
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

45人 都道府県機関
(1)8時30分～17時15分 192,304円～211,352円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～9時15分 30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） 16010-20057511

45人 都道府県機関
(1)8時30分～17時15分 192,304円～211,352円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～9時15分 30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） 16010-20062711

180人 病院
(1)8時00分～17時00分 186,000円～233,400円

雇用期間の定めなし 135人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 180人
年2回（前年度実績） 16040- 5051911

59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 195,000円～270,000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- 5052111

104人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 157,300円～185,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 76人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　22,500円まで 132人
年2回（前年度実績） 16040- 5054811

18人 その他の電気機械器具製造業

(1)8時00分～17時05分 210,000円～258,993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　50,000円まで 18人
年2回（前年度実績） 16040- 5055211

180人 病院
(1)8時00分～17時00分 351,900円～383,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 135人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時00分～12時00分 実費支給（上限あり）

月額　20,000円まで 180人
年2回（前年度実績） 16040- 5057411

10人 障害者福祉事業
(1)8時30分～17時15分 156,000円～160,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～17時45分 8人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時30分～12時15分 実費支給（上限あり）

月額　15,000円まで 23人
年2回（前年度実績） 16040- 5059311

25人 水産食料品製造業
(1)8時00分～16時55分 150,516円～159,068円

雇用期間の定めなし 21人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 28人
年2回（前年度実績）60,000円～320,000円 16040- 5060111

22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 141,290円～141,290円
雇用期間の定めなし 16人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 77人
年2回（前年度実績） 16040- 5061711

25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 150,000円～160,000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　5,000円まで 48人
年2回（前年度実績）50,000円～250,000円 16070- 3170611

25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 182,000円～198,000円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 19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　5,000円まで 48人
年2回（前年度実績）50,000円～250,000円 16070- 3171911

0人 障害者福祉事業
(1)8時30分～17時30分 280,000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（上限あり）
月額　30,000円まで 1,200人

13040-95402111
2人 労働者派遣業

(1)8時00分～16時00分 199,920円～199,920円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時00分～0時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時00分～8時00分 実費支給（上限なし）
200人

16010-19980311
16人 自動車小売業

(1)8時50分～17時30分 175,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 3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 145人
年2回（前年度実績） 16010-20021811

7人 再生資源卸売業
(1)8時00分～17時00分 183,920円～183,920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　25,000円まで 38人
年2回（前年度実績） 16010-19940111

 黒部市 土日他
2人

富山県富山市上赤江２丁目２番５
０号

076-433-3888 毎　週

1人
富山県富山市高木２０３４ 076-434-3434 その他

16

収集運搬ドライバー（新川支社） 64歳以下 正社員

株式会社　島田商店

076-433-8434 毎　週

15

フロント業務 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

富山日野自動車株式会社  下新川郡入
善町

日祝他

14

機械オペレーター・運搬業務 不問 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　ビート　北陸支店  黒部市 他
1人

富山県富山市新桜町４－２８　朝
日生命富山ビル　４階

 下新川郡朝
日町

他
2人

東京都品川区南大井６丁目２５－
３　いちご大森ビル２Ｆ

03-6436-8972 毎　週

3人
富山県滑川市常盤町３１９ 076-476-6550 毎　週

13

障がい者グループホームのサービ
ス管理責任者／富山朝日町

69歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ソーシャルインクルー　株式会社

076-476-6550 毎　週

12

【請】ロボットオペレーター（Ｙ
ＫＫＡＰ越湖製造所）

64歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　辻建材  黒部市 土日祝他

11

【請】部品ピッキング作業（ＹＫ
ＫＡＰ越湖製造所）

64歳以下 正社員

有限会社　辻建材  黒部市 土日祝他
3人

富山県滑川市常盤町３１９

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市大海寺野５００８ 0765-22-0393 毎　週

1人
富山県黒部市生地中区３３９－５ 0765-57-0321 その他

10

作業員（ダイカストバリ取り） 64歳以下 正社員

有限会社　辻口工業

0765-55-4126 その他

9

袋詰め・箱詰め作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　四十物昆布  黒部市 日祝他

8

支援員及び児童指導員 59歳以下 正社員
交替制あ
り

特定非営利活動法人　わかくさ会  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市大光寺１０１０－１
４

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市荻生８２１ 0765-54-5400 その他

1人
富山県下新川郡入善町新屋２２２
０

0765-78-2383 毎　週

7

薬剤師 69歳以下 正社員
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

0765-65-1180 その他

6

生産全般 35歳以下 正社員

黒部工業　株式会社  下新川郡入
善町

土日他

5

介護員（デイサービスセンター） 不問 正社員以外

社会福祉法人　宇奈月福祉会（特
別養護老人ホーム　おらはうす宇

 黒部市 日他

不問 正社員以外
交替制あ
り

富山県庁  黒部市　他 他

1人
富山県黒部市宇奈月町下立３７

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市住吉字野毛４０９９
－６

0765-24-1661 毎　週

1人
富山県黒部市荻生８２１ 0765-54-5400 毎　週

076-431-4111 毎　週

【先週１週間　１０月　２５日　～　１０月　２９日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

マシニングセンターオペレーター 59歳以下 正社員

栄産業株式会社　魚津工場

076-431-4111 毎　週

3

介護職（デイサービス） 69歳以下 正社員

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 日祝他

2

任期付職員（保育士）

1

任期付職員（福祉指導員） 不問 正社員以外
交替制あ
り

富山県庁

1人
富山県富山市新総曲輪１－７

 黒部市　他 他
2人

富山県富山市新総曲輪１－７

℡ 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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8人 婦人・子供服小売業
(1)9時30分～18時30分 171,000円～188,000円

雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 7人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 218人
年2回（前年度実績） 16010-19943211

4人 労働者派遣業
(1)8時20分～17時00分 193,415円～193,415円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)13時00分～21時40分 3人 雇用・労災・健康・厚生
(3)6時20分～15時00分 実費支給（上限なし）

200人
16010-19948611

4人 労働者派遣業
(1)8時00分～16時45分 185,678円～185,678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（上限なし）

200人
16010-19950711

4人 労働者派遣業
(1)8時00分～16時45分 185,678円～185,678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（上限なし）

200人
16010-19952211

16人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 230,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 16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- 5040011

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30分～17時15分 160,370円～205,030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（上限あり）
月額　18,400円まで 5,898人

16040- 5043911
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 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　15,000円まで 8人
年2回（前年度実績） 16040- 5045711

5人 化学製品卸売業
(1)0時30分～8時30分 170,000円～300,000円

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

(3)16時30分～0時30分 実費支給（上限なし）
50人

年2回（前年度実績） 13040-94671211
129人 病院

(1)8時45分～17時30分 175,000円～185,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～16時45分 104人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)8時15分～17時00分 実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時30分 月額　16,400円まで 129人

年2回（前年度実績） 16040- 5031411
30人 金属素形材製品製造業

(1)7時20分～16時20分 172,200円～213,200円
雇用期間の定めなし (2)6時20分～15時00分 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- 5037711
45人 電気工事業

(1)8時00分～17時00分 181,940円～250,140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　50,000円まで 47人
年2回（前年度実績） 16040- 5038811

110人 旅館，ホテル
(1)8時00分～15時00分 132,000円～140,250円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～23時30分 57人 雇用・労災・健康・厚生
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- 5026611

18人 各種食料品小売業
196,000円～196,000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）

又は14時00分～23時00分 月額　32,000円まで 110人
年2回（前年度実績） 16040- 5028111

8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 171,200円～171,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～17時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～18時00分 実費支給（上限なし）
117人

16040- 5032011
1人 労働者派遣業

(1)6時20分～15時00分 178,174円～178,174円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
50人

16010-19823311
9人 他に分類されない卸売業

(1)8時30分～17時30分 222,000円～316,000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
67人

年2回（前年度実績） 17020- 6045411

1人
石川県小松市向本折町５７－１ 0761-20-2510 その他

076-492-0077 毎　週

32

物品配送（黒部市、富山県内東部
地区）

40歳以下 正社員

昭和電気北陸（株）  黒部市 日祝他

31

部品のピッッキング及び包装作業 不問 有期雇用派遣労働者
変形（1
年単位）

株式会社　ライフワーク北陸  黒部市 土日他
1人

富山県富山市新庄町１５７－１

 魚津市 他
1人

富山県魚津市釈迦堂１丁目１４－
１７

0765-24-1414 その他

3人
富山県黒部市田家新７４２ 0765-54-0099 その他

30

ガソリンスタンドスタッフ 不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

魚津市農業協同組合

0765-24-1222 その他

29

飲食店店員 18歳～44歳 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　さんせん  魚津市 他

28

フロント業務 不問 正社員以外
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

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市中野１番地 0765-54-1250 その他

1人
富山県黒部市飯沢４４４ 0765-57-1188 毎　週

27

倉庫業務 61歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中西電業株式会社

0765-31-6200 毎　週

26

運搬及びプレス加工 64歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　岡島建材  黒部市 土日他

25

人事・労務事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

医療法人　深川病院  魚津市 日祝他

22

観光案内（黒部ツーリズム） 不問 正社員以外

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所  黒部市 他

1人
富山県魚津市東尾崎３４８４－１

 魚津市 他
1人

東京都港区虎ノ門３－１８－１９ 03-3578-7878 その他

1人
富山県魚津市小川寺２６８－５ 0765-31-9025 その他

1人
富山県黒部市吉田２００

 黒部市 他
1人

富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 毎　週

24

ガス精製・圧縮・出荷業務／魚津
市

18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

エア・ウォーター・ハイドロ　株
式会社

0765-54-8066 毎　週

23

汎用フライス工・マシニングセン
ター工

不問 正社員
変形（1
年単位）

コアー技研　株式会社  魚津市 日祝他

21

看護職員 不問 正社員

有限会社　隠居くらぶ

076-433-8434 毎　週

20

ファスナーの受入れ・荷合わせ・
梱包作業

不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　ビート　北陸支店  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

 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

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

19

ファスナーの表面処理の検査作業 不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　ビート　北陸支店

076-492-4010 毎　週

18

部品の入庫・ピッキング・梱包・
出庫

不問 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　ビート　北陸支店  黒部市 土日祝他

17

接客販売（アメリカンスクエアマ
ツヤ魚津店）

59歳以下 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　マツヤ  魚津市 他
1人

富山県富山市掛尾町４７５－１
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18人 その他の専門サービス業
(1)8時00分～17時00分 900円～1,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時30分 16人 雇用・労災
(3)8時30分～12時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 26人
年2回（前年度実績） 16010-20027611

0人 食料・飲料卸売業
(1)8時50分～14時30分 900円～900円

雇用期間の定めなし (2)8時50分～15時30分 0人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

77人
16010-20038711

18人 その他の電気機械器具製造業

882円～1,000円
雇用期間の定めなし 13人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時05分 日額　100円まで 18人

16040- 5053711
12人 経済団体

880円～980円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 11人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～19時15分 月額　8,000円まで 23人

16040- 5056511
180人 病院

(1)8時30分～12時30分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 135人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 180人

16040- 5058011
8人 児童福祉事業

880円～960円
雇用期間の定めなし 8人 労災

実費支給（上限なし）
又は13時30分～18時30分 8人

16040- 5046811
13人 老人福祉・介護事業

(1)9時00分～13時30分 1,100円～1,100円
雇用期間の定めなし 11人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 13人
年2回（前年度実績）20,000円～20,000円 16040- 5048511

9人 病院
(1)5時45分～9時15分 900円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時10分～13時40分 7人 雇用・労災・健康・厚生
(3)10時10分～14時10分 なし

251人
16040- 5049411

14人 その他の飲食料品小売業
(1)22時00分～7時30分 900円～960円

雇用期間の定めなし 9人 労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 14人
年2回（前年度実績）5,000円～30,000円 16040- 5050611

15人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

1,050円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 8人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～22時00分 月額　50,000円まで 23,385人

13070-60242311
8人 再生資源卸売業

(1)8時00分～15時00分 950円～1,050円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災

なし
38人

16010-19942811
11人 その他の飲食料品小売業

(1)16時00分～20時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 10人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 17,729人

16010-19903411
11人 その他の飲食料品小売業

(1)15時00分～20時00分 1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 10人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 17,729人

16010-19904011
1人 その他の職別工事業

(1)8時30分～17時30分 877円～877円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～12時30分 1人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 97人

16010-19832611
28人 畜産農業

(1)8時30分～15時30分 898円～1,122円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 19人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
28人

16040- 5041311
3人 療術業

(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

なし
3人

16040- 5042611

1

介護職（ケアセンター春日の郷） 不問 パート労働者

有限会社　北陸ケアサービス  下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県富山市水橋中村町２５１番
地１

076-479-9701 毎　週

2

健康飲料等の販売サービス 59歳以下 パート労働者

富山ヤクルト販売　株式会社  魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市東流杉２２２ 076-424-8960 毎　週

3

電子部品組立加工 59歳以下 パート労働者

黒部工業　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新屋２２２
０

0765-78-2383 毎　週

4

観光業務全般 不問 パート労働者

一般社団法人　黒部・宇奈月温泉
観光局

 黒部市 他
1人

富山県黒部市若栗３２１２－１ 0765-57-2850 毎　週

5

リハビリ助手 69歳以下 パート労働者

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 日祝他
1人

富山県黒部市荻生８２１ 0765-54-5400 毎　週

6

放課後児童クラブ（学童保育）指
導員

不問 パート労働者

中央チーキーズ　学童保育運営委
員会

 黒部市 日祝他
3人

富山県黒部市植木１１８　黒部市
立中央小学校内

090-2098-
1641

毎　週

7

介護職 69歳以下 パート労働者

特定非営利活動法人　無漏路  魚津市 土他
1人

富山県魚津市吉島５５２番地８ 0765-22-5789 その他

8

調理補助 不問 パート労働者
交替制あ
り

医療法人社団　七徳会  魚津市 他
1人

富山県魚津市友道７８９ 0765-24-7671 毎　週

9

小売販売員（夜間） 18歳以上 パート労働者

合名会社　早川屋（セブンイレブ
ン　富山朝日町月山店）

 下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町字沼割４８
－１

0765-83-0767 毎　週

10

接客・調理（丸亀製麺　黒部店）
＊急募＊

不問 パート労働者

株式会社　丸亀製麺  黒部市 他
3人

東京都渋谷区道玄坂１－２１－１
渋谷ソラスタ１９階

03-4221-8900 その他

11

収集運搬・構内作業（新川支社） 64歳以下 パート労働者

株式会社　島田商店  黒部市 月土日祝
1人

富山県富山市上赤江２丁目２番５
０号

076-433-3888 毎　週

12

調理補員（あさひ総合病院） 不問 パート労働者

株式会社　魚国総本社　北陸支社  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県富山市西大泉１２番地１０
号

076-425-8410 毎　週

13

栄養士又は調理師（あさひ総合病
院）

不問 パート労働者

株式会社　魚国総本社　北陸支社  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県富山市西大泉１２番地１０
号

076-425-8410 毎　週

14

クリーンクルー 不問 パート労働者

株式会社　丸協  魚津市 火
2人

富山県富山市平吹町４－２１ 076-423-3754 なし

15

事務 不問 パート労働者

くろべ牧場まきばの風  黒部市 土日祝他
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

16

アシスタント 不問 パート労働者

南塚接骨院  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市経田中町１－４３ 0765-22-2190 なし
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17人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～12時00分 900円～1,300円

雇用期間の定めなし (2)7時00分～10時00分 15人 労災
(3)12時00分～16時00分 実費支給（上限あり）

月額　15,000円まで 25人
年3回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040- 5044111

4人 建物サービス業
(1)8時00分～15時30分 900円～900円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

150人
年2回（前年度実績）10,000円～60,000円 16040- 5030511

16人 老人福祉・介護事業
1,500円～1,500円

雇用期間の定めなし 16人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は8時30分～17時00分 月額　12,000円まで 33人
16040- 5033311

16人 老人福祉・介護事業
(1)6時00分～8時00分 1,300円～1,500円

雇用期間の定めなし 16人 労災
実費支給（上限あり）
月額　12,000円まで 33人

16040- 5034611
104人 老人福祉・介護事業

(1)13時00分～17時30分 1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～12時00分 76人 労災

(3)8時30分～12時30分 実費支給（上限あり）
月額　22,500円まで 132人

16040- 5035911
5人 電子デバイス製造業

(1)9時00分～15時00分 880円～900円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生

一定額
月額　3,000円まで 5人

16040- 5036111
100人 病院

1,300円～1,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 80人 労災

実費支給（上限あり）
又は17時00分～21時00分 月額　20,000円まで 100人

年2回（前年度実績）60,000円～200,000円 16040- 5039211
15人 書籍・文房具小売業

1,300円～1,500円
雇用期間の定めなし 8人 労災

実費支給（上限あり）
又は2時00分～5時00分の 月額　5,000円まで 98人

年2回（前年度実績）20,000円～50,000円 16040- 5022511
15人 書籍・文房具小売業

(1)1時30分～4時30分 1,300円～1,500円
雇用期間の定めなし 8人 労災

実費支給（上限あり）
月額　3,000円まで 98人
年2回（前年度実績）20,000円～50,000円 16040- 5023411

110人 旅館，ホテル
(1)6時00分～10時00分 900円～1,050円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～22時00分 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- 5024011

110人 旅館，ホテル
(1)7時00分～11時00分 880円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時00分～21時00分 57人 労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 110人

16040- 5025311
30人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

1,050円～1,050円
雇用期間の定めなし 17人 労災

なし
又は8時00分～17時00分 30人

16040- 5027911
24人 その他の物品賃貸業

(1)11時00分～16時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～21時00分 15人 労災

なし
90人

18010-18506711
24人 その他の物品賃貸業

(1)22時45分～0時15分 1,333円～1,333円
雇用期間の定めなし 15人 労災

なし
90人

18010-18530811

17

介護職員「グループホーム　華の
れん」

不問 パート労働者
交替制あ
り

東京堂　株式会社  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町入膳７７９
１－７

0765-32-4870 毎　週

18

日常清掃作業【株式会社ウーケ】 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

土日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

19

看護職員 不問 パート労働者

有限会社　隠居くらぶ  黒部市 土日他
1人

富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 毎　週

20

介護職員 不問 パート労働者

有限会社　隠居くらぶ  黒部市 他
1人

富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 毎　週

21

ホームヘルパー 不問 パート労働者

社会福祉法人　宇奈月福祉会（特
別養護老人ホーム　おらはうす宇

 黒部市 土日他
3人

富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 毎　週

22

電線、ハーネスの加工 59歳以下 パート労働者

有限会社　高木電子工業  魚津市 土日祝他
2人

富山県魚津市吉野７０９－１２
西部企業団地内

0765-24-7415 毎　週

23

正看護師 不問 パート労働者

医療法人社団　秋桜　丸川病院  下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町青島３９６
番地１

0765-72-5150 毎　週

24

新聞配達【黒部販売店　中央店】 18歳以上 パート労働者

北日本新聞　古川販売店  黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月町浦山９６７
－５

0765-65-7002 その他

25

店舗管理業務【黒部販売店　中央
店】

18歳以上 パート労働者

北日本新聞　古川販売店  黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月町浦山９６７
－５

0765-65-7002 毎　週

26

ホールサービススタッフ 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
5人

富山県魚津市天神野新６０００ 0765-24-1222 その他

27

売店スタッフ 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

28

検査員 59歳以下 パート労働者

株式会社　モルデックス  魚津市 土日他
5人

富山県魚津市本新町２８－７ 0765-22-0353 毎　週

29

清掃（パチンコＵＳＡ黒部店） 不問 パート労働者

株式会社　アバスライン  黒部市 他
2人

福井県福井市和田中２丁目１９３
１ 

0776-43-0671 その他

30

閉店清掃（パチンコＵＳＡ黒部
店）

18歳以上 パート労働者

株式会社　アバスライン  黒部市 他
5人

福井県福井市和田中２丁目１９３
１ 

0776-43-0671 毎　週
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