
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

21人 その他の専門サービス業
(1)8時15分～17時00分 149,240円～164,020円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 21人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 87,237人
年2回（前年度実績） 16020-11996911

10人 歯科診療所
(1)8時30分～18時00分 160,000円～195,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～13時00分 9人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 10人
年2回（前年度実績） 16040- 5020811

2人 とび・土工・コンクリート工事業

(1)8時00分～17時00分 240,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　1,000円まで 2人

16040- 5021211
3人 自動車整備業

(1)8時00分～17時00分 170,000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） 厚生
月額　5,000円まで 3人
年2回（前年度実績） 16040- 4994611

367人 病院
(1)8時15分～17時00分 194,300円～476,700円

雇用期間の定めなし 263人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　55,000円まで 367人
年2回（前年度実績） 16040- 4998811

367人 病院
(1)8時15分～17時00分 167,300円～434,400円

雇用期間の定めなし 263人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　55,000円まで 367人
年2回（前年度実績） 16040- 5004711

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- 5005811
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- 5006211
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～250,000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- 4979611
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- 4980811
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～250,000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- 4981211
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～250,000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- 4982511
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～250,000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- 4985311
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～250,000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- 4986611
3人 一般廃棄物処理業

(1)8時00分～17時00分 200,000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 3人
年2回（前年度実績） 16040- 4987911

35人 旅館，ホテル
173,000円～305,000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）

又は8時00分～21時00分 月額　14,100円まで 35人
年2回（前年度実績） 16040- 4988111

1

医療事務（正社員）【富山労災病
院】外来業務

59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　ニチイ学館　高岡支店

1人
富山県黒部市新堂５３－２

 魚津市 土日祝他
1人

富山県高岡市あわら町１－１　高
岡市農協会館６Ｆ

0766-29-2887 毎　週

【先週１週間　　１０月　１８日～　１０月　２２日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

自動車整備士 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　吉野自動車

0765-52-5511 毎　週

3

プラントメンテナンス 59歳以下 正社員

新誠機工  黒部市 日他

2

受付、助手 59歳以下 正社員

医療法人社団　新堂歯科診療所  黒部市 日祝他

1人
富山県魚津市六郎丸９９２

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市大光寺２０３０－１
４

0765-24-5088 その他

2人
富山県黒部市飛騨５４７ 080-8690-

6497
その他

7

代行運転手 18歳～64歳 正社員
交替制あ
り

株式会社　ａｑｕａ

0765-22-1280 毎　週

6

臨床検査技師 59歳以下 正社員

独立行政法人　労働者健康安全機
構　富山労災病院

 魚津市 土日祝他

5

薬剤師 59歳以下 正社員

独立行政法人　労働者健康安全機
構　富山労災病院

 魚津市 土日祝他

5人
富山県下新川郡入善町下飯野７３
６－８

 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

2人
富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週

10

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

0765-72-4577 その他

9

平面研削加工者 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

8

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

1人
富山県魚津市道坂４００

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市道坂４００ 0765-32-8006 その他

1人
富山県魚津市道坂４００ 0765-32-8006 その他

13

型彫・ワイヤー放電加工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　黒田精型

0765-32-8006 その他

12

高速フライス加工 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

11

フライス加工 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
富山県魚津市道坂４００

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市道坂４００ 0765-32-8006 その他

1人
富山県魚津市道坂４００ 0765-32-8006 その他

16

調理スタッフ（和食料理） 40歳以下 正社員
交替制あ
り

日本海シーライン開発株式会社
ホテルグランミラージュ

0765-32-8006 その他

15

浄化槽保守点検・汲取り作業　浄
化槽清掃作業

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　南保環境システム  下新川郡入
善町

日祝他

14

旋盤加工 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

 魚津市 他
1人

富山県魚津市吉島１－１－２０ 0765-24-4412 その他

1人
富山県下新川郡入善町板屋７５ 0765-76-0358 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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5人 舗装工事業
(1)8時00分～17時00分 170,000円～220,000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 6人
年2回（前年度実績） 16040- 4991411

8人 大工工事業
(1)8時00分～17時00分 279,600円～396,100円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
なし

8人
年2回（前年度実績）200,000円～800,000円 16040- 4992011

9人 情報処理・提供サービス業
(1)9時00分～18時00分 250,000円～400,000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　5,000円まで 10人
年2回（前年度実績） 16040- 4993311

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～300,000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- 4970911
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- 4971111
16人 自動車整備業

(1)8時30分～18時00分 250,000円～600,000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 16人
年2回（前年度実績） 16040- 4974211

16人 自動車整備業
(1)8時30分～18時00分 250,000円～600,000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 16人
年2回（前年度実績） 16040- 4975511

22人 水産食料品製造業
(1)8時00分～17時00分 180,000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）
月額　30,000円まで 22人

16040- 4976411
59人 一般乗用旅客自動車運送業

(1)7時00分～16時00分 176,000円～176,000円
雇用期間の定めなし (2)12時30分～21時30分 12人 雇用・労災・健康・厚生

(3)17時00分～2時00分 実費支給（上限あり）
月額　11,300円まで 59人
年2回（前年度実績） 16040- 4962911

65人 その他の食料品製造業
(1)12時00分～21時00分 152,500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- 4964711

13人 産業廃棄物処理業
(1)8時00分～16時30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　20,000円まで 13人
年2回（前年度実績）200,000円～500,000円 16040- 4966211

30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 151,200円～252,000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 30人

16040- 4968411
60人 産業機械器具卸売業

(1)9時00分～17時30分 184,000円～252,400円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　25,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16010-19756811

4人 自動車小売業
(1)8時30分～17時30分 160,000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　30,000円まで 40人

16010-19682111
25人 児童福祉事業

207,000円～217,000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）
又は7時00分～19時00分 月額　50,000円まで 73人

年2回（前年度実績） 16010-19507411
25人 児童福祉事業

(1)8時30分～17時15分 177,000円～187,000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）
又は7時30分～18時00分 月額　50,000円まで 73人

年2回（前年度実績） 16010-19509311

2人
富山県下新川郡入善町高畠１５

19

システムエンジニア 64歳以下 正社員

株式会社ニイカワポータル

0765-76-0248 その他

18

型枠大工　☆彡★★ＹｏｕＴｕｂ
ｅ映像公開中★★彡☆

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　若林建工  下新川郡朝
日町

日他

17

土木作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　広瀬建設  下新川郡入
善町

日他

1人
富山県黒部市新牧野３２７

 黒部市 土日祝
1人

富山県黒部市古御堂１１２－３ 0765-54-5355 毎　週

2人
富山県下新川郡朝日町越３２４－
１

0765-83-1863 その他

22

自動車鈑金工・塗装工 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　魚津鈑金

0765-52-0729 その他

21

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

20

管理技士 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

2人
富山県魚津市吉島４４２５－１

 魚津市 他
3人

富山県魚津市吉島４４２５－１ 0765-24-4518 その他

1人
富山県黒部市新牧野３２７ 0765-52-0729 その他

25

タクシー運転手 69歳以下 正社員
交替制あ
り

魚津交通　株式会社

0765-24-4518 その他

24

事務員（経理事務） 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　かねみつ  魚津市 他

23

自動車整備士 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　魚津鈑金  魚津市 他

1人
富山県魚津市大海寺野６２１

 魚津市 他
2人

富山県魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640 その他

1人
富山県魚津市大光寺１３５０ 0765-24-3433 その他

28

ゴム製品製造 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　エムテックス宝田

0765-24-5511 その他

27

機械オペレータ（重機等） 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

ＮＧＰ北信越リサイクル協同組合
リサイクル工場

 黒部市 日祝他

26

出荷（ピッキング）業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

石川製麺　株式会社  魚津市 他

3人
富山県富山市千歳町二丁目５番２
６号

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市生地中区５８ 0765-57-0117 その他

2人
富山県黒部市犬山６７４－１６ 0765-56-5060 その他

31

保育士 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

社会福祉法人　富山学院福祉会

076-439-2211 その他

30

タイヤ及び自動車用品の販売メン
テナンス作業（魚津ＴＣ）

40歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　北信タイヤサービス  魚津市 日祝他

29

自動車整備工（産業車両） 35歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

トヨタＬ＆Ｆ富山　株式会社 魚津市　他 日祝他

5人
富山県富山市大町１６－１

 黒部市 日祝
5人

富山県富山市大町１６－１ 076-492-2201 その他

1人
富山県富山市山王町４番５号 076-420-8133 その他

076-492-2201 その他

32

調理師 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

社会福祉法人　富山学院福祉会  黒部市 日祝
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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　　１０月　１８日～　１０月　２２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。

13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 7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
16010-19512811

14人 労働者派遣業
(1)8時20分～17時00分 190,000円～260,000円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時40分 6人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時20分～1時00分 実費支給（上限なし）

200人
年2回（前年度実績） 16010-19540411

9人 老人福祉・介護事業
(1)8時15分～17時15分 170,000円～185,000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- 3124711

10人 医薬品・化粧品小売業
(1)10時00分～19時00分 150,000円～170,000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） 17010-22527711

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- 5885911

46人 その他の飲食料品小売業
880円～880円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 35人 労災
実費支給（上限あり）

又は9時00分～22時30分 月額　10,000円まで 56人
16040- 5011111

46人 その他の飲食料品小売業
880円～880円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 35人 労災
実費支給（上限あり）

又は9時00分～21時30分 月額　10,000円まで 56人
16040- 5012711

46人 その他の飲食料品小売業
880円～880円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 35人 労災
実費支給（上限あり）

又は9時00分～22時00分 月額　10,000円まで 56人
16040- 5013811

367人 病院
(1)8時15分～16時45分 1,200円～1,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 263人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　55,000円まで 367人
年2回（前年度実績）10,000円～87,000円 16040- 4997711

367人 病院
(1)7時00分～15時30分 1,200円～1,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時15分～16時45分 263人 雇用・労災・健康・厚生
(3)13時30分～22時00分 実費支給（上限あり） 拠出

月額　55,000円まで 367人
年2回（前年度実績）10,000円～87,000円 16040- 5000311

367人 病院
(1)9時00分～12時00分 1,320円～1,320円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 263人 労災
実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 367人
年2回（前年度実績）10,000円～87,000円 16040- 5001611

367人 病院
(1)8時15分～16時45分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 263人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　55,000円まで 367人
年2回（前年度実績）10,000円～87,000円 16040- 5002911

367人 病院
(1)8時15分～16時45分 980円～1,210円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 263人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　55,000円まで 367人
年2回（前年度実績）10,000円～87,000円 16040- 5003111

103人 病院
(1)8時30分～17時15分 1,400円～1,500円

雇用期間の定めなし 98人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 103人

16040- 5007511
2人 歯科診療所

(1)8時30分～12時30分 1,200円～1,300円
雇用期間の定めなし 2人 労災

実費支給（上限あり）
月額　2,000円まで 2人

16040- 5008411
103人 病院

(1)8時30分～17時15分 1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし 98人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 103人

16040- 5009011

11

介護・看護助手 不問 パート労働者

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他
2人

富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 毎　週

10

歯科衛生士 不問 パート労働者

平井デンタルクリニック  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市三日市３３１６ 0765-52-0727 その他

9

看護師 不問 パート労働者

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他
2人

富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 毎　週

8

臨床検査技師 不問 パート労働者

独立行政法人　労働者健康安全機
構　富山労災病院

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週

7

看護補助 不問 パート労働者

独立行政法人　労働者健康安全機
構　富山労災病院

 魚津市 土日他
2人

富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週

6

看護師 不問 パート労働者

独立行政法人　労働者健康安全機
構　富山労災病院

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週

5

介護福祉士 不問 パート労働者
交替制あ
り

独立行政法人　労働者健康安全機
構　富山労災病院

 魚津市 他
1人

富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週

4

診療放射線技師 不問 パート労働者

独立行政法人　労働者健康安全機
構　富山労災病院

 魚津市 土日祝他
2人

富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週

3

フィットネススタッフ 不問 パート労働者

有限会社　あさひふるさと創造社
（なないろＫＡＮ・らくち～の）

 下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町舟川新３５
番地

0765-82-0990 その他

2

厨房スタッフ 不問 パート労働者

有限会社　あさひふるさと創造社
（なないろＫＡＮ・らくち～の）

 下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町舟川新３５
番地

0765-82-0990 その他

1

フロント受付 18歳以上 パート労働者

有限会社　あさひふるさと創造社
（なないろＫＡＮ・らくち～の）

 下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町舟川新３５
番地

0765-82-0990 その他

34

網戸の組立・検査・梱包（交替勤
務）

40歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　ビート　北陸支店

33

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
富山県滑川市中川原３５０－１番
地

 黒部市 土日祝他
1人

富山県富山市新桜町４－２８　朝
日生命富山ビル　４階

076-433-8434 毎　週

2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

37

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

076-475-6876 毎　週

36

調剤薬局での事務全般［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

35

看護師（お達者くらぶ小摺戸） 69歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　お達者くらぶ  下新川郡入
善町

日他

 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

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　　１０月　１８日～　１０月　２２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。

103人 病院
(1)8時30分～17時15分 1,300円～1,400円

雇用期間の定めなし 98人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 103人

16040- 5010911
4人 医薬品・化粧品小売業

877円～1,000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（上限なし）
又は8時30分～19時00分 6,864人

17080- 7915111
77人 郵便局

(1)12時45分～20時30分 930円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～15時45分 23人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　2,600円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 4983411

4人 各種食料品小売業
(1)9時00分～12時30分 900円～900円

雇用期間の定めなし (2)12時30分～16時30分 4人 労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 7人

16040- 4984011
6人 電気工事業

(1)9時00分～15時00分 877円～950円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～14時00分 3人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 6人

16040- 4989711
7人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

880円～1,000円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
又は8時00分～17時00分 35人

年1回（前年度実績）20,000円～50,000円 16040- 4990511
110人 旅館，ホテル

(1)10時00分～14時00分 880円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 57人 雇用・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）0円～10,000円 16040- 4977011

110人 旅館，ホテル
(1)8時00分～12時00分 880円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)18時00分～22時00分 57人 雇用・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）0円～10,000円 16040- 4978311

5人 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

880円～880円
雇用期間の定めなし 2人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時30分～22時00分 月額　2,000円まで 30人

16010-19596811
11人 その他の専門サービス業

(1)6時30分～15時30分 980円～980円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時00分～16時00分 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 270人

17080- 7859611
48人 旅館，ホテル

(1)8時00分～12時00分 880円～1,163円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)18時00分～22時00分 16人 労災

実費支給（上限なし）
1,744人

16040- 4958211
48人 旅館，ホテル

(1)21時00分～8時00分 960円～1,010円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 16人 労災

実費支給（上限なし）
1,744人

16040- 4959511
48人 旅館，ホテル

(1)8時00分～17時00分 900円～1,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)12時00分～21時00分 16人 労災

実費支給（上限なし）
又は8時00分～21時00分 1,744人

16040- 4960311
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- 4961611
65人 その他の食料品製造業

(1)12時00分～21時00分 877円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 30人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 65人
年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040- 4963111

13人 産業廃棄物処理業
(1)8時00分～16時30分 950円～1,050円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 1人 労災
(3)12時00分～16時30分 実費支給（上限あり）

月額　20,000円まで 13人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 4967511

27

手選別作業 64歳以下 パート労働者

ＮＧＰ北信越リサイクル協同組合
リサイクル工場

 黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市犬山６７４－１６ 0765-56-5060 その他

26

出荷（ピッキング）業務 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

25

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

24

フロントスタッフ 不問 パート労働者

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 毎　週

23

ナイトフロント 18歳以上 パート労働者

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 その他

22

洗い場 不問 パート労働者

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 その他

21

調理員（丸川病院） 不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 下新川郡入
善町

他
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

20

販売員（黒部店） 59歳以下 パート労働者

有限会社　シャトル  黒部市 他
1人

富山県富山市黒瀬北町２丁目３番
６号

076-422-7340 毎　週

19

食器洗浄係 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　金太郎温泉  魚津市 他
2人

富山県魚津市天神野新６０００ 0765-24-1222 その他

18

客室、館内清掃 不問 パート労働者

株式会社　金太郎温泉  魚津市 他
2人

富山県魚津市天神野新６０００ 0765-24-1222 その他

17

ます寿し販売・製造補助【魚づ鱒
寿し店】

不問 パート労働者
交替制あ
り

富山県鮭鱒漁業協同組合（ケイソ
ン冷蔵）

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市北中６９１－１ 0765-24-0962 毎　週

16

事務員 不問 パート労働者

システムテック　株式会社  下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町上野７１７
２－６

0765-74-0850 毎　週

15

調理全般 不問 パート労働者
交替制あ
り

工房あおの丘給食サトウ  黒部市 他
1人

富山県下新川郡入善町道古３４－
３　工房あおの丘施設内

090-7234-
6712

毎　週

14

荷物の配達・集荷 不問 パート労働者
交替制あ
り

日本郵便株式会社　郵便事業総本
部　魚津郵便局

 魚津市 他
1人

富山県魚津市本江字中の坪１００
７

0765-22-0300 毎　週

13

医療事務（黒部・魚津エリア） 不問 パート労働者

株式会社　クスリのアオキ  黒部市 他
2人

石川県白山市松本町２５１２ 076-274-6111 その他

12

准看護師 不問 パート労働者

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他
2人

富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 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　　１０月　１８日～　１０月　２２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 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- 5892611

28

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

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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