回（前年度実績） 16010-16561511

8人 各種食料品小売業
(1)8時00分～17時30分 200,000円～240,000円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

159人
年2回（前年度実績） 16010-16602611

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） 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
70人

16010-16607211
1人 老人福祉・介護事業

(1)9時00分～18時00分 279,200円～349,200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　21,000円まで 11人
年2回（前年度実績） 16010-16616511

15人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 170,000円～200,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 10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）
又は7時30分～19時00分 月額　30,000円まで 15人

年2回（前年度実績） 16020-10221411
15人 老人福祉・介護事業

(1)7時30分～16時30分 165,000円～180,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 10人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16020-10058111

15人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 190,000円～235,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 10人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16020-10059711

15人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 190,000円～235,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 10人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16020-10080611

15人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 165,000円～180,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 10人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16020-10081911

20人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 190,000円～235,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 15人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16020-10084811

20人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 165,000円～180,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 15人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16020-10085211

3人
富山県富山市天正寺１０８０

19

（常派）電気設計（ソフト）技術
者

59歳以下 無期雇用派遣労働者

株式会社　スタッフサービス　大
阪第一オフィス

076-420-7333 その他

18

（常派）生産技術者 59歳以下 無期雇用派遣労働者

株式会社　スタッフサービス　大
阪第一オフィス

魚津市他 土日祝他

17

交通誘導警備員 18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

サンユウセキュリティ　株式会社 魚津市他 他

2人
富山県富山市東田地方町１丁目６
番２３号

魚津市他 土日祝他
2人

大阪府大阪市北区角田町８－１ 
梅田阪急ビルオフィスタワー３４

06-4709-8510 毎　週

2人
大阪府大阪市北区角田町８－１ 
梅田阪急ビルオフィスタワー３４

06-4709-8510 毎　週

22

介護スタッフ（うちくる黒部病院
前）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　うちくる富山

076-432-1161 その他

21

配送ドライバー（魚津支店） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北陸電機商会  魚津市 日祝他

20

産業廃棄物の収集運搬や選別 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

十全インターナショナル　株式会
社

 魚津市 日祝他

3人
富山県富山市東岩瀬町３１５番地

 黒部市 他
1人

富山県富山市西野新４７番 076-461-7765 毎　週

1人
富山県富山市白銀町１番１号 076-421-1101 その他

25

ケアマネ（魚津エリア） 59歳以下 正社員

株式会社　うちくるライフ

076-438-0870 その他

24

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

 魚津市 土日祝他

23

お惣菜調理・販売スタッフ（チー
フ候補）

40歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　マルチョウ神戸屋 魚津市他 他

2人
富山県高岡市関町６－２

 魚津市 土日他
1人

富山県富山市西野新４７番地 076-461-7765 毎　週

1人
富山県富山市安住町５－２１ 076-432-2958 毎　週

28

介護職員（介護福祉士）【グルー
プホーム入善】

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス

0766-54-6346 その他

27

介護職員【グループホーム入善】 64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入
善町

他

26

介護職員（日勤のみ）【グループ
ホーム入善】

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入
善町

他

2人
富山県高岡市関町６－２

 下新川郡入
善町

他
2人

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他

2人
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他

31

介護職員（介護福祉士）【ケア
ホーム生地】＊グループホーム

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ケアスタジオ　株式会社

0766-54-6346 その他

30

介護職員【グループホーム黒部】 64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ケアスタジオ　株式会社  黒部市 他

29

介護職員（介護福祉士）【グルー
プホーム黒部】

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ケアスタジオ　株式会社  黒部市 他

2人
富山県高岡市関町６－２

 黒部市 他
2人

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他

2人
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他

0766-54-6346 その他

32

介護職員【ケアホーム生地】（グ
ループホーム）

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ケアスタジオ　株式会社  黒部市 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　　９月　６日～　９月　１０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。

20人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 190,000円～235,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 15人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16020-10096011

20人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 165,000円～180,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 15人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16020-10097311

43人 一般貨物自動車運送業
(1)21時00分～6時20分 185,470円～195,070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） 拠出
月額　25,200円まで 1,855人
年2回（前年度実績）600,000円～700,000円 16040- 4326511

43人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時20分 201,800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） 拠出
月額　25,200円まで 1,855人
年2回（前年度実績）600,000円～700,000円 16040- 4327411

49人 一般貨物自動車運送業
(1)8時30分～17時30分 240,000円～350,000円

雇用期間の定めなし 2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 4,962人
年2回（前年度実績） 16040- 4328011

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 150,000円～170,000円
雇用期間の定めなし 2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

16040- 4329311
8人 耕種農業

(1)8時00分～17時00分 170,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～18時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　31,600円まで 8人
年2回（前年度実績）200,000円～500,000円 16040- 4330111

167人 その他の食料品製造業
(1)8時30分～17時00分 201,000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- 4331711
11人 自動車・同附属品製造業

(1)8時00分～17時00分 200,000円～350,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 11人

16040- 4332811
30人 電気工事業

(1)8時00分～17時00分 250,000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） 拠出
月額　22,500円まで 88人
年2回（前年度実績） 16040- 4333211

129人 病院
(1)8時45分～17時30分 197,000円～272,000円

雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 104人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,400円まで 129人
年2回（前年度実績） 16040- 4335411

4人 食料・飲料卸売業
(1)6時45分～11時15分 165,000円～180,000円

雇用期間の定めなし (2)13時45分～21時30分 3人 雇用・労災・健康・厚生
(3)17時00分～21時15分 実費支給（上限あり）
又は6時45分～21時30分 月額　15,000円まで 32人

年2回（前年度実績）130,000円～200,000円 16040- 4337311
129人 病院

(1)8時45分～17時30分 177,000円～252,000円
雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 104人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,400円まで 129人
年2回（前年度実績） 16040- 4340711

27人 食料・飲料卸売業
(1)8時30分～17時30分 200,000円～250,000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　15,000円まで 32人
年2回（前年度実績）140,000円～240,000円 16040- 4341811

18人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)16時50分～1時30分 180,900円～201,000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　10,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16040- 4345011

8人 一般土木建築工事業
(1)8時30分～17時00分 160,000円～160,000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 8人
年2回（前年度実績） 16040- 4319411

34

介護職員【ケアホーム生地】（小
規模多機能型居宅介護）

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ケアスタジオ　株式会社

33

介護職員（介護福祉士）【生地】
＊小規模多機能型居宅介護

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ケアスタジオ　株式会社  黒部市 他

1人
富山県黒部市若栗６０３

 黒部市 他
2人

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他

2人
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他

37

集配ドライバー 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

トナミ運輸株式会社　黒部営業所

0765-52-0221 その他

36

２ｔ・４ｔ集荷配達運転手 45歳以下 正社員
変形（1
年単位）

濃飛西濃運輸　株式会社　黒部営
業所

 黒部市 日祝他

35

夜間立ち合い仕分け作業 18歳～45歳 正社員
変形（1
年単位）

濃飛西濃運輸　株式会社　黒部営
業所

 黒部市 日祝他

1人
富山県下新川郡入善町藤原３１６
－１

 黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市沓掛字道上割２００
０－１７

0765-54-1113 その他

1人
富山県黒部市若栗６０３ 0765-52-0221 その他

40

生産計画管理業務 59歳以下 正社員

株式会社ウーケ

0765-72-5510 毎　週

39

農作業全般及び農機オペレーター 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　グリーンビジネス橋本  黒部市 日他

38

事務 59歳以下 正社員

株式会社　松島精型  下新川郡入
善町

土日他

2人
富山県黒部市岡３６２－１２

 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

1人
富山県黒部市若栗３３２４ 0765-32-5435 その他

43

正看護師 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人　深川病院

0765-52-1592 毎　週

42

管理部門事務（人事・総務） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　中西電気  黒部市 日他

41

溶接工 59歳以下 正社員

株式会社ミタックス  黒部市 土日他

1人
富山県下新川郡入善町舟見７１８

 魚津市 他
3人

富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 毎　週

1人
富山県黒部市新牧野１０３番地 0765-54-5880 その他

46

営業職（ルートセールス中心） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　あいば食品

0765-78-2200 その他

45

准看護師 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人　深川病院  魚津市 他

44

販売員 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　あいば食品  黒部市 他

1人
富山県黒部市荒俣２０５番地

 下新川郡入
善町

水他
1人

富山県下新川郡入善町舟見７１８ 0765-78-2200 その他

2人
富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 毎　週

0765-56-8372 毎　週

48

建設の経理事務 不問 正社員

竹田建設株式会社  下新川郡入
善町

土日祝

47

部品付（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  黒部市 土日他

1人
富山県下新川郡入善町東狐８０２
－２

0765-74-9280 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　　９月　６日～　９月　１０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。

7人 生命保険業
(1)9時15分～17時00分 180,000円～240,000円

雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 7,829人
年2回（前年度実績）0円～0円 16040- 4297811

46人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 156,000円～164,400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）
月額　10,000円まで 56人
年2回（前年度実績） 16040- 4299511

18人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時55分 200,000円～300,000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　17,000円まで 18人

16040- 4301411
28人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 280,000円～380,000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　50,000円まで 155人
年3回（前年度実績）10,000円～350,000円 16040- 4302011

28人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 280,000円～380,000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　50,000円まで 155人
年3回（前年度実績）10,000円～350,000円 16040- 4304611

28人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 172,800円～302,400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　50,000円まで 155人

16040- 4306111
68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 158,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 16人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　12,000円まで 68人
年2回（前年度実績） 16040- 4309211

68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 158,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 16人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　12,000円まで 68人
年2回（前年度実績） 16040- 4310011

6人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～16時30分 264,000円～308,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
なし

6人
年2回（前年度実績） 16040- 4311311

6人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～16時30分 220,000円～264,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
なし

6人
年2回（前年度実績） 16040- 4312611

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- 4314111

9人 建築材料卸売業
(1)8時00分～17時00分 243,500円～275,000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- 4315711

6人 自動車整備業
(1)8時30分～17時30分 190,000円～340,000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 6人
年2回（前年度実績） 16040- 4316811

8人 燃料小売業
(1)7時00分～15時00分 190,000円～305,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～18時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生
(3)15時00分～23時00分 なし

16人
年2回（前年度実績） 16070- 2676611

36人 無機化学工業製品製造業
(1)0時30分～8時40分 172,000円～247,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～16時40分 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30分～0時40分 実費支給（上限あり） 拠出・給付
月額　14,000円まで 481人
年2回（前年度実績） 16070- 2683311

14人 歯科診療所
(1)8時40分～18時40分 200,000円～260,000円

雇用期間の定めなし (2)8時40分～18時10分 12人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

50人
年2回（前年度実績） 16070- 2688811

49

商工会議所共済・福祉制度推進ス
タッフ

64歳以下 正社員

アクサ生命保険株式会社　富山営
業支社　魚津分室

1人
富山県黒部市荻生５８８－１

 魚津市 土日祝他
2人

富山県魚津市釈迦堂１－１２－１
８魚津商工会議所ビル５Ｆ

0765-24-9598 毎　週

52

土木技術者 59歳以下 正社員

株式会社　深松組　北陸支店

0765-52-5752 その他

51

機械設計 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

アイディック　株式会社  魚津市 日他

50

トラック運転手（１０ｔ） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

荻生運輸倉庫　株式会社  黒部市 他

2人
富山県下新川郡朝日町沼保字江上
１２２３－１

 下新川郡朝
日町

土日他
2人

富山県下新川郡朝日町沼保字江上
１２２３－１

0765-83-1180 毎　週

1人
富山県魚津市宮津２６５ 0765-24-5615 その他

55

製缶加工作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　渡辺功機

0765-83-1180 毎　週

54

土木作業員・重機オペレーター 不問 正社員以外

株式会社　深松組　北陸支店  下新川郡朝
日町

土日他

53

建築技術者 59歳以下 正社員

株式会社　深松組　北陸支店  下新川郡朝
日町

土日他

2人
富山県下新川郡朝日町月山８７

 下新川郡朝
日町

日他
2人

富山県下新川郡朝日町月山８７ 0765-83-2682 その他

2人
富山県下新川郡朝日町沼保字江上
１２２３－１

0765-83-1180 毎　週

58

土木作業員 不問 正社員

有限会社　大建興業

0765-83-2682 その他

57

土木施工管理技士 不問 正社員

有限会社　大建興業  下新川郡朝
日町

日祝他

56

機械加工作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　渡辺功機  下新川郡朝
日町

日他

1人
富山県魚津市三ケ砂田１５００番
地

 下新川郡朝
日町

日祝他
3人

富山県下新川郡朝日町荒川１３４
－１３

0765-82-1862 その他

1人
富山県下新川郡朝日町荒川１３４
－１３

0765-82-1862 その他

0765-24-4232 毎　週

60

４ｔダンプドライバー 40歳以下 正社員

日本海アスコン株式会社  魚津市 土日他

59

オペレーター（簡単な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

1人
富山県魚津市三ケ砂田１５００番
地

0765-24-4232 毎　週

64

歯科衛生士（フルタイム／りんご
の丘歯科医院）

64歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　光の道

076-475-0760 その他

63

動力設備保全管理 39歳以下 正社員
交替制あ
り

日本カーバイド工業株式会社　早
月工場

 魚津市 他

62

ガソリンスタンド店員（セルフ魚
津バイパス給油所）

59歳以下 正社員

61

自動車整備士（メカニック） 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　オートガレージホクバ
ン

交替制あ
り

丸三商事　株式会社  魚津市 他

 魚津市 日祝他
1人

富山県滑川市常盤町１８１－４１ 076-475-8881 毎　週

1人
富山県滑川市大島５３０ 076-471-0211 その他

1人
富山県滑川市上小泉３５

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市友道６７５番地 0765-22-0341 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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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 建物サービス業
(1)6時30分～15時00分 96,750円～103,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時30分～16時30分 8人 労災
(3)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり）
又は7時00分～18時00分 月額　15,000円まで 223人

16040-   26410
5人 老人福祉・介護事業

(1)15時00分～17時00分 900円～900円
雇用期間の定めなし 5人 労災

実費支給（上限あり）
月額　6,000円まで 8人

16040- 4366711
18人 建物サービス業

(1)8時00分～12時00分 900円～900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8時00分～17時00分 日額　400円まで 150人

年2回（前年度実績）5,000円～50,000円 16040- 4367811
2人 労働者派遣業

(1)14時00分～17時00分 1,000円～1,250円
雇用期間の定めなし 3人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 12人

16040- 4372911
19人 冠婚葬祭業

(1)8時00分～14時00分 1,100円～1,500円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～15時00分 11人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　10,000円まで 19人

年2回（前年度実績）20,000円～50,000円 16040- 4375811
5人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～16時00分 900円～900円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～16時30分 5人 労災

実費支給（上限あり）
月額　6,000円まで 8人

16040- 4351511
2人 管理，補助的経済活動を行う事業所（７６飲食店）

(1)8時30分～14時00分 950円～950円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
4人

16040- 4353011
1人 その他の職別工事業

(1)8時00分～12時00分 1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 0人 労災

なし
1人

16040- 4354311
8人 建物サービス業

(1)8時00分～12時15分 870円～980円
雇用期間の定めなし 8人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は7時30分～17時00分 月額　10,000円まで 223人

16040- 4358711
19人 児童福祉事業

(1)13時00分～15時00分 900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)11時00分～16時00分 19人 労災・財形

なし
19人

年1回（前年度実績） 16040- 4361011
4人 食料・飲料卸売業

(1)6時45分～11時15分 1,000円～1,300円
雇用期間の定めなし (2)17時00分～21時30分 3人 労災

(3)15時00分～21時30分 実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 32人

16040- 4339911
27人 食料・飲料卸売業

(1)8時30分～17時00分 850円～950円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～17時30分 19人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時30分～17時30分 実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 32人

16040- 4342211
2人 鮮魚小売業

(1)12時00分～20時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 2人 労災

なし
2人

16040- 4344411
32人 警備業

(1)8時00分～17時00分 900円～1,200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（上限あり）
月額　40,000円まで 760人
年2回（前年度実績）25,000円～50,000円 16010-16814911

10人 医薬品・化粧品小売業
850円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 労災
実費支給（上限あり）

又は10時00分～19時00分 月額　10,000円まで 98人
17010-19523811

10人 医薬品・化粧品小売業
(1)15時00分～19時00分 900円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 98人

17010-19526411

15

調剤薬局での事務全般［入善町：
はまにし薬局］午後の勤務

不問 パート労働者

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２－７ 076-256-5278 その他

14

調剤薬局での事務全般［入善町：
はまにし薬局］

不問 パート労働者

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２－７ 076-256-5278 その他

13

交通誘導員（滑川、魚津、黒部、
入善及び近郊）

18歳以上 パート労働者

富山県綜合警備保障　株式会社 黒部市他 他
3人

富山県富山市金屋２７１５－１０ 076-443-5455 毎　週

12

トラックの運転、荷物の積み下ろ
し【４ｔトラック】

不問 パート労働者

株式会社　井田水産  魚津市 火土他
1人

富山県下新川郡入善町芦崎３８５ 0765-76-0567 毎　週

11

製造補助および製品梱包作業 59歳以下 パート労働者
変形（1
年単位）

株式会社　あいば食品  下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町舟見７１８ 0765-78-2200 その他

10

販売員 59歳以下 パート労働者

株式会社　あいば食品  黒部市 他
1人

富山県下新川郡入善町舟見７１８ 0765-78-2200 その他

9

用務員 不問 パート労働者

宗教法人　華王寺　川原保育園  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市双葉町４－３ 0765-22-0543 毎　週

8

清掃員【あさひ総合病院】 不問 パート労働者

株式会社　谷口美装  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週

7

現場作業員 不問 パート労働者

有限会社　丸匠  下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町新屋２５６
１

0765-78-0558 毎　週

6

食器洗い・掃除・調理補助 59歳以下 パート労働者

株式会社　北陸プラント建設  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市道坂１０３－２ 0765-32-8280 毎　週

5

介護職 不問 パート労働者
交替制あ
り

特定非営利活動法人　ゆきあかり
 

 下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県下新川郡朝日町草野１１８
番地３

0765-83-2216 毎　週

4

セレモニースタッフ 不問 パート労働者

有限会社　高松葬祭  下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町下山新２ 0765-83-2140 毎　週

3

荷物の梱包 不問 パート労働者

株式会社　トータル物流イースト  黒部市 日他
1人

富山県黒部市植木３５２－３ 0765-52-5372 その他

2

日常清掃作業（サンリッツ入善工
場）

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

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

1

清掃スタッフ 不問 パート労働者

特定非営利活動法人　ゆきあかり
 

 下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県下新川郡朝日町草野１１８
番地３

0765-83-2216 毎　週

65

清掃【黒部峡谷鉄道】 不問 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　谷口美装  黒部市 他
5人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 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
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その際はあしからずご了承ください。

10人 医薬品・化粧品小売業
(1)9時30分～13時30分 850円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 98人

17010-19529611
1人 教養・技能教授業

1,400円～2,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 労災

実費支給（上限なし）
又は14時00分～22時00分 862人

11030-22073511
31人 銀行（中央銀行を除く）

(1)9時00分～17時00分 1,150円～1,150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）
4,522人

16010-16697711
31人 銀行（中央銀行を除く）

(1)9時00分～16時00分 890円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 20人 労災

実費支給（上限なし）
4,522人

16010-16701711
12人 各種食料品小売業

(1)9時00分～16時00分 880円～880円
雇用期間の定めなし (2)9時10分～16時00分 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
159人

年2回（前年度実績）10,000円～72,000円 16010-16788511
4人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 1,875円～1,875円
雇用期間の定めなし 1人 労災

なし
4人

16040- 4317211
5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)10時00分～16時00分 877円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～15時00分 5人 労災

なし
5人

16040- 4320611
400人 市町村機関

(1)8時30分～17時15分 983円～1,054円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 200人 雇用・公災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
400人

年1回（前年度実績） 16040- 4321911
0人 児童福祉事業

878円～1,090円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 労災

実費支給（上限あり）
又は13時00分～19時00分 月額　55,000円まで 37人

16040- 4322111
0人 児童福祉事業

878円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～16時00分 月額　55,000円まで 37人

16040- 4323711
25人 その他の飲食店

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 13人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～8時59分の 月額　5,000円まで 8,235人

13040-78549111
13人 老人福祉・介護事業

1,200円～1,200円
雇用期間の定めなし 11人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～18時30分 日額　300円まで 123人

16010-16579511
13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 11人 労災

一定額
日額　300円まで 123人

16010-16582911
15人 老人福祉・介護事業

(1)7時30分～16時30分 920円～1,020円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 10人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　30,000円まで 15人

年2回（前年度実績） 16020-10056611
15人 老人福祉・介護事業

(1)19時00分～7時30分 1,200円～1,578円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～10時00分 10人 労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 15人
年2回（前年度実績）20,000円～100,000円 16020-10067711

15人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 920円～1,050円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 10人 労災
(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり）
又は8時00分～18時00分 月額　30,000円まで 36人

年2回（前年度実績） 16020-10082111

31

パート介護職員【グループホーム
黒部】

不問 パート労働者

ケアスタジオ　株式会社  黒部市 他
2人

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 毎　週

30

夜間介護職員【グループホーム入
善】

18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入
善町

他
2人

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他

29

パート介護職員【グループホーム
入善】

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入
善町

他
2人

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他

28

夜間介護スタッフ（黒部病院前） 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  黒部市 他
1人

富山県富山市西野新４７番 076-461-7765 毎　週

27

日勤介護スタッフ（うちくる黒部
病院前）

59歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　うちくる富山  黒部市 他
1人

富山県富山市西野新４７番 076-461-7765 毎　週

26

接客・調理／黒部田家店 不問 パート労働者

株式会社　なか卯  黒部市 他
3人

東京都港区港南２－１８－１
ＪＲ品川イ－ス卜ビル５Ｆ

0120-129-073 毎　週

25

調理員 不問 パート労働者

社会福祉法人　新川児童福祉会
かづみ認定こども園

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉島１３２ 0765-22-6351 毎　週

24

放課後児童支援員 不問 パート労働者

社会福祉法人　新川児童福祉会
かづみ認定こども園

 魚津市 土日祝他
3人

富山県魚津市吉島１３２ 0765-22-6351 毎　週

23

消費生活相談員 不問 パート労働者

魚津市役所  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市釈迦堂１丁目１０－
１

0765-23-1020 その他

22

検査・検品【週３日勤務】 不問 パート労働者

ＹＫＫ酒井協力工場  黒部市
火水木日
他

1人
富山県黒部市立野７３－１ 0765-57-2102 毎　週

21

溶接工 不問 パート労働者

カワテツ工業　株式会社  下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県下新川郡朝日町東草野１４
１３－３

0765-82-1199 毎　週

20

販売スタッフ 59歳以下 パート労働者

株式会社　マルチョウ神戸屋 魚津市他 土日祝他
3人

富山県富山市東岩瀬町３１５番地 076-438-0870 毎　週

19

銀行内部事務（新川地区の支店） 不問 パート労働者

株式会社　北陸銀行  魚津市 土日祝他
2人

富山県富山市堤町通り１－２－２
６

076-423-7111 毎　週

18

銀行内部事務全般（新川地区の支
店）

不問 パート労働者

株式会社　北陸銀行  魚津市 土日祝他
2人

富山県富山市堤町通り１－２－２
６

076-423-7111 毎　週

17

子ども英会話講師［魚津市／魚津
教室］

不問 パート労働者

イッティージャパンイースト株式
会社

 魚津市 日他
1人

埼玉県さいたま市大宮区下町１丁
目５０番地

048-642-0982 毎　週

16

調剤薬局での事務全般［入善町：
はまにし薬局］午前の勤務

不問 パート労働者

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２－７ 076-256-5278 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　　９月　６日～　９月　１０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。

15人 老人福祉・介護事業
(1)19時00分～7時30分 1,200円～1,578円

雇用期間の定めなし (2)16時00分～10時00分 10人 労災
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 36人
年2回（前年度実績）20,000円～100,000円 16020-10083711

20人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 920円～1,050円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 15人 労災
(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり）
又は9時00分～18時00分 月額　30,000円まで 36人

年2回（前年度実績） 16020-10086511
20人 老人福祉・介護事業

(1)19時00分～7時30分 1,200円～1,578円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～10時00分 15人 労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 36人
年2回（前年度実績）20,000円～100,000円 16020-10087411

20人 老人福祉・介護事業
(1)19時00分～7時30分 1,368円～1,368円

雇用期間の定めなし (2)16時00分～10時00分 15人 労災
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 36人
年2回（前年度実績）20,000円～100,000円 16020-10088011

20人 老人福祉・介護事業
(1)8時00分～16時00分 950円～1,100円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～16時30分 15人 労災
(3)9時00分～17時00分 実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　30,000円まで 36人

年2回（前年度実績） 16020-10092811
30人 水産食料品製造業

(1)8時00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） 18人 雇用・労災

なし
又は9時00分～17時00分 30人

16040- 4298211
28人 畜産農業

(1)5時30分～14時00分 938円～1,172円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時00分 19人 雇用・労災・健康

実費支給（上限なし）
28人

16040- 4300511
110人 旅館，ホテル

(1)11時00分～20時00分 880円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 57人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 110人
年2回（前年度実績）5,000円～30,000円 16040- 4308811

10人 燃料小売業
850円～1,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 労災
なし

又は7時00分～23時00分 16人
16070- 2673411

10人 燃料小売業
(1)23時00分～7時00分 1,061円～1,061円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 雇用・労災
なし

16人
16070- 2674011

46人 一般貨物自動車運送業
(1)5時15分～8時15分 1,050円～1,050円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 9人 労災
実費支給（上限あり）
月額　100,000円まで 58,527人
年2回（前年度実績）0円～50,000円 23170-10745911

42

【急募】フィールド職（仕分け）
黒部営業所／黒部市

不問 パート労働者

佐川急便株式会社  黒部市 他
1人

愛知県小牧市大字三ツ渕惣作１３
５０

0120-789-635 毎　週

41

ガソリンスタンド店員（夜間）／
魚津ＳＳ及び滑川ＳＳ

60歳以上 パート労働者

丸三商事　株式会社  魚津市 他
2人

富山県滑川市上小泉３５ 076-475-0760 毎　週

40

ガソリンスタンド店員（滑川ＳＳ
／魚津ＳＳ）

不問 パート労働者

丸三商事　株式会社 魚津市他 他
2人

富山県滑川市上小泉３５ 076-475-0760 その他

39

壁画大浴場の清掃及び温泉施設の
管理・保守

不問 パート労働者

株式会社　金太郎温泉  魚津市
月火水木
金他

2人
富山県魚津市天神野新６０００ 0765-24-1222 毎　週

38

畜産業務全般（会計年度任用職
員）

不問 パート労働者
交替制あ
り

くろべ牧場まきばの風  黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月町栃屋字広谷
４番地

0765-52-2604 毎　週

37

発送作業補助 不問 パート労働者

生地蒲鉾　有限会社  黒部市 土日
2人

富山県黒部市生地３７６ 0765-56-8064 毎　週

36

パート介護職員【ケアホーム生
地】＊小規模多機能型居宅介護

不問 パート労働者

ケアスタジオ　株式会社  黒部市 他
2人

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他

35

夜間介護職員【ケアホーム生地】
（小規模多機能型居宅介護）

18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

ケアスタジオ　株式会社  黒部市 他
2人

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他

34

夜間介護職員【ケアホーム生地】
（グループホーム）

18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

ケアスタジオ　株式会社  黒部市 他
2人

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他

33

パート介護職員【ケアホーム生
地】（グループホーム）

不問 パート労働者

ケアスタジオ　株式会社  黒部市 他
2人

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 毎　週

32

夜間介護職員【グループホーム黒
部】

18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

ケアスタジオ　株式会社  黒部市 他
2人

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他
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