
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

76人 清涼飲料製造業
(1)6時00分～14時00分 160,000円～180,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時00分～22時00分 23人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　19,800円まで 83人

16040- 5985411
6人 その他の金属製品製造業

(1)8時00分～16時45分 180,000円～220,000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 38人
年2回（前年度実績）60,000円～100,000円 16040- 5988611

35人 その他の金属製品製造業
(1)8時00分～16時45分 180,000円～250,000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　10,000円まで 38人
年2回（前年度実績）60,000円～100,000円 16040- 5989911

35人 その他の金属製品製造業
(1)8時00分～16時45分 180,000円～250,000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　10,000円まで 38人
年2回（前年度実績）60,000円～100,000円 16040- 5992211

35人 その他の金属製品製造業
(1)8時00分～16時45分 220,000円～300,000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　10,000円まで 38人

16040- 5993511
6人 その他の金属製品製造業

(1)8時00分～16時45分 180,000円～200,000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 38人

16040- 5994411
0人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 190,000円～220,000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- 7081311

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 15010-39060411

0人 労働者派遣業
(1)9時00分～18時00分 152,760円～168,840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 80人

16020-14047811
7人 その他の専門サービス業

(1)8時30分～17時15分 145,000円～200,000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　14,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040- 5973711

7人 その他の専門サービス業
(1)8時30分～17時15分 147,000円～250,000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　14,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040- 5974811

138人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 170,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 32人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
138人

年2回（前年度実績） 16040- 5975211
10人 自動車整備業

(1)9時00分～18時00分 142,000円～300,000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　28,000円まで 10人
年2回（前年度実績） 16040- 5976511

10人 自動車整備業
(1)9時00分～18時00分 142,000円～300,000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　28,000円まで 10人
年2回（前年度実績） 16040- 5977411

2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 210,000円～420,000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 2人
年2回（前年度実績）500,000円～900,000円 16040- 5978011

40人 その他の電気機械器具製造業

(1)8時15分～17時00分 168,000円～184,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 拠出
月額　40,000円まで 360人

16040- 5979311

14

自動車整備鈑金 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　カーフィールド  黒部市 月祝他

 魚津市 日祝他
3人

富山県魚津市小川寺４７０ 0765-31-7131 その他

2人
富山県黒部市金屋１３６－２ 0765-32-4351 毎　週

入善土地改良区  下新川郡入
善町

土日祝他

1人
富山県黒部市堀切１６７８－１

 黒部市 月祝他
1人

富山県黒部市堀切１６７８－１ 0765-56-6178 その他

1人
富山県魚津市東山１６７－１ 0765-22-5211 その他

16

工場内作業員 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

高槻電器工業株式会社　富山工場
（設備製作工場）

0765-56-6178 その他

15

製缶・配管工・溶接工 30歳以下 正社員

ユウキ工業　株式会社  黒部市 月火他

1人
富山県下新川郡入善町上野７９８
－１

 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７９８
－１

0765-72-2221 毎　週

1人
富山県高岡市大坪町３丁目７－４
０　大坪ビル４Ｆ

0766-24-8413 毎　週

13

自動車整備・修理・車検 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　カーフィールド

0765-72-2221 毎　週

12

現場事務職 34歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　セイキ  魚津市 日他

11

土木技術職 44歳以下 正社員

10

一般事務 40歳以下 正社員

入善土地改良区

025-244-7311 毎　週

9

事務職【トヨックス：調達課】 不問 無期雇用派遣労働者

株式会社　ステップ  黒部市 土日祝

8

土木技術者（現場経験者・魚津
市）

64歳以下 正社員

株式会社　エムエーシー　新潟事
務所

 魚津市 土日祝他

64歳以下 正社員

株式会社　バンテクニカ  魚津市 土日他

3人
新潟県新潟市中央区東大通２－２
－９－７０８

 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

3人
富山県魚津市西尾崎３８３ 0765-32-5666 毎　週

 魚津市 土日他

1人
富山県魚津市西尾崎３８３

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市西尾崎３８３ 0765-32-5666 毎　週

1人
富山県魚津市西尾崎３８３ 0765-32-5666 毎　週

7

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

0765-32-5666 毎　週

6

梱包・出荷 64歳以下 正社員

株式会社　バンテクニカ  魚津市 土日他

5

塗装工

 下新川郡朝
日町

日他
2人

富山県下新川郡朝日町平柳５００ 0765-82-1133 その他

【先週１週間　１２月　６日　～　１２月　１０日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

溶接スタッフ 35歳以下 正社員

株式会社　バンテクニカ

0765-32-5666 毎　週

3

設計・ＣＡＤ・ＣＡＭオペレー
ター

64歳以下 正社員

株式会社　バンテクニカ  魚津市 土日他

2

配送 64歳以下 正社員

株式会社　バンテクニカ

1

飲料製造業 18歳～40歳 正社員以外
変形（1
年単位）

ニットービバレッジ　株式会社

1人
富山県魚津市西尾崎３８３

℡ 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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（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。
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◎ 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。

39人 児童福祉事業
(1)7時00分～15時45分 163,500円～183,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時00分 38人 雇用・労災・健康・厚生
(3)10時15分～19時00分 実費支給（上限あり）
又は7時00分～19時00分 月額　55,000円まで 74人

年2回（前年度実績） 16040- 5980111
39人 児童福祉事業

(1)7時00分～15時45分 197,340円～290,440円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 38人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時15分～20時00分 実費支給（上限あり）
又は7時00分～20時00分 月額　55,000円まで 74人

年2回（前年度実績） 16040- 5982811
5人 農耕用品小売業

(1)8時00分～17時00分 213,500円～253,500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（上限なし）
13人

年2回（前年度実績） 16040- 5983211
5人 農耕用品小売業

(1)8時00分～17時00分 152,000円～152,000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（上限なし）
13人

年2回（前年度実績）30,000円～50,000円 16040- 5984511
3人 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)10時00分～19時00分 202,650円～238,650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　50,000円まで 4,626人
年2回（前年度実績）535,500円～535,500円 22010-29424211

1人 無機化学工業製品製造業
250,000円～340,000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 72人
年2回（前年度実績） 13070-69938911

5人 その他の織物・衣服・身の回り品小売業

(1)9時00分～18時00分 180,000円～310,000円
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 厚生
月額　40,000円まで 81人
年1回（前年度実績）0円～350,000円 16010-23068111

4人 その他の織物・衣服・身の回り品小売業

(1)9時30分～18時30分 180,000円～310,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 厚生
日額　40,000円まで 81人
年1回（前年度実績）0円～350,000円 16010-23106911

32人 情報処理・提供サービス業
(1)9時00分～17時30分 235,000円～355,000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（上限なし）
193人

年2回（前年度実績） 16010-23130911
56人 職業紹介業

(1)6時30分～16時30分 196,560円～196,560円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)18時30分～4時30分 7人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　100,000円まで 15,000人

16010-22947411
56人 職業紹介業

(1)8時20分～17時20分 210,080円～210,080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

実費支給（上限あり）
月額　100,000円まで 15,000人

16010-22956011
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） 16010-22967611

38人 採石業，砂・砂利・玉石採取業

(1)7時45分～17時00分 250,000円～310,000円
雇用期間の定めなし (2)7時45分～16時30分 12人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　6,700円まで 38人
年2回（前年度実績）200,000円～500,000円 16040- 5961311

38人 採石業，砂・砂利・玉石採取業

(1)7時45分～17時00分 250,000円～380,000円
雇用期間の定めなし (2)7時45分～16時30分 12人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　6,700円まで 38人
年2回（前年度実績）300,000円～700,000円 16040- 5962611

8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 161,070円～176,410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　5,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040- 5964111

120人 病院
(1)9時00分～17時00分 174,500円～214,500円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～12時45分 100人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時45分～9時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　100,000円まで 780人
年2回（前年度実績） 16040- 5965711

32

介護職員 64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　友愛病院会　黒部
温泉病院

 黒部市 他

変形（1
年単位）

夏野土木工業　株式会社  黒部市 日他

2人
富山県黒部市窪野９２９

 黒部市 土日他
1人

富山県黒部市生地芦崎字下浦３３
２－１９

0765-56-8184 毎　週

2人
富山県黒部市荒俣２１０７ 0765-56-8396 その他

0765-52-4655 その他

2人
富山県黒部市荒俣２１０７

 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

10人
富山県富山市新桜町４－２８　朝
日生命富山ビル３階

076-471-7061 毎　週

31

部品のピッキング及び出荷作業
【黒部製造所】

69歳以下 正社員

有限会社　村宗

0765-56-8396 その他

30

土木技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

夏野土木工業　株式会社  黒部市 日他

29

土木作業員 59歳以下 正社員

28

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

076-471-7061 毎　週

27

住宅用の浴室ドアの組立・梱包な
ど

不問 正社員以外

日総工産　株式会社　富山サテラ
イト

 黒部市 土日祝

26

住宅用の浴室ドアの組立・梱包な
ど

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

日総工産　株式会社　富山サテラ
イト

 黒部市 日他

23

メガネハウス／販売（入善店） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　メガネハウス  下新川郡入
善町

他

10人
富山県富山市新桜町４－２８　朝
日生命富山ビル３階

 魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市本町３－２５　富山
本町ビル５階

076-444-5546 毎　週

2人
富山県富山市上飯野３８－１ 076-482-3685 その他

明石農機販売株式会社  下新川郡入
善町

土日祝他

1人
富山県富山市上飯野３８－１

 魚津市 日他
1人

東京都渋谷区広尾１－４－６ 03-3444-0233 その他

1人
静岡県静岡市葵区伝馬町８－６ 054-275-5011 その他

25

システムエンジニア 59歳以下 正社員

株式会社　ディー・オー・エス
富山営業所

076-482-3685 その他

24

メガネハウス／販売（黒部店） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　メガネハウス  黒部市 他

1人
富山県魚津市友道２２７０

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県魚津市友道２２７０ 0765-24-0696 その他

1人
富山県魚津市吉島１３２ 0765-22-6351 その他

22

【高圧・特殊ガス営業管理職】
（所長補佐）／魚津出張所

66歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

高千穂化学工業株式会社

0765-24-0696 毎　週

21

店舗スタッフ（正社員）／魚津市 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　メガネトップ　（眼鏡
市場・アルク・レンズスタイル・

 魚津市 他

20

一般事務 59歳以下 正社員以外

19

農業機械全般の修理・販売 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

明石農機販売株式会社

0765-22-6351 その他

18

保育士 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

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 日祝他

17

保育士 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

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 日祝他
1人

富山県魚津市吉島１３２
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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　１２月　６日　～　１２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。

120人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 166,000円～220,000円

雇用期間の定めなし (2)16時30分～9時30分 98人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)7時00分～15時45分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　35,000円まで 1,000人
年2回（前年度実績） 16040- 5972111

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30分～17時20分 170,000円～180,000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（上限あり） 拠出
月額　30,000円まで 56人
年2回（前年度実績） 16040- 5953311

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- 5955911

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- 5957711

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
年2回（前年度実績） 16040- 5958811

74人 病院
(1)8時30分～17時00分 190,000円～340,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時00分 67人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
74人

年2回（前年度実績） 16040- 5959211
74人 病院

(1)8時30分～17時00分 190,000円～340,000円
雇用期間の定めなし 67人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
74人

年2回（前年度実績） 16040- 5960011
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 36人

年2回（前年度実績） 16020-13891411
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 36人

年2回（前年度実績） 16020-13892011
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） 16020-13893311

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） 16020-13894611

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） 16020-13896111

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） 16020-13898811
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） 16020-13900111

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） 16020-13903211

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） 16020-13905411

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

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

0766-54-6346 その他

48

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

47

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

46

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

0766-54-6346 その他

45

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

44

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  下新川郡入
善町

他

41

介護職員（日勤のみ）【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

交替制あ
り

医療法人社団仁敬会　入善セント
ラル病院

 下新川郡入
善町

日祝他

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

1人
富山県下新川郡入善町入膳３３４
５－２

0765-72-5555 その他

43

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

0766-54-6346 その他

42

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

1人
富山県下新川郡入善町入膳３３４
５－２

 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

2人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

40

介護職員（日勤のみ）【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

0765-72-5555 その他

39

看護師・准看護師【美容皮膚科】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団仁敬会　入善セント
ラル病院

 下新川郡入
善町

日祝他

38

看護師・准看護師【外来】 59歳以下 正社員

37

保育士 不問 正社員

株式会社　ＫＵＲＯＢＥ　Ｆｉｖ
ｅ－Ｏ

0765-72-5770 毎　週

36

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

35

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

富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

 魚津市 日祝
2人

富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-22-0939 その他

3人
富山県下新川郡入善町小杉６４番
地

0765-78-2500 その他

34

アルミサッシの組立、配達業務 61歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　アイザック・ユー

33

介護職 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　藤聖会　入善老人
保健施設　こぶしの庭

 下新川郡入
善町

他

3／7ページ



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。

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） 16020-13914411

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） 16020-13915011

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- 3730011

19人 旅館，ホテル
(1)8時45分～19時15分 260,600円～320,000円

雇用期間の定めなし (2)19時00分～9時00分 12人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　45,000円まで 2,201人
年2回（前年度実績） 24010-13595311

5人 労働者派遣業
(1)8時00分～16時50分 238,514円～238,514円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)12時00分～20時50分 0人 雇用・労災・健康・厚生
(3)21時00分～5時50分 実費支給（上限なし）

190人
16010-22781911

44人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 160,100円～160,100円

雇用期間の定めなし (2)10時30分～20時00分 39人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～9時00分 実費支給（上限あり）

月額　50,000円まで 97,000人
年3回（前年度実績）0円～1,214,216円 16010-22836611

4人 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)9時00分～18時00分 280,000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（上限なし）
200人

年2回（前年度実績） 16010-22867411
89人 都道府県機関

(1)8時30分～17時15分 150,600円～182,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 25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） 16010-22876011

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） 16010-22883511

4人 写真機・時計・眼鏡小売業
(1)9時00分～18時00分 185,000円～300,000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（上限なし）
200人

年2回（前年度実績） 16010-22889111
4人 自動車整備業

(1)8時30分～17時00分 172,500円～258,000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）
月額　7,000円まで 4人
年2回（前年度実績）100,000円～ 16040- 5931111

58人 冠婚葬祭業
(1)19時00分～7時00分 153,000円～153,000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・財形

実費支給（上限あり）
又は20時00分～8時00分 月額　8,500円まで 508人

16040- 5932711
3人 畜産農業

(1)8時00分～17時00分 200,000円～240,000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　4,000円まで 3人
年2回（前年度実績）360,000円～360,000円 16040- 5933811

14人 老人福祉・介護事業
(1)9時00分～18時00分 196,000円～206,000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）

16人
年2回（前年度実績） 16040- 5937011

3人 一般診療所
(1)8時30分～18時30分 150,000円～190,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～18時00分 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 3人
年2回（前年度実績） 16040- 5939611

8人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 160,000円～300,000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 8人
年2回（前年度実績） 16040- 5941211

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島２－７０１－２ 0765-22-0688 その他

1人
富山県魚津市吉島１丁目７０６番
地

0765-23-6060 毎　週

64

建築設計・工事監理技術者 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　大杉建設工業

0765-32-5363 その他

63

受付事務兼看護補助 35歳以下 正社員

かごうら皮ふ科クリニック  魚津市 木日祝

62

ケアマネージャー／介護補助 64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

特定非営利活動法人　木ここち  黒部市 他

59

自動車整備士 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　小西モータース　（新
車市場　魚津店）

 魚津市 日祝他

1人
富山県黒部市立野１２９－１

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市荻生１３７３ 0765-54-3301 その他

2人
富山県魚津市大光寺坊丸１３２３
－２

0765-22-3330 その他

富山県庁  魚津市 土日祝

2人
富山県魚津市相木２８４－１

 魚津市　他 他
1人

富山県富山市総曲輪３丁目２－２
９

076-423-5860 その他

2人
富山県富山市呉羽町７２７１－１ 076-436-5154 その他

61

農作業 44歳以下 正社員

有限会社　稲田農産

0765-22-0063 その他

60

テレフォンオペレーター 18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

オークス株式会社　新川支社  魚津市 他

1人
富山県富山市新総曲輪１－７

 魚津市　他 他
1人

富山県富山市総曲輪３丁目２－２
９

076-423-5860 その他

1人
富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階 

076-442-2888 その他

58

店頭販売（滑川店、魚津店、黒部
店）

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　メガネのハラダ

076-431-4111 毎　週

57

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

56

農業土木（産育休代替職員　新川
農林振興センター）

不問 正社員以外

55

メガネアドバイザー（滑川店、魚
津店、黒部店）

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　メガネのハラダ

076-433-8434 毎　週

54

グループホーム介護員／ニチイケ
アセンター黒部

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 黒部市 他

53

自動車部品の機械オペレーター・
製品検査

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  下新川郡入
善町

土日祝他

50

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  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

 魚津市 他
1人

三重県四日市市鵜の森１－４－２
８ 

059-351-3416 その他

1人
富山県滑川市上小泉３５ 076-475-0760 その他

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

52

【店舗マネージャー】ベストイン
魚津

18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　グリーンズ

0766-54-6346 その他

51

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
交替制あ
り

丸三商事　株式会社  魚津市 他

49

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
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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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（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。
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その際はあしからずご了承ください。

34人 児童福祉事業
(1)7時00分～15時30分 164,800円～230,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 32人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時00分～17時30分 実費支給（上限あり）

月額　31,600円まで 34人
年2回（前年度実績） 16040- 5944011

9人 その他の専門サービス業
(1)8時30分～17時15分 150,000円～200,000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　8,000円まで 9人
年2回（前年度実績） 16040- 5945311

36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 142,710円～180,900円
雇用期間の定めなし 12人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
又は8時20分～21時00分 月額　5,000円まで 72人

年2回（前年度実績） 16040- 5946611
36人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)6時20分～15時00分 172,860円～190,950円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時40分 12人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)21時30分～6時30分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　5,000円まで 72人
年2回（前年度実績） 16040- 5947911

10人 鮮魚小売業
(1)7時00分～16時00分 160,000円～180,000円

雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　4,000円まで 13人
年2回（前年度実績） 16040- 5948111

45人 スポーツ施設提供業
(1)7時00分～16時30分 170,000円～210,000円

雇用期間の定めなし 32人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

又は5時00分～19時00分 50人
年2回（前年度実績） 16040- 5949711

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- 3668011

2人 その他の飲食料品小売業
236,000円～236,000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）

又は5時00分～18時00分 月額　10,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16070- 3687611

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- 3690211

0人 出版業
(1)9時00分～17時00分 900円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 労災
なし

30人
13080-77215011

16人 医薬品・化粧品小売業
877円～927円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 10人 労災
実費支給（上限あり）

又は9時00分～0時00分の 月額　100,000円まで 19,413人
16020-14052911

3人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時30分～17時00分 880円～1,400円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時45分 3人 労災

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 3人

16040- 5990711
0人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時00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- 7082611
39人 児童福祉事業

935円～1,131円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 38人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～18時00分 月額　55,000円まで 74人

16040- 5981711
13人 自動車・同附属品製造業

(1)9時00分～15時00分 877円～877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- 5963911
120人 病院

(1)17時30分～19時30分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 100人 労災

実費支給（上限あり）
月額　100,000円まで 780人

16040- 5966811

076-475-0341 その他

73

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

076-471-0211 その他

72

営業員（黒部配送センター） 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　サンフーズ  黒部市 日他

71

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

 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
富山県滑川市上小泉２１８３番地

68

アルミ建材製品の加工及び設備オ
ペレーター業務

59歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　開澤アルミ  黒部市 土日祝他

1人
富山県滑川市大島５３０

 魚津市 他
1人

富山県魚津市小川寺１００４ 0765-32-8211 その他

1人
富山県魚津市東町１８番１６号 0765-24-3877 その他

交替制あ
り

社会福祉法人　吉島保育園  魚津市 日祝他

2人
富山県黒部市中新５７３－１

 黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市中新５７３－１ 0765-52-1793 毎　週

1人
富山県黒部市三日市１３５５番地
１

0765-52-0262 毎　週

70

コース管理作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

魚津観光開発　株式会社（魚津国
際カントリークラブ）

0765-52-1793 毎　週

69

カニ加工（ボイル・選別・箱入
れ）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　魚政魚問屋  魚津市 日他

1人
富山県魚津市吉島７２９

67

部品付け・検査 59歳以下 正社員

有限会社　開澤アルミ

0765-22-0802 その他

66

事務職 40歳以下 正社員

黒部川左岸土地改良区  黒部市 土日祝他

65

保育士 59歳以下 正社員

2

ドラッグストアでの販売（魚津住
吉店）

不問 パート労働者

ウエルシア薬局株式会社　富山・
石川営業所

 魚津市 他
2人

富山県高岡市昭和町１丁目２－６ 0120-712-533 毎　週

1

【１２／２４書類必着】宣伝業務
／富山県全域（直行直帰）

不問 パート労働者

株式会社　明治書院  魚津市　他 土日祝他
1人

東京都新宿区大久保１－１－７
高木ビル２階

03-5292-0117 毎　週

4

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

3

介護職 不問 パート労働者

株式会社　りぼん  下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳３７７
４－４

0765-74-1554 毎　週

6

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
1人

富山県下新川郡入善町上野１６９
１－１１

0765-72-5133 毎　週

5

保育士 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

7

厨房内作業員 不問 パート労働者

医療法人社団　友愛病院会　黒部
温泉病院

 黒部市 他
1人

富山県黒部市窪野９２９ 0765-52-4655 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　１２月　６日　～　１２月　１０日に受理】
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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。
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◎ 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。

77人 郵便局
(1)10時30分～16時15分 980円～980円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 23人 労災
実費支給（上限あり）
日額　2,600円まで 133人

16040- 5967211
28人 旅館，ホテル

(1)6時00分～10時00分 980円～1,050円
雇用期間の定めなし 15人 労災・財形

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 28人

16040- 5968511
28人 旅館，ホテル

(1)9時00分～13時30分 980円～1,000円
雇用期間の定めなし 15人 雇用・労災・財形

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 28人

16040- 5969411
33人 旅館，ホテル

(1)5時30分～11時00分 1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時00分～11時00分 30人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 15,600人

16040- 5970611
1人 建物サービス業

(1)8時30分～12時30分 900円～900円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～13時00分 1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）5,000円～50,000円 16040- 5952011

367人 病院
(1)8時15分～16時45分 900円～900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- 5954611

6人 建物サービス業
1,000円～1,000円

雇用期間の定めなし 6人 労災
実費支給（上限なし）

又は8時30分～15時00分 150人
年2回（前年度実績）10,000円～60,000円 16040- 5956111

0人 建物サービス業
(1)8時30分～11時30分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0人 労災
実費支給（上限あり）
月額　3,000円まで 113人

16010-22960711
2人 建物サービス業

(1)9時30分～15時15分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 労災

なし
204人

16010-22972411
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） 16020-13895911
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 16020-13899211

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） 16020-13901711

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） 16020-13907311
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 16020-13909911

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 16020-13911811

20人 老人福祉・介護事業
(1)19時00分～7時30分 1,578円～1,578円

雇用期間の定めなし 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 16020-13912211

8

ドライブスルー（年賀はがきの受
け取り）

不問 パート労働者

日本郵便株式会社　郵便事業総本
部　魚津郵便局

 魚津市 他
7人

富山県魚津市本江字中の坪１００
７

0765-22-0300 その他

10

浴場清掃業務 59歳以下 パート労働者

有限会社　桃源　（ホテル桃源）  黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２２－１ 0765-62-1131 その他

9

朝食スタッフ 59歳以下 パート労働者

有限会社　桃源　（ホテル桃源）  黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２２－１ 0765-62-1131 毎　週

12

日常清掃作業【黒部名水（株）】 64歳以下 パート労働者

株式会社　新川ビルサービス  黒部市 日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

11

レストラン朝食係 不問 パート労働者
交替制あ
り

ルートインジャパン株式会社
（ルートイン魚津）

 魚津市 他
1人

富山県魚津市上村木２－３－３９ 0765-22-7411 毎　週

14

日常清掃作業【マークホテル】 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

他
2人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

13

地域連携室事務員 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

16

清掃員（魚津駅） 不問 パート労働者

株式会社　石橋  魚津市 他
1人

富山県富山市草島１５－１４ 076-435-1145 毎　週

15

クリーンクルー 不問 パート労働者

フジクリーンサービス  魚津市
火水金土
日祝他

1人
富山県富山市向新庄１３５３－６ 076-420-7815 毎　週

18

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

17

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

20

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

19

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

22

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

21

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

23

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
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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　１２月　６日　～　１２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)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） 16020-13913511
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

13040-11557112
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 16010-22789311

44人 老人福祉・介護事業
(1)16時00分～9時00分 960円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 39人 労災
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 97,000人

16010-22818411
44人 老人福祉・介護事業

(1)7時45分～12時15分 995円～995円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時45分～17時15分 39人 雇用・労災

(3)7時45分～16時45分 実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 97,000人

16010-22826411
5人 老人福祉・介護事業

1,145円～1,345円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 雇用・労災・健康・厚生

なし
又は7時00分～20時00分 97,000人

16010-22829611
44人 老人福祉・介護事業

1,145円～1,345円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 39人 雇用・労災・健康・厚生

なし
又は7時00分～20時00分 97,000人

16010-22832511
44人 老人福祉・介護事業

1,035円～1,155円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 39人 労災

実費支給（上限なし）
又は9時00分～18時00分 97,000人

16010-22835311
3人 建物サービス業

(1)8時20分～12時20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）
月額　10,000円まで 520人

16010-22841411
8人 建物サービス業

(1)13時00分～17時00分 880円～900円
雇用期間の定めなし 8人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 223人

16040- 5929011
68人 その他の飲食料品小売業

(1)21時00分～6時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)22時00分～7時00分 40人 労災

実費支給（上限あり）
月額　16,800円まで 164人

16040- 5930911
6人 その他の生産用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～16時00分 880円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～15時00分 月額　20,000円まで 6人

16040- 5934211
14人 老人福祉・介護事業

(1)16時00分～19時00分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 12人 労災

実費支給（上限なし）
16人

16040- 5938311
20人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～12時30分 880円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 16人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
44人

16040- 5940811
34人 児童福祉事業

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 32人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時00分 月額　13,400円まで 34人

年2回（前年度実績）3,000円～15,000円 16040- 5943411

24

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

26

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  魚津市 他
3人

富山県富山市金屋２７１５－１０ 076-443-5455 毎　週

25

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
1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

28

通所介護スタッフ／ニチイケアセ
ンター黒部

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 黒部市 日他
2人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階 

076-442-2888 その他

27

夜勤専従グループホーム介護員／
ニチイケアセンター黒部

不問 パート労働者

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 黒部市 他
2人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階 

076-442-2888 毎　週

30

訪問介護員／ニチイケアセンター
黒部

不問 パート労働者

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 黒部市 他
2人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階 

076-442-2888 その他

29

訪問介護員／ニチイケアセンター
とまり

不問 パート労働者

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 下新川郡朝
日町

他
2人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階 

076-442-2888 その他

32

清掃スタッフ（午前中のみ土日休
み・一人作業での勤務です）

不問 パート労働者

株式会社　バロン  黒部市 土日祝
1人

富山県富山市北代５２９８ 076-434-1881 毎　週

31

家事代行スタッフ／ニチイケアセ
ンター黒部

不問 パート労働者

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 黒部市 他
1人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階 

076-442-2888 その他

34

フードコート店員（夜間） 18歳以上 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ホテルニューオータニ
高岡　（有磯海サービスエリア下

 魚津市 他
1人

富山県魚津市湯上８４８ 0765-22-3356 毎　週

33

清掃・リネンサービス【特別養護
老人ホーム越之湖】

不問 パート労働者

株式会社　谷口美装  黒部市 他
1人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週

36

調理・配膳係 不問 パート労働者

特定非営利活動法人　木ここち  黒部市
火水木金
日他

1人
富山県黒部市立野１２９－１ 0765-32-5363 毎　週

35

機械組立補助 不問 パート労働者

株式会社　Ｄ－Ｆａｃｔｏｒｙ  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町泊２６０ 0765-32-4021 毎　週

38

看護師 不問 パート労働者

社会福祉法人　吉島保育園  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉島７２９ 0765-22-0802 毎　週

37

清掃 不問 パート労働者

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
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