
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

48人 都道府県機関
(1)8時15分～16時45分 206,800円～254,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 20人 雇用・公災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 48人

16010-23957811
18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 11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

16010-23962911
18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 11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

16010-23967511
27人 一般貨物自動車運送業

172,000円～215,000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）
又は5時00分～17時00分 月額　31,600円まで 27人

年2回（前年度実績）50,000円～250,000円 16040- 6123511
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00分～16時45分 200,638円～267,576円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時10分～0時50分 1,147人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時10分～8時50分 実費支給（上限なし）
5,898人

16040- 6125011
6人 歯科診療所

(1)8時30分～18時00分 182,370円～202,370円
雇用期間の定めなし (2)9時30分～19時00分 6人 雇用・労災・健康

実費支給（上限あり）
月額　6,500円まで 6人
年2回（前年度実績） 16040- 6126311

16人 老人福祉・介護事業
(1)8時00分～17時00分 149,000円～171,000円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時00分 16人 雇用・労災・健康・厚生
(3)17時00分～9時00分 実費支給（上限あり）

月額　12,500円まで 26人
年2回（前年度実績） 16040- 6127611

6人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 275,000円～368,000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　15,000円まで 6人
年2回（前年度実績） 16040- 6128911

12人 労働者派遣業
(1)8時00分～17時00分 168,000円～192,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～2時00分 10人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　14,000円まで 105人

16040- 6129111
2人 労働者派遣業

(1)8時20分～17時00分 168,740円～176,410円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　14,000円まで 105人

16040- 6130211
3人 労働者派遣業

(1)8時00分～16時50分 227,070円～234,900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)21時00分～5時50分 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　14,000円まで 105人

16040- 6131511
180人 病院

(1)8時30分～17時30分 236,500円～271,400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）
又は9時00分～18時00分 月額　20,000円まで 180人

年2回（前年度実績） 16040- 6110111
180人 病院

(1)8時00分～17時00分 200,000円～281,900円
雇用期間の定めなし (2)16時30分～8時30分 135人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時00分～19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- 6111711

32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 250,000円～280,000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　30,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16040- 6114511

19人 金属素形材製品製造業
(1)8時00分～16時45分 154,700円～221,000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（上限なし） 拠出
19人

年2回（前年度実績）300,000円～700,000円 16040- 6115411
80人 旅館，ホテル

(1)7時30分～16時00分 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)13時30分～22時00分 52人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
80人

16040- 6116011

12

看護師・准看護師（外来） 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

2人
富山県黒部市荻生８２１

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市荻生８２１ 0765-54-5400 毎　週

【１２月　２０日　～　１２月　２８日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

15

一般事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　高山鉄工所

0765-54-5400 その他

14

研磨加工（平面研磨・成型研磨・
円筒研磨のいずれか経験者）

30歳～39歳 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山口技研  下新川郡入
善町

土日

13

正看護師・准看護師（病棟業務） 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

 黒部市 他

1人
富山県下新川郡入善町舟見１６７
７番地１

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市沓掛４３９８ 0765-52-3230 その他

1人
富山県下新川郡入善町道古１８３ 0765-72-4344 その他

0765-78-2525 その他

16

設備管理 64歳以下 正社員
交替制あ
り

入善里山観光開発株式会社（バー
デン明日）

 下新川郡入
善町

他

1

臨時的任用講師 不問 正社員以外

東部教育事務所  魚津市　他 土日祝
15人

富山県富山市舟橋北町４－１９
森林水産会館内

076-444-4568 毎　週

2

ファスナーの自動繋ぎ機の運転・
検査

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

富山県富山市大手町３番９号 
アジェスビル１Ｆ

0120-932-415 毎　週

3

ファスナーの半自動機の運転操作 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

富山県富山市大手町３番９号 
アジェスビル１Ｆ

0120-932-415 毎　週

4

大型運転手（地場） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

高東興業　株式会社  黒部市 日祝
1人

富山県黒部市荒俣４４ 0765-56-8850 その他

5

ファスナー製造 18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所  黒部市 日他
30人

富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8066 その他

6

歯科助手 不問 正社員
交替制あ
り

奥川歯科医院  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市金浦町４－１６ 0765-22-0090 その他

7

介護職 64歳以下 正社員
交替制あ
り

特定非営利活動法人　パートナー  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町上野１６７
２

0765-74-2072 その他

8

現場施工管理技士 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

蛭谷建設工業　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蛭谷４３６ 0765-84-8828 その他

9

ゴム製品に携わる製造業務 18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社アイティ興産  下新川郡入
善町

土日他
3人

富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136 その他

10

建材部品の加工、仕上げ、検査 不問 有期雇用派遣労働者

株式会社アイティ興産  黒部市 土日
1人

富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136 その他

11

自動車部品の検査、仕上げ業務 18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社アイティ興産  下新川郡入
善町

土日
1人

富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136 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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16人 自動車整備業
(1)8時30分～18時00分 250,000円～450,000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- 6117311

4人 食料・飲料卸売業
(1)6時45分～11時15分 170,000円～190,000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- 6118611
27人 食料・飲料卸売業

(1)8時30分～17時30分 180,000円～220,000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- 6120711

27人 食料・飲料卸売業
165,000円～180,000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）

又は8時00分～17時30分 月額　15,000円まで 32人
年2回（前年度実績）100,000円～250,000円 16040- 6121811

20人 自動車小売業
(1)9時30分～18時00分 164,120円～225,260円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 1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 491人

17080- 9773511
7人 自動車整備業

(1)8時30分～17時30分 181,800円～202,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
7人

16040- 6102111
18人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 260,000円～360,000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　25,000円まで 18人
年2回（前年度実績） 16040- 6103711

18人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 250,000円～360,000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　25,000円まで 18人
年2回（前年度実績） 16040- 6104811

32人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 172,700円～172,700円

雇用期間の定めなし 31人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 32人
年2回（前年度実績） 16040- 6106511

12人 労働者派遣業
(1)8時20分～17時00分 204,080円～204,080円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時20分～1時00分 2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　15,000円まで 17,700人
16040- 6107411

30人 労働者派遣業
(1)8時20分～17時00分 204,080円～204,080円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時20分～1時00分 12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　15,000円まで 17,700人
16040- 6108011

7人 一般診療所
(1)8時30分～18時00分 155,000円～167,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時10分 7人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時30分～12時30分 実費支給（上限あり）

月額　5,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040- 6109311

9人 医薬品・化粧品等卸売業
(1)8時30分～17時30分 150,000円～165,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)7時30分～16時30分 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
422人

年2回（前年度実績） 17010-27789011
3人 他に分類されない卸売業

(1)9時30分～18時30分 280,000円～330,000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） 厚生
又は9時00分～20時00分 月額　30,000円まで 184人

年2回（前年度実績） 23130- 7653511
3人 他に分類されない卸売業

(1)9時30分～18時30分 227,000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） 厚生
又は9時00分～20時00分 月額　30,000円まで 184人

年2回（前年度実績） 23130- 7654411
30人 加工紙製造業

(1)8時30分～17時00分 153,000円～185,000円
雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 30人
年2回（前年度実績） 16040- 6092511

18

販売員 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　あいば食品

17

営業 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　魚津鈑金  魚津市 日祝

2人
富山県下新川郡入善町舟見７１８

 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

1人
富山県魚津市吉島４４２５－１ 0765-24-4518 その他

21

整備士（サービスエンジニア）
（富山）

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　北陸マツダ

0765-78-2200 その他

20

製造業務及び製品の梱包業務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　あいば食品  下新川郡入
善町

日他

19

営業職（ルートセールス） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　あいば食品  下新川郡入
善町

水他

1人
富山県黒部市荻生４４３９

 魚津市　他 火他
1人

石川県野々市市横宮町３－１ 076-248-1120 その他

2人
富山県下新川郡入善町舟見７１８ 0765-78-2200 その他

24

建設作業員 不問 正社員
変形（1
年単位）

山形建鐵　株式会社

0765-54-3370 毎　週

23

土木技術者 不問 正社員
変形（1
年単位）

山形建鐵　株式会社  魚津市 日祝他

22

自動車整備士 不問 正社員

有限会社　クロベモータース  黒部市 土日祝他

1人
富山県下新川郡入善町上野２７９
３－１　入善町健康交流プラザ

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市袋１０３－２ 0765-24-2882 毎　週

2人
富山県魚津市袋１０３－２ 0765-24-2882 毎　週

27

製造職【ＹＫＫＡＰ（株）黒部製
造所】

18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

0765-72-5686 毎　週

26

製造職【ＹＫＫＡＰ（株）黒部荻
生製造所】

18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 黒部市 土日祝他

25

介護支援専門員 59歳以下 正社員

社会福祉法人　入善町社会福祉協
議会

 下新川郡入
善町

土日祝他

1人
富山県黒部市新牧野１７６

 黒部市 他
3人

富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

3人
富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

30

総合職　買取専門ショップの査定
スタッフ（黒部店）

45歳以下 正社員
変形（1
年単位）

モノ・ループ株式会社

0765-52-5870 その他

29

配送業務・入出庫作業（東山事務
所）

不問 正社員以外
フレック
ス

明祥　株式会社  魚津市 土日祝他

28

医療事務　医療介助 不問 正社員

医療法人社団　大橋クリニック  黒部市 日祝

2人
愛知県江南市古知野町朝日１４３ 
駅前第一ビル１０６

 黒部市 他
2人

愛知県江南市古知野町朝日１４３ 
駅前第一ビル１０６

0587-53-6606 その他

1人
石川県金沢市無量寺町ハ１番地 076-266-4141 毎　週

0587-53-6606 その他

32

印刷機オペレーター 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

黒部紙業　株式会社  黒部市 日他

31

地域限定　買取専門ショップの査
定スタッフ（黒部店）

45歳以下 正社員
変形（1
年単位）

モノ・ループ株式会社  黒部市 他

1人
富山県黒部市石田１１６８－２１ 0765-52-0532 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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賃金
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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。

◎ 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。

14人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 204,480円～255,600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　5,000円まで 14人

16040- 6095311
189人 電子応用装置製造業

(1)8時30分～17時30分 200,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～15時00分 53人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　100,000円まで 357人
年2回（前年度実績） 16040- 6096611

17人 労働者派遣業
(1)8時30分～20時30分 204,750円～204,750円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)20時30分～8時30分 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 17,700人

16040- 6099711
677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 202,500円～202,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時00分～0時40分 65人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時00分～8時40分 実費支給（上限あり）
月額　19,600円まで 12,900人

16040- 6088311
9人 一般貨物自動車運送業

(1)8時00分～17時00分 180,000円～220,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　16,275円まで 9人
年2回（前年度実績） 16040- 6091211

16人 労働者派遣業
(1)8時30分～17時15分 265,200円～265,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 5人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 17,700人

16040- 6065111
12人 労働者派遣業

(1)8時20分～17時00分 204,080円～204,080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　15,000円まで 17,700人

16040- 6066711
5人 労働者派遣業

(1)9時00分～18時00分 220,000円～250,000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　15,000円まで 17,700人
年2回（前年度実績） 16040- 6067811

5人 労働者派遣業
(1)9時00分～18時00分 220,000円～250,000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　15,000円まで 17,700人
年2回（前年度実績） 16040- 6068211

5人 労働者派遣業
(1)9時00分～18時00分 220,000円～285,000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　15,000円まで 17,700人
年2回（前年度実績） 16040- 6069511

6人 建物サービス業
(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)8時00分～12時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 25人
年2回（前年度実績） 16040- 6072911

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- 6075811

20人 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

(1)8時00分～16時45分 250,000円～400,000円
雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 39人

16040- 6078411
1人 その他の職別工事業

(1)8時00分～17時00分 176,000円～315,000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　5,000円まで 2人
年2回（前年度実績） 16040- 6079011

235人 貴金属・宝石製品製造業
(1)8時30分～17時30分 160,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 156人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　25,000円まで 472人
年2回（前年度実績）350,000円～860,000円 16040- 6080911

235人 貴金属・宝石製品製造業
(1)8時30分～17時30分 160,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 156人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　25,000円まで 472人
年2回（前年度実績）350,000円～860,000円 16040- 6081111

33

看護師（デイサービス） 69歳以下 正社員

特定非営利活動法人　三樹福寿会

1人
富山県魚津市吉島８２９

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市植木１９４－２ 0765-52-2121 毎　週

36

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

0765-22-3477 毎　週

35

半導体製造【タワーパートナーズ
セミコンダクター（株）】

18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 魚津市 他

34

資材購買業務（未経験可） 59歳以下 正社員
フレック
ス

株式会社　シキノハイテック  魚津市 日他

1人
富山県魚津市北鬼江２３２７

 黒部市 日他
5人

富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8571 その他

2人
富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

39

製造 不問 正社員以外

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

0765-24-1318 その他

38

英語事務 不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 魚津市 土日祝他

37

ガス配送員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

丸八配送　株式会社  魚津市 日祝他

2人
富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

1人
富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

42

オフィスマネージャー（拠点責任
者・管理職候補）

44歳以下 正社員

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

0765-54-2122 毎　週

41

ルート営業・顧客管理 44歳以下 正社員

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 黒部市 土日祝他

40

採用コーディネーター 44歳以下 正社員

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 黒部市 土日祝他

1人
富山県黒部市吉田２１１２

 黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

2人
富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

45

営業 59歳以下 正社員

東洋ゼンマイ　株式会社

0765-32-4289 その他

44

ファスナーの加工・検査 59歳以下 正社員

中野工業　株式会社  黒部市 土日他

43

清掃（各施設／県内一円） 不問 正社員

株式会社　四葉クリーン  黒部市 他

1人
富山県魚津市天神野新８９９－１
５

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市岡４３５ 0765-52-0208 その他

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

48

ジュエリーチェーンの仕上げ作業 59歳以下 正社員

株式会社　桑山　富山工場

0765-31-6812 毎　週

47

ブライダルリングの仕上げ作業 59歳以下 正社員

株式会社　桑山　富山工場  魚津市 土日他

46

内装工 30歳以下 正社員

株式会社　ヒロタ建装  魚津市 土日他

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市宮津１２８８－１ 0765-24-2711 毎　週

1人
富山県魚津市宮津１２８８－１ 0765-24-2711 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
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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。

◎ 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。

235人 貴金属・宝石製品製造業
(1)8時30分～17時30分 160,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 156人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　25,000円まで 472人
年2回（前年度実績）350,000円～860,000円 16040- 6082711

235人 貴金属・宝石製品製造業
(1)8時30分～17時30分 160,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 156人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　25,000円まで 472人
年2回（前年度実績）350,000円～860,000円 16040- 6083811

20人 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

(1)8時00分～16時45分 250,000円～400,000円
雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 39人

16040- 6085511
10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)9時00分～18時00分 6人 雇用・労災・健康・厚生

(3)17時00分～9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） 16010-23784911

8人 その他の飲食料品小売業
(1)5時00分～14時00分 175,440円～190,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 8人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

49,852人
17010-27640611

5人 医薬品・化粧品等卸売業
(1)8時45分～18時30分 250,000円～400,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 拠出
2,290人

年2回（前年度実績） 13010- 9243012
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- 6054311

5人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17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
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040- 6056911

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- 6057111
39人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時45分 170,000円～250,000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（上限なし） 給付
39人

年2回（前年度実績） 16040- 6058711
22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 145,000円～175,000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 22人
年2回（前年度実績） 16040- 6061011

6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 178,400円～223,000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） 厚生
月額　8,000円まで 7人
年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16040- 6063611

8人 その他の職別工事業
(1)9時00分～16時00分 900円～950円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～15時00分 3人 労災
(3)9時00分～15時00分 実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時30分 月額　10,000円まで 8人

16040- 6124411
39人 都道府県機関

(1)9時00分～17時00分 1,496円～1,496円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 26人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
2,276人

16040- 6113211
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- 6119911
27人 食料・飲料卸売業

(1)8時30分～17時00分 877円～900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- 6122211

4

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
3人

富山県下新川郡入善町舟見７１８ 0765-78-2200 その他

3

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

2

会計年度任用職員（患者搬送員） 不問 パート労働者

富山県新川厚生センター  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市堀切新３４３ 0765-52-1224 毎　週

1人
富山県魚津市宮津１２８８－１

51

品質管理 59歳以下 正社員

東洋ゼンマイ　株式会社

0765-24-2711 毎　週

50

ブライダルリングの石留作業 59歳以下 正社員

株式会社　桑山　富山工場  魚津市 土日他

49

ジュエリーチェーンの検査 59歳以下 正社員

株式会社　桑山　富山工場  魚津市 土日他

1人
富山県富山市西野新４７番

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市岡４３５ 0765-52-0208 その他

1人
富山県魚津市宮津１２８８－１ 0765-24-2711 毎　週

54

薬剤師／富山県魚津市（共創未来
本江薬局）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ファーマみらい

076-461-7765 毎　週

53

調理師（越野荘） 59歳以下 正社員
交替制あ
り

日清医療食品株式会社　近畿支店
北陸営業所

 黒部市 他

52

介護スタッフ（うちくる魚津労災
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  魚津市 他

1人
富山県下新川郡入善町新屋２２２
０

 魚津市 日祝他
1人

東京都千代田区丸の内１－９－２ 
グラントウキョウサウスタワー１

03-6838-2857 その他

1人
石川県金沢市西念３丁目１１番３
４号

076-222-9908 毎　週

57

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

0765-78-2383 毎　週

56

土木一般世話役、土木作業員 不問 正社員
変形（1
年単位）

早川工業　株式会社  下新川郡入
善町

日他

55

生産全般 44歳以下 正社員

黒部工業　株式会社  下新川郡入
善町

土日他

3人
富山県下新川郡入善町上野８８８
１

 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

1人
富山県下新川郡入善町新屋１１８ 0765-78-2088 その他

60

製缶工・溶接 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

第一工業　株式会社

0765-72-3033 毎　週

59

製袋工 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

58

機械オペレーター 59歳以下 正社員

株式会社　津根ワグナー・カーバ
イト

 下新川郡入
善町

土日他

 黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市岡５５１ 0765-54-1122 その他

2人
富山県黒部市若栗２１６３ 0765-52-0046 その他

1

ガラス切断・配達 59歳以下 パート労働者

株式会社　紙屋ガラス建硝  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市生地芦区２２ 0765-57-1215 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

【１２月　２０日　～　１２月　２８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 建物サービス業
(1)7時00分～16時00分 877円～877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）
月額　4,000円まで 140人

17080- 9785611
0人 都道府県機関

(1)9時00分～16時00分 898円～898円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)9時00分～15時00分 0人 雇用・公災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 2,276人

16010-23820011
10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 6人 雇用・労災・健康・厚生

一定額
日額　300円まで 123人

16010-23785111
0人 建物サービス業

(1)8時00分～12時00分 901円～901円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　18,000円まで 85人

16040- 6093411
14人 老人福祉・介護事業

(1)9時00分～16時00分 1,100円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 13人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 14人
年1回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040- 6094011

1人 一般診療所
(1)8時00分～11時00分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めなし 1人 労災
一定額
月額　3,000円まで 1人

16040- 6098111
24人 不動産賃貸業（貸家業，貸間業を除く）

(1)8時30分～13時00分 1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～17時30分 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時30分 月額　13,000円まで 25人

年2回（前年度実績）20,000円～50,000円 16040- 6087011
8人 老人福祉・介護事業

(1)13時00分～17時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし 7人 労災

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 70人
年2回（前年度実績）0円～150,000円 16040- 6090811

10人 医薬品・化粧品小売業
(1)15時00分～19時00分 900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

17010-27681011
65人 その他の専門サービス業

(1)8時15分～12時15分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 60人 雇用・労災

なし
270人

17080- 9661311
1人 建物サービス業

(1)9時00分～12時00分 880円～880円
雇用期間の定めなし 1人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 25人

16040- 6070311
6人 建物サービス業

(1)8時00分～17時00分 950円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 1人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 25人
年2回（前年度実績）10,000円～20,000円 16040- 6071611

4人 建物サービス業
(1)8時30分～12時00分 880円～880円

雇用期間の定めなし 0人 労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 25人

16040- 6073111
2人 建物サービス業

(1)8時00分～12時00分 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）
月額　5,000円まで 25人

16040- 6074711
8人 家具・建具・畳小売業

877円～900円
雇用期間の定めなし 5人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00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～100,000円 16040- 6077511
10人 その他の飲食料品小売業

(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） 8人 労災

実費支給（上限なし）
49,852人

17010-27643711

20

調理補助（あんどの里） 不問 パート労働者

日清医療食品株式会社　近畿支店
北陸営業所

 魚津市 他
1人

石川県金沢市西念３丁目１１番３
４号

076-222-9908 毎　週

19

ネットオークション業務担当 不問 パート労働者

有限会社　エコ・ライフ・サポー
ト

 黒部市 土日祝
1人

富山県黒部市阿弥陀堂５０７－１ 0765-58-1235 毎　週

18

清掃（特別養護老人ホーム　越路
さくら）

不問 パート労働者

株式会社　四葉クリーン  黒部市 他
1人

富山県黒部市吉田２１１２ 0765-32-4289 毎　週

17

清掃（有磯海サービスエリア　下
り）

不問 パート労働者

株式会社　四葉クリーン  魚津市 他
2人

富山県黒部市吉田２１１２ 0765-32-4289 毎　週

16

清掃（各施設／県内一円） 不問 パート労働者

株式会社　四葉クリーン  黒部市 他
2人

富山県黒部市吉田２１１２ 0765-32-4289 毎　週

15

清掃（富山県民生涯学習カレッジ
新川地区センター）

不問 パート労働者

株式会社　四葉クリーン  魚津市
火水金土
日祝他

1人
富山県黒部市吉田２１１２ 0765-32-4289 毎　週

14

滅菌業務（黒部市民病院） 不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 土日祝
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

13

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

12

介護職 65歳以下 パート労働者

特定非営利活動法人生活支援セン
ター　アットホーム新川

 下新川郡入
善町

月土日他
1人

富山県魚津市吉島１１１８－１ 0765-24-0315 毎　週

11

看護職 不問 パート労働者

入善工業にゅうぜんの里　株式会
社

 下新川郡入
善町

土日他
2人

富山県下新川郡入善町入膳３４３ 0765-74-7111 毎　週

10

看護助手 不問 パート労働者

医療法人社団　桃井医院  黒部市 水他
1人

富山県黒部市釈迦堂９０７ 0765-58-1001 その他

9

看護師（デイサービス） 不問 パート労働者

特定非営利活動法人　三樹福寿会  黒部市 日他
1人

富山県黒部市植木１９４－２ 0765-52-2121 毎　週

8

清掃作業 不問 パート労働者

黒部クリーンアンドグリーンサー
ビス　株式会社（ＹＫＫグルー

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市荒俣１８８２番地１ 0765-56-9730 毎　週

7

夜間介護スタッフ（うちくる魚津
労災病院前／パート）

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  魚津市 他
1人

富山県富山市西野新４７番 076-461-7765 毎　週

6

会計年度任用職員（総合県税事務
所事務補助）魚津２／１６～

不問 パート労働者

富山県総合県税事務所  魚津市 土日祝
1人

富山県富山市舟橋北町１－１１ 076-444-4503 毎　週

5

常駐警備（魚津合同庁舎） 18歳以上 パート労働者

武田商事　株式会社  魚津市 土日祝他
1人

石川県野々市市堀内３－４０ 076-248-6601 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

【１２月　２０日　～　１２月　２８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。

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)11時30分～17時00分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)12時30分～16時30分 5人 労災

(3)12時00分～15時00分 実費支給（上限あり）
又は9時00分～17時30分 月額　19,600円まで 5,898人

16040- 6060411

21

カフェスタッフ 不問 パート労働者

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所  黒部市 水他
1人

富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8066 毎　週

令和４年１月１９日（水）

　　※説明会開始時間前までにお越しください。

魚津合同庁舎　４階　会議室

★　新型コロナウィルス感染防止のため、今後の状況により中止になる場合があります。
　　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

     ・事前予約制です。　（１月１７日（月）１７時１５分までに予約が必要です。）
　　　　　　※予約者がない場合、中止となりますのでご了承ください。

・面接を希望される方は、履歴書・職務経歴書をご持参ください。
　また求職登録が済んでない方は、 事前に求職登録が必要になります。

・雇用保険受給資格をお持ちの方は、この説明会への参加は求職活動実績になります。

第一部：会社説明会　１４：００～
第二部：面接会　　　１４：３０～　　（予定）

該当の求人に興味のある方、面接を希望される方は、お気軽にご参加ください。
説明を聞くだけでもかまいません。

辻精機 株式会社
～製造設備設計製作～

会社説明会・面接会のお知らせ

(事前予約制）
定員１５名：定員になり次第、締め切ります

場 所

日 時

＊参加時は、手洗い・マスクの着用など感染防止にご協力ください。会場は、換気やアルコール消毒など感染防止

に配慮しておりますが、体調の優れない方は参加を控えていただきますようお願い致します。

お申し込みは相談窓口までどうぞ

年齢 人数 職種 求人NO. 就業場所

35歳
以下

１人 機械設計 16040-5173111

59歳
以下

１人 機械設備組立及びメンテナンス業務 16040-5176211

魚津市

日 時 令和４年１月１３日（木）
１３：００～１４：００

＊受 付／１２：３０～１３：００

場 所

定 員 ５名 ※先着順です。お申し込みはお早めに！

★ 雇用保険受給の手続きをされている方は「求職活動実績」となります。
★ 当日は、手洗い・マスクの着用など感染防止にご協力ください。
体調がすぐれない方の参加はお控えください。

★ 新型コロナウイルス感染防止対策のため、今後の感染状況により中止となる
場合がありますので、ご了承願います。

現地集合
です！！
駐車場あります

*事前予約制＊

～お知らせ～
★1月１９日（水）１４：００～ 魚津合同庁舎 ４階 会議室 にて
会社説明会・面接会を併せて開催予定です。
企業概要や仕事内容の説明を聞くだけの参加も可能です。
事前予約制です。参加を希望される方は、ハローワークで予約を
してください。

お申し込み・お問い合わせは「相談窓口」までどうぞ
ハローワーク魚津 ℡0765ｰ24-0365

会社説明・見学ツアー
に参加してみませんか？

＊事前予約が必要です。お気軽に相談窓口までお申し出ください

辻精機 株式会社

魚津市三ヶ227番地

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

　「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   　  １月５日（水） 午前９時３０分～午後３時３０分

  　  １月１９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       １月１２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。
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