
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

13人 配達飲食サービス業
(1)10時30分～19時30分 225,000円～265,000円

雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生・その他

(3)13時00分～22時00分 実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 935人
年2回（前年度実績） 01020- 3936121

13人 配達飲食サービス業
(1)10時30分～19時30分 170,000円～170,000円

雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生・その他

(3)13時00分～22時00分 実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 935人
年2回（前年度実績） 01020- 4102521

12人 配達飲食サービス業
(1)10時30分～19時30分 170,000円～170,000円

雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生・その他

(3)13時00分～22時00分 実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 935人
年2回（前年度実績） 01020- 4103421

13人 各種食料品小売業
(1)8時00分～17時30分 180,100円～210,400円

雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時30分 8人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 給付
月額　50,000円まで 3,512人
年2回（前年度実績） 15110- 2692121

2人 労働者派遣業
(1)8時00分～17時00分 194,206円～219,537円

雇用期間の定めなし (2)16時45分～0時45分 0人 雇用・労災・健康・厚生
(3)0時30分～8時30分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 80人
16020- 4041121

2人 労働者派遣業
(1)8時30分～17時30分 189,520円～214,240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- 4045221
2人 労働者派遣業

(1)8時30分～17時30分 184,920円～209,040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- 4062521
13人 労働者派遣業

(1)9時00分～17時30分 176,829円～208,939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 80人

16020- 4063421
189人 電子応用装置製造業

(1)8時30分～17時30分 156,000円～270,000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- 1749321

65人 その他の食料品製造業
(1)8時00分～17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- 1752721

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- 1754221

11人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

186,000円～300,000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）
又は9時00分～21時30分 月額　15,000円まで 68人

年2回（前年度実績） 16040- 1756421
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- 1757321
5人 耕種農業

(1)8時00分～17時00分 180,000円～250,000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　3,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040- 1763521

68人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 157,600円～250,000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　20,000円まで 68人
年2回（前年度実績） 16040- 1765321

68人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 162,500円～300,000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　20,000円まで 68人
年2回（前年度実績） 16040- 1766621

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市吉野６７５ 0765-24-7222 その他

1人
富山県魚津市吉野６７５ 0765-24-7222 その他

16

組立工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

アイティオ　株式会社

0765-32-3444 その他

15

手仕上げ作業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

アイティオ　株式会社  魚津市 日他

14

農作業全般 35歳以下 正社員

株式会社　アグリたきもと  下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町蛇沢２９－
４

 黒部市 土日他
1人

富山県黒部市飯沢４４４ 0765-57-1188 毎　週

2人
富山県黒部市前沢１５５６－３ 0765-56-7174 その他

13

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

0765-24-5511 その他

12

寿し調理人【きときと寿し　黒部
店】

44歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

アイデアン株式会社  黒部市 他

11

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
1人

富山県魚津市大海寺野６２１

 魚津市 他
1人

富山県魚津市大海寺野６２１ 0765-24-5511 その他

1人
富山県魚津市吉島８２９ 0765-22-3477 毎　週

10

一般事務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

石川製麺　株式会社

18歳以上 無期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　ステップ

0766-24-8413 毎　週

9

電子機器の組立・検査スタッフ
（未経験者可）

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

8

ホースの仕分作業及び目視検査
【トヨックス】

不問 無期雇用派遣労働者
変形（1
年単位）

株式会社　ステップ  黒部市 土日祝他
2人

富山県高岡市大坪町３丁目７－４
０　大坪ビル４Ｆ

45歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　オーシャンシステム
業務スーパー事業部

 黒部市 土日祝
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

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 その他

7

製品のカット及び梱包作業【ト
ヨックス】

不問 無期雇用派遣労働者

株式会社　ステップ

0766-24-8413 その他

6

シャワーホースのカット及び梱包
作業【トヨックス】

不問 無期雇用派遣労働者
変形（1
年単位）

株式会社　ステップ  黒部市 他

5

ホース製造業務【トヨックス】

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　テンフォー  魚津市 他

2

エリア限定正社員（富山入善店） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　テンフォー  下新川郡入
善町

他
1人

北海道函館市柏木町２４番１９号

 黒部市 日祝他
1人

富山県高岡市大坪町３丁目７－４
０　大坪ビル４Ｆ

 魚津市 他
1人

新潟県燕市佐渡５１２９ 0256-66-1100 その他

1人
北海道函館市柏木町２４番１９号 0138-31-0141 毎　週

4

地域正社員（業務スーパー魚津
店）〔店舗運営スタッフ〕

 魚津市 他
1人

北海道函館市柏木町２４番１９号 0138-31-0141 毎　週

【先週１週間　　３月　２８日～　４月　１日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

1

宅配ピザ店　エリアマネージャー
候補（北陸エリア）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　テンフォー

0138-31-0141 毎　週

3

エリア限定正社員（富山魚津店）

℡ 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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15人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)7時00分～16時00分 200,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)15時00分～0時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　15,000円まで 30人
年3回（前年度実績） 16040- 1767921

9人 医薬品・化粧品小売業
(1)9時00分～18時45分 300,000円～450,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～13時30分 8人 雇用・労災・健康・厚生
(3)14時30分～18時45分 実費支給（上限なし）

16人
年2回（前年度実績）1,500,000円～3,500,000円 16040- 1768121

9人 医薬品・化粧品小売業
(1)8時30分～18時30分 159,000円～226,500円

雇用期間の定めなし (2)8時45分～18時45分 8人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時00分～19時00分 実費支給（上限なし）

16人
年2回（前年度実績） 16040- 1769021

26人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)8時30分～17時00分 166,650円～166,650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（上限なし）
115人

16040- 1771521
10人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)8時30分～17時00分 152,250円～152,250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（上限なし）
115人

16040- 1773321
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 188,320円～188,320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）
115人

16040- 1774621
5人 土木建築サービス業

(1)8時00分～17時00分 280,000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　5,000円まで 5人
年2回（前年度実績）200,000円～400,000円 16040- 1776121

10人 鮮魚小売業
(1)8時00分～16時00分 135,234円～135,234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- 1777021

25人 児童福祉事業
(1)8時30分～17時00分 160,000円～160,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 25人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　13,400円まで 96人

16040- 1780421
45人 旅館，ホテル

(1)6時30分～9時30分 225,556円～261,170円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～21時30分 18人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は6時00分～22時00分 月額　15,000円まで 45人

16040- 1781321
45人 旅館，ホテル

(1)6時30分～9時30分 201,813円～213,685円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～21時30分 18人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は6時00分～22時00分 月額　15,000円まで 45人

年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 1782621
5人 電気工事業

(1)8時00分～17時00分 200,000円～330,000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　7,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040- 1783921

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- 1784121

18人 菓子・パン小売業
(1)6時00分～14時45分 160,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)7時00分～15時45分 14人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時00分～16時45分 実費支給（上限あり）

月額　9,000円まで 23人
16040- 1788221

18人 菓子・パン小売業
(1)6時00分～14時45分 160,000円～250,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時00分～15時45分 14人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時00分～16時45分 実費支給（上限あり）

月額　9,000円まで 23人
16040- 1790321

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- 1791621
0765-57-0117 その他

32

ゴム製品製造（自社） 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　エムテックス宝田  黒部市 日他
3人

富山県黒部市生地中区５８

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市牧野６８０ 0765-57-1624 その他

2人
富山県黒部市牧野６８０ 0765-57-1624 その他

31

製造員（製パン・製菓） 不問 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　パパぱんの店

0765-56-5703 毎　週

30

製造員（製パン・製菓） 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　パパぱんの店  黒部市 日他

29

看護職員【優悠庵】 不問 正社員

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

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市犬山５１４番地１ 0765-32-4240 その他

1人
富山県黒部市宇奈月温泉３４７－
１

0765-62-1211 その他

28

電気工事 不問 正社員
変形（1
年単位）

稲田電気工事　株式会社

0765-62-1211 その他

27

客室係 65歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　延楽  黒部市 他

26

客室係【経験者】 65歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　延楽  黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月温泉３４７－
１

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市本町１丁目４－９ 0765-22-0469 その他

2人
富山県魚津市東町１８番１６号 0765-24-3877 その他

25

乳幼児の保育 不問 正社員以外

社会福祉法人　魚津保育会　魚津
こども園

0765-22-2540 毎　週

24

カニ加工（身抜き） 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

23

土木関係測量設計 不問 正社員

株式会社　魚津測量設計事務所  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市宮津１４９６

 魚津市 他
1人

富山県魚津市北鬼江二丁目１４番
５号

0765-24-1414 その他

1人
富山県魚津市北鬼江二丁目１４番
５号

0765-24-1414 毎　週

22

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

0765-24-1414 毎　週

21

窓口業務 不問 正社員以外

魚津市農業協同組合  魚津市 土日祝

20

配送ドライバー 不問 正社員以外

魚津市農業協同組合  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市北鬼江二丁目１４番
５号

 下新川郡入
善町

日祝
2人

富山県黒部市北新１０－４ 0765-52-5000 その他

2人
富山県黒部市北新１０－４ 0765-52-5000 その他

19

医療事務（入善店） 不問 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット

0765-52-0543 その他

18

勤務薬剤師（入善店） 不問 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット  下新川郡入
善町

日祝他

17

機械部品加工 18歳～59歳 正社員
変形（1
年単位）

アイザワマシニング　株式会社  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市岡３６２－１０
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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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℡ 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。

18人 菓子・パン小売業
160,000円～250,000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）

又は8時00分～19時15分 月額　9,000円まで 23人
16040- 1792921

6人 自動車整備業
(1)8時30分～17時30分 215,000円～315,000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- 1797221

18人 菓子・パン小売業
160,000円～250,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 14人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は8時00分～19時15分 月額　9,000円まで 23人
16040- 1798521

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- 1800821

21人 公認会計士事務所，税理士事務所

(1)8時30分～17時00分 153,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～18時45分 17人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時30分～15時15分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　15,000円まで 21人
年2回（前年度実績）50,000円～600,000円 16040- 1802521

5人 菓子・パン小売業
160,000円～250,000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
実費支給（上限あり）

又は8時00分～18時30分 月額　9,000円まで 23人
16040- 1803421

21人 公認会計士事務所，税理士事務所

(1)8時30分～17時00分 183,000円～290,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 17人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時30分～16時00分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　15,000円まで 21人
年2回（前年度実績）300,000円～1,000,000円 16040- 1804321

5人 菓子・パン小売業
160,000円～250,000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8時00分～18時30分 月額　9,000円まで 23人
16040- 1805621

25人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 250,000円～300,000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）
月額　27,000円まで 82人
年2回（前年度実績）0円～650,000円 16040- 1807121

12人 自動車小売業
(1)9時00分～18時00分 175,000円～275,000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　27,000円まで 82人
年2回（前年度実績）0円～400,000円 16040- 1808021

12人 自動車小売業
(1)8時20分～17時00分 180,000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）
月額　27,000円まで 82人
年2回（前年度実績）0円～400,000円 16040- 1809721

8人 建築材料卸売業
(1)8時00分～17時00分 212,000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

なし
8人

年2回（前年度実績）0円～220,000円 16040- 1810521
7人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～275,000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　10,000円まで 7人
年2回（前年度実績）250,000円～300,000円 16040- 1811421

26人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 212,000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

なし
28人

年2回（前年度実績）0円～400,000円 16040- 1813621
20人 酒類製造業

(1)8時00分～17時00分 155,520円～198,720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 20人
年2回（前年度実績）40,000円～480,000円 16040- 1814921

23人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)6時00分～15時00分 160,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)6時00分～12時00分 7人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
35人

年2回（前年度実績） 16040- 1817721

1人
富山県魚津市北中６９１－１ 0765-24-0962 その他

0765-56-8028 その他

48

配達員 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

富山県鮭鱒漁業協同組合（ケイソ
ン冷蔵）

 魚津市 日祝他

47

瓶詰作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

皇国晴酒造　株式会社  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市生地２９６

 下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県下新川郡朝日町三枚橋６番
地

0765-83-3011 その他

3人
富山県黒部市岡４２６－４ 0765-54-1265 その他

46

大型車運転手（コンクリートミキ
サー車）

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　婦中運輸

0765-72-0233 その他

45

空調設備製造工 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　松本工業  黒部市 日他

44

重機オペレーター兼ダンプ運転手 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　黒部川興材工業  下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町上飯野３５
４５－２

 魚津市 日他
1人

富山県下新川郡朝日町三枚橋６ 0765-83-3011 その他

1人
富山県下新川郡朝日町三枚橋６ 0765-83-3011 その他

43

整備士 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

小川建設工業株式会社　自動車部

0765-83-3011 その他

42

営業 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

小川建設工業株式会社　自動車部  魚津市 火他

41

土木施工管理技士 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

小川建設工業　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三枚橋６番
地

 黒部市 木他
2人

富山県黒部市牧野６８０ 0765-57-1624 その他

1人
富山県魚津市吉島１２１番地の２ 0765-24-8490 その他

40

製造員（菓子） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　パパぱんの店

0765-57-1624 その他

39

会計事務（税務補助）【経験者】 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ビッグトウモロウ  魚津市 日祝他

38

製造員（菓子） 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

株式会社　パパぱんの店  黒部市 木他
2人

富山県黒部市牧野６８０

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島１２１番地の２ 0765-24-8490 その他

1人
富山県魚津市友道６７５番地 0765-22-0341 その他

37

会計事務（税務補助） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ビッグトウモロウ

0765-57-1624 その他

36

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

 魚津市 日祝他

35

販売員（製パン・製菓） 不問 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　パパぱんの店  黒部市 日他
2人

富山県黒部市牧野６８０

 魚津市 火祝他
1人

富山県魚津市友道６７５番地 0765-22-0341 その他

2人
富山県黒部市牧野６８０ 0765-57-1624 その他

34

自動車販売営業 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

33

販売員（製パン・製菓） 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　パパぱんの店  黒部市 日他
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種
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その際はあしからずご了承ください。

18人 土木建築サービス業
(1)8時00分～17時00分 165,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 給付
月額　20,000円まで 18人
年2回（前年度実績） 16040- 1818821

10人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 153,510円～158,508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　25,000円まで 10人
年2回（前年度実績） 16040- 1819221

24人 旅館，ホテル
(1)5時30分～14時30分 220,000円～350,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 5人 雇用・労災・健康・厚生
(3)11時00分～20時00分 実費支給（上限あり）

月額　24,000円まで 24人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 1820621

16人 その他の飲食料品小売業
(1)5時00分～13時15分 158,500円～163,500円

雇用期間の定めなし (2)6時00分～14時15分 16人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時30分～19時00分 実費支給（上限あり）
月額　17,100円まで 18人
年2回（前年度実績） 16040- 1821921

17人 木造建築工事業
(1)9時00分～17時45分 240,000円～490,000円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　12,000円まで 17人
年2回（前年度実績） 16040- 1824721

17人 木造建築工事業
(1)8時00分～16時45分 210,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　12,000円まで 17人
年2回（前年度実績） 16040- 1825821

17人 木造建築工事業
(1)8時00分～16時45分 210,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　12,000円まで 17人
年2回（前年度実績） 16040- 1826221

18人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)13時00分～21時40分 177,188円～187,313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 34人
年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16040- 1830121

124人 老人福祉・介護事業
(1)8時00分～17時00分 200,800円～268,000円

雇用期間の定めなし 111人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　18,700円まで 140人
年2回（前年度実績） 16040- 1831021

15人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 150,000円～250,000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 15人
年2回（前年度実績） 16040- 1832721

124人 老人福祉・介護事業
(1)7時20分～16時20分 169,000円～210,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 111人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　18,700円まで 140人
年2回（前年度実績） 16040- 1834221

21人 生命保険業
(1)9時00分～17時00分 220,000円～400,000円

雇用期間の定めなし 20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 13,468人
年2回（前年度実績） 16040- 1837321

6人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～380,000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　5,000円まで 6人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040- 1838621

6人 清涼飲料製造業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～230,000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　20,000円まで 6人
年2回（前年度実績）50,000円～ 16040- 1839921

66人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

(1)8時00分～16時50分 180,000円～240,000円
雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,500円まで 66人
年2回（前年度実績） 16040- 1840721

66人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

(1)8時00分～16時50分 180,000円～240,000円
雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,500円まで 66人
年2回（前年度実績） 16040- 1841821

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市横枕２４８ 0765-24-3666 その他

2人
富山県魚津市横枕２４８ 0765-24-3666 その他

64

金型設計 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

北真工業　株式会社

0765-72-4452 その他

63

機械オペレーター及び仕上げ・組
立て

40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

北真工業　株式会社  魚津市 日祝他

62

生産職 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

入善ウォーター　株式会社  下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町上飯野２４
１－２

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市袋１７５ 0765-22-6990 毎　週

2人
富山県下新川郡入善町上野７０６
４－６

0765-72-1717 毎　週

61

配管工・現場管理 59歳以下 正社員

株式会社　ライフシステム

0765-78-1935 その他

60

営業マネージャー職（営業所長候
補生）

40歳以下 正社員

富国生命保険相互会社　富山支社
入善営業所

 下新川郡入
善町

土日祝他

59

介護職員 59歳以下 正社員
交替制あ
り

社会福祉法人　舟見寿楽苑  下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町舟見１６６
４番地

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市三日市２８８４－２ 0765-52-0243 その他

1人
富山県下新川郡入善町舟見１６６
４番地

0765-78-1935 その他

58

配管工（見習い可） 61歳以下 正社員
変形（1
年単位）

吉枝工業　株式会社

0765-56-8372 毎　週

57

看護師・准看護師 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

社会福祉法人　舟見寿楽苑  下新川郡入
善町

他

56

部品付けと包装（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

富山県黒部市荒俣２０５番地

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市湯上５１６ 0765-24-6330 その他

1人
富山県魚津市湯上５１６ 0765-24-6330 その他

55

現場監督 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

野島建設　株式会社

0765-24-6330 その他

54

住宅設計 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

野島建設　株式会社  魚津市 日祝他

53

住宅営業 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

野島建設　株式会社  魚津市 水他
2人

富山県魚津市湯上５１６

 魚津市 他
1人

富山県魚津市江口８８－１ 0765-22-8681 その他

2人
富山県黒部市天神新３５３－１ 0765-54-1000 その他

52

調理員 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　日星

0765-54-5282 その他

51

和・洋食調理 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　ホテルアクア黒部  黒部市 他

50

樹脂コネクタの目視検査・包装
（軽作業）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社モジュールシステム  黒部市 日他
1人

富山県黒部市若栗２６３６

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市上村木１丁目２２－
１０

0765-22-2343 その他

49

測量・設計・調査コンサルタント
業務技術者

40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　富山測量社
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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

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　　３月　２８日～　４月　１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。

45人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 185,000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（上限なし） 厚生

45人
年2回（前年度実績） 16040- 1842221

40人 パン・菓子製造業
(1)4時30分～13時30分 200,000円～210,000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）
月額　10,000円まで 51人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040- 1843521

6人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～380,000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　5,000円まで 6人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040- 1844421

40人 パン・菓子製造業
(1)6時00分～15時00分 180,000円～190,000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）
月額　10,000円まで 51人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040- 1845321

40人 パン・菓子製造業
(1)9時00分～18時00分 180,000円～190,000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）
月額　10,000円まで 51人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040- 1847921

6人 一般廃棄物処理業
(1)8時00分～17時00分 171,600円～215,600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 11人

16040- 1848121
58人 陶磁器・同関連製品製造業

(1)8時00分～16時50分 162,000円～222,000円
雇用期間の定めなし 15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 75人
年2回（前年度実績） 16040- 1850221

4人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～280,000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） 厚生
月額　10,000円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040- 1851521

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 144,000円～144,000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　8,000円まで 77人
年2回（前年度実績） 16040- 1852421

34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50分 180,000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（上限なし）
81人

年2回（前年度実績） 16040- 1854621
88人 金属加工機械製造業

(1)8時00分～17時00分 210,000円～350,000円
雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
93人

年2回（前年度実績） 16040- 1855921
3人 一般廃棄物処理業

(1)8時00分～17時00分 250,000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） 厚生
月額　5,000円まで 3人
年2回（前年度実績） 16040- 1856121

5人 とび・土工・コンクリート工事業

(1)8時00分～17時00分 230,000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　7,500円まで 5人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 1858721

34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50分 250,000円～300,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
81人

年2回（前年度実績） 16040- 1859821
88人 金属加工機械製造業

(1)8時00分～17時00分 190,000円～280,000円
雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
93人

年2回（前年度実績） 16040- 1860421
13人 電気工事業

(1)8時00分～16時45分 250,000円～350,000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）
月額　20,000円まで 13人
年2回（前年度実績） 16040- 1861321

0765-56-8820 毎　週

80

電気工事作業員（経験者） 64歳以下 正社員

大上戸電気　株式会社  黒部市 土日他
2人

富山県黒部市吉田１００８－１

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市道坂１０３ 0765-32-8231 その他

1人
富山県黒部市天神新７７番地３ 0765-33-5111 毎　週

79

製缶工【経験者】 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北陸精機

0765-24-3595 その他

78

溶接の指導（黒部本社） 不問 正社員以外

株式会社　カナヤマ  黒部市 土日他

77

鳶工及び見習工 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　高塚  魚津市 日祝他
3人

富山県魚津市三ケ１７５４－１１

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町板屋７５ 0765-76-0358 その他

1人
富山県魚津市道坂１０３ 0765-32-8231 その他

76

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

0765-33-5111 毎　週

75

営業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北陸精機  魚津市 日祝他

74

営業（黒部本社） 59歳以下 正社員

株式会社　カナヤマ  黒部市 土日他
1人

富山県黒部市天神新７７番地３

 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
富山県下新川郡入善町青木１８９
７番地

0765-72-0070 その他

73

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

0765-24-7387 その他

72

電気工事（見習い可） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　中村電気  下新川郡入
善町

日祝他

71

製造技術 30歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北陸セラミック  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市横枕１４３－３

 下新川郡入
善町

日祝他
3人

富山県下新川郡入善町青木１５４
９－１

0765-72-0678 その他

1人
富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-3321 その他

70

古タイヤ回収業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　富山ゴム

0765-32-3321 その他

69

パン製造員（包装部門）【９：０
０～１８：００】

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　東京ブレッド  黒部市 日祝他

68

パン製造員（ライン部門）【６：
００～１５：００】

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　東京ブレッド  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市石田１１６８－１７

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市袋１７５ 0765-22-6990 毎　週

1人
富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-3321 その他

67

解体作業員 59歳以下 正社員

株式会社　ライフシステム

0765-23-1110 毎　週

66

パン製造員（仕込）【４：３０～
１３：３０】

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　東京ブレッド  黒部市 日祝他

65

施工管理技術職（土木・建築） 59歳以下 正社員

株式会社　東城  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市六郎丸２９３５
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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。

◎ 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。

21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 149,100円～189,000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　7,000円まで 21人
年2回（前年度実績） 16040- 1862621

88人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 170,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
93人

年2回（前年度実績） 16040- 1863921
6人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～380,000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　5,000円まで 6人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040- 1867821

15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 214,000円～336,000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（上限あり）
月額　10,000円まで 37人
年2回（前年度実績） 16040- 1868221

11人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 300,000円～357,000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　15,000円まで 11人
年2回（前年度実績） 16040- 1869521

15人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 220,000円～350,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
一定額
月額　5,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16040- 1870321

11人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 300,000円～357,000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　15,000円まで 11人
年2回（前年度実績） 16040- 1871621

22人 旅館，ホテル
(1)7時00分～9時30分 230,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)15時00分～21時00分 5人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　13,000円まで 22人
年2回（前年度実績） 16040- 1872921

15人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 270,000円～380,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
一定額
月額　5,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16040- 1873121

9人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 160,000円～280,000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 9人
年2回（前年度実績） 16040- 1874021

6人 骨材・石工品等製造業
(1)7時45分～17時15分 190,000円～240,000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　5,000円まで 6人
年3回（前年度実績）200,000円～350,000円 16040- 1877221

11人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～17時00分 249,414円～252,669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） 厚生
月額　10,000円まで 11人
年2回（前年度実績）99,000円～218,000円 16040- 1878521

45人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 194,920円～300,080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3回（前年度実績） 16040- 1881121

6人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 280,000円～450,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
なし 厚生

8人
年2回（前年度実績） 16040- 1882021

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- 1883721

6人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 253,000円～345,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
なし 厚生

8人
年2回（前年度実績） 16040- 1884821

1人
富山県黒部市三日市２６７０ 0765-52-2540 その他

0765-54-1250 その他

96

土木作業員 39歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　澤田土建  黒部市 日他

95

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  黒部市 日他
1人

富山県黒部市中野１番地

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市三日市２６７０ 0765-52-2540 その他

3人
富山県黒部市中野１番地 0765-54-1250 その他

94

土木技術者 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　澤田土建

0765-83-3101 その他

93

送電線高所技術員 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中西電業株式会社  黒部市 日他

92

トラック運転手 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

両越自動車株式会社  下新川郡朝
日町

日他
2人

富山県下新川郡朝日町月山１９４
７

 下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県下新川郡朝日町平柳２５６
－１

0765-82-1408 その他

3人
富山県下新川郡入善町椚山８５８ 0765-72-5643 その他

91

工場現場作業 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　佐渡石材

0765-54-0777 その他

90

電気工事作業員（見習い可） 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　長島電気工事  下新川郡入
善町

日祝他

89

土木技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

松倉建設　株式会社  黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市前沢６６５

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月町音澤１３８
７

0765-62-1321 その他

1人
富山県魚津市大光寺町２５１１番
地

0765-24-1300 その他

88

サービススタッフ 39歳以下 正社員
変形（1
週間単位

株式会社　喜泉閣　（お酒のお宿
喜泉）

0765-54-0777 その他

87

土木施工管理【正社員】 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

千田建設株式会社  魚津市 日祝他

86

土木作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

松倉建設　株式会社  黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市前沢６６５

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市大光寺町２５１１番
地

0765-24-1300 その他

1人
富山県黒部市犬山２１３－１ 0765-52-1896 毎　週

85

建築施工管理【正社員】 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

千田建設株式会社

0765-22-6990 毎　週

84

製造職（板金・溶接） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ナカノ  黒部市 日祝他

83

土木作業員 59歳以下 正社員

株式会社　ライフシステム  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市袋１７５

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市道坂１０３ 0765-32-8231 その他

1人
富山県魚津市北鬼江２９３１ 0765-22-5997 その他

82

製缶工 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北陸精機

81

アルミ建材製造 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　木下建材  黒部市 日祝他
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45人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 194,920円～300,080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3回（前年度実績） 16040- 1885221

16人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 195,500円～260,000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）

44人
年2回（前年度実績） 16040- 1887421

71人 洗濯業
(1)6時30分～15時30分 202,000円～230,000円

雇用期間の定めなし 38人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 71人
年2回（前年度実績） 16040- 1889621

2人 園芸サービス業
(1)8時00分～17時00分 176,000円～176,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
なし

2人
16040- 1892821

10人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 250,000円～250,000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） 厚生
月額　10,000円まで 10人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 1900121

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- 1904221

74人 病院
(1)8時45分～17時15分 190,000円～285,000円

雇用期間の定めなし (2)16時45分～1時15分 67人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時45分～9時15分 実費支給（上限なし）
74人

年2回（前年度実績） 16040- 1908621
74人 病院

(1)8時45分～17時15分 210,000円～340,000円
雇用期間の定めなし (2)16時45分～1時15分 67人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時45分～9時15分 実費支給（上限なし）
74人

年2回（前年度実績） 16040- 1909921
74人 病院

(1)7時15分～15時45分 160,100円～251,200円
雇用期間の定めなし (2)8時45分～17時15分 67人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時45分～8時45分 実費支給（上限なし）
74人

年2回（前年度実績） 16040- 1910721
13人 一般貨物自動車運送業

(1)8時00分～17時00分 190,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 16人
年2回（前年度実績） 16040- 1911821

7人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 205,000円～310,000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 8人
年3回（前年度実績） 16040- 1913521

9人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 160,000円～180,000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 200人
年1回（前年度実績） 16040- 1915321

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- 1916621

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- 1919021

82人 障害者福祉事業
(1)8時30分～17時15分 148,600円～148,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 58人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 118人

16040- 1921521
40人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 157,800円～230,000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　16,100円まで 40人
年2回（前年度実績） 16040- 1922421

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市前沢２４２０ 0765-56-5111 その他

1人
富山県下新川郡入善町浦山新２２
０８

0765-78-1131 毎　週

112

機械組立 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　エスケーテック

0765-24-4518 その他

111

生活支援員 不問 正社員以外

社会福祉法人　新川むつみ園  下新川郡入
善町

他

110

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  魚津市 他
2人

富山県魚津市吉島４４２５－１

 魚津市 他
2人

富山県魚津市吉島４４２５－１ 0765-24-4518 その他

1人
富山県魚津市吉島２－１－１ 0765-22-9207 毎　週

109

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

0765-22-6300 その他

108

清掃作業員 44歳以下 正社員

株式会社　美来  魚津市 土日他

107

土木作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　池原谷組  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島１０２２

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉３８３－
１

0765-62-1026 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

106

荷役業務 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

宇奈月通運株式会社

0765-72-5555 その他

105

介護職員（看護補助） 64歳以下 正社員
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

他

104

看護師 64歳以下 正社員
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

他
1人

富山県下新川郡入善町入膳３３４
５－２

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町入膳３３４
５－２

0765-72-5555 その他

1人
富山県魚津市吉島１－１－２０ 0765-24-4412 その他

103

准看護師 64歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団仁敬会　入善セント
ラル病院

0765-24-3811 その他

102

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

 魚津市 他

101

運転手 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　澤田土石運輸  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市川縁字西川原１２８
９－３７

 下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町舟見１７５
１

0765-78-1121 その他

2人
富山県魚津市北中５５０－１ 0765-22-2352 その他

100

造園作業員 不問 正社員

有限会社　愛場農園造園土木

0765-32-3786 毎　週

99

運転配達員（２ｔまたは３ｔト
ラック）

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　重松  魚津市 日他

98

看護職 64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

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

 黒部市 日他
3人

富山県黒部市中野１番地 0765-54-1250 その他

97

土木技術員 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中西電業株式会社
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40人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 172,500円～230,000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　16,100円まで 40人
年2回（前年度実績） 16040- 1923321

40人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 172,500円～230,000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　16,100円まで 40人
年2回（前年度実績） 16040- 1924621

1人 美容業
(1)9時00分～18時00分 175,000円～180,000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）
月額　7,100円まで 1人

16040- 1925921
40人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 207,000円～299,000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　16,100円まで 40人
年2回（前年度実績） 16040- 1926121

83人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 168,300円～179,025円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 19人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり）
月額　13,500円まで 280人
年2回（前年度実績） 16040- 1930421

17人 産業用機械器具賃貸業
(1)7時50分～17時00分 200,000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・その他

実費支給（上限あり）
月額　22,000円まで 21人
年2回（前年度実績） 16040- 1934121

20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～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）
月額　7,000円まで 20人
年2回（前年度実績） 16040- 1935021

20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～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）
月額　7,000円まで 20人
年2回（前年度実績） 16040- 1936721

72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 208,000円～330,000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（上限あり） 拠出・給付
月額　50,000円まで 1,111人
年2回（前年度実績） 16040- 1938221

72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 247,000円～360,000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（上限あり） 拠出・給付
月額　50,000円まで 1,111人
年2回（前年度実績） 16040- 1939521

20人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時45分 200,000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）
月額　7,000円まで 20人
年2回（前年度実績） 16040- 1940321

20人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時45分 200,000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）
月額　7,000円まで 20人
年2回（前年度実績） 16040- 1941621

49人 一般貨物自動車運送業
(1)10時00分～19時00分 184,800円～184,800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　30,000円まで 4,962人

16040- 1942921
4人 電気工事業

(1)8時00分～17時00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

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040- 1943121

21人 再生資源卸売業
(1)7時30分～16時30分 165,000円～181,500円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)7時30分～17時00分 実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 23人
年2回（前年度実績） 16040- 1944021

14人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 160,000円～180,000円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～9時00分 14人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 110人
年2回（前年度実績） 16040- 1948521

1人
富山県黒部市新牧野３４９　ユ
アーズビル黒部Ｂ棟

0765-57-3070 その他

128

介護職【しんせい花の丘／黒部
市】

64歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　真成  黒部市 他

 魚津市 他
2人

富山県魚津市青柳９５ 0765-24-2300 その他

2人
富山県魚津市木下新３４１－２ 0765-31-6216 その他

127

事務員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ミナミ

0765-54-1113 その他

126

電気工事 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

ナカオ電工株式会社  魚津市 日祝他

125

一般事務員 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

トナミ運輸株式会社　黒部営業所  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市沓掛字道上割２００
０－１７

 黒部市 他
2人

富山県黒部市前沢２６７４ 0765-52-4339 その他

2人
富山県黒部市前沢２６７４ 0765-52-4339 その他

124

製缶工 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　システムササキ

0765-24-5111 毎　週

123

機械加工及び組立 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　システムササキ  黒部市 他

122

法務・知財 59歳以下 正社員

株式会社　スギノマシン  魚津市 土日他
1人

富山県魚津市本江２４１０

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市本江２４１０ 0765-24-5111 毎　週

2人
富山県黒部市前沢２６７４ 0765-52-4339 その他

121

経理 59歳以下 正社員

株式会社　スギノマシン

0765-52-4339 その他

120

配管工 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　システムササキ  黒部市 他

119

電気工事士 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　システムササキ  黒部市 他
2人

富山県黒部市前沢２６７４

 黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市田家新５８４－１ 0765-54-0001 その他

1人
富山県魚津市大光寺４５０ 0765-24-8822 毎　週

118

建設機械レンタルに伴う配送 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

大平リース　株式会社

0765-56-5111 その他

117

介護職員 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

社会福祉法人　新川老人福祉会  魚津市 他

116

機械設計 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　エスケーテック  黒部市 日他
1人

富山県黒部市前沢２４２０

 黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市生地神区４９５－１
５

0765-32-4756 毎　週

2人
富山県黒部市前沢２４２０ 0765-56-5111 その他

115

エステティシャン・セラピスト 不問 正社員
交替制あ
り

サロン　エキュラ

0765-56-5111 その他

114

フライス・旋盤工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　エスケーテック  黒部市 日他

113

一般製缶作業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　エスケーテック  黒部市 日他
2人

富山県黒部市前沢２４２０
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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　　３月　２８日～　４月　１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。

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- 1949421

14人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 160,000円～180,000円
雇用期間の定めなし (2)16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）
月額　20,000円まで 110人
年2回（前年度実績） 16040- 1950921

70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 165,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 17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 70人
年2回（前年度実績） 16040- 1951121

70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 165,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 17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 70人
年2回（前年度実績） 16040- 1952021

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- 1953721
67人 電気工事業

(1)8時00分～17時00分 243,000円～335,000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） 拠出
月額　20,000円まで 67人
年2回（前年度実績） 16040- 1955221

67人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 295,000円～361,000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） 拠出
月額　20,000円まで 67人
年2回（前年度実績） 16040- 1956521

67人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 243,000円～335,000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） 拠出
月額　20,000円まで 67人
年2回（前年度実績） 16040- 1957421

105人 工業用プラスチック製品製造業

(1)8時30分～17時15分 181,000円～212,500円
雇用期間の定めなし (2)16時45分～1時05分 60人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時50分～8時50分 実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 106人
年2回（前年度実績） 16040- 1958321

135人 老人福祉・介護事業
(1)8時00分～17時00分 173,700円～193,700円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 110人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 135人
年2回（前年度実績） 16040- 1959621

58人 冠婚葬祭業
(1)9時00分～17時00分 177,000円～177,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)19時00分～7時00分 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　11,500円まで 508人

16040- 1960021
58人 冠婚葬祭業

(1)9時00分～17時30分 158,800円～216,400円
雇用期間の定めなし 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出・給付
月額　24,000円まで 508人
年2回（前年度実績） 16040- 1965421

6人 冠婚葬祭業
(1)9時00分～17時30分 158,800円～216,400円

雇用期間の定めなし (2)12時00分～20時30分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出・給付
又は8時00分～20時30分 月額　24,000円まで 508人

年2回（前年度実績） 16040- 1966321
58人 冠婚葬祭業

(1)9時00分～17時30分 158,800円～203,600円
雇用期間の定めなし 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出・給付
又は8時00分～20時30分 月額　24,000円まで 508人

年2回（前年度実績） 16040- 1967621
5人 書籍・文房具小売業

(1)8時30分～17時30分 179,000円～204,000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　22,750円まで 574人
年2回（前年度実績） 16040- 1968921

51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～225,000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- 1969121

0765-24-1661 毎　週

144

倉庫管理（魚津工場） 59歳以下 正社員

栄産業株式会社　魚津工場  魚津市 土日他
2人

富山県魚津市住吉字野毛４０９９
－６

 下新川郡朝
日町

日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町沼保９０９
－２（管理本部：下新川郡入善町

0765-74-8202 その他

2人
富山県魚津市大光寺坊丸１３２３
－２

0765-22-3330 その他

143

一般事務 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　明文堂プランナー

0765-22-3330 その他

142

セレモニーセンタースタッフ 44歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

オークス株式会社　新川支社  魚津市 他

141

セレモニーホールスタッフ 40歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

オークス株式会社　新川支社  魚津市 他
2人

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３
－２

 魚津市 他
1人

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３
－２

0765-22-3330 その他

1人
富山県魚津市大光寺坊丸１３２３
－２

0765-22-3330 その他

140

グループ営業スタッフ 40歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

オークス株式会社　新川支社

0765-74-0800 その他

139

葬祭打合せ 不問 正社員以外
交替制あ
り

オークス株式会社　新川支社  魚津市 他

138

看護師 65歳以下 正社員
交替制あ
り

社会福祉法人　おあしす新川  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町上野２８０
３

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町古黒部２０
５０番地

0765-72-2000 その他

1人
富山県魚津市宮津２３８番地１ 0765-24-0577 その他

137

プラスチック成形 59歳以下 正社員
交替制あ
り

入善キタノ製作株式会社

0765-24-0577 その他

136

通信工事士・通信設備点検士 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

日本海電業株式会社  魚津市 日祝他

135

電気工事施工管理・電気通信工事
施工管理

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

日本海電業株式会社  魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市宮津２３８番地１

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市宮津２３８番地１ 0765-24-0577 その他

134

電気工事士・電気設備点検士 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

日本海電業株式会社

0765-54-8066 毎　週

133

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

富山県黒部市吉田２００

 下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県下新川郡朝日町月山８７ 0765-83-2682 その他

1人
富山県下新川郡朝日町月山８７ 0765-83-2682 その他

132

事務員 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　渡辺功機

0765-57-3070 その他

131

検査業務 62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

130

介護職（しんせい三日市） 64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　真成  黒部市 他
1人

富山県黒部市新牧野３４９　ユ
アーズビル黒部Ｂ棟

 下新川郡朝
日町

日他
2人

富山県下新川郡朝日町越３２４－
１

0765-83-1863 その他

129

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
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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　　３月　２８日～　４月　１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。

27人 産業廃棄物処理業
(1)8時00分～17時00分 183,000円～183,000円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 27人
年2回（前年度実績） 16040- 1971221

55人 警備業
(1)8時00分～17時00分 181,440円～201,600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）

250人
16040- 1972521

251人 病院
(1)8時00分～17時00分 179,460円～263,960円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 180人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 厚生

月額　13,500円まで 251人
年3回（前年度実績） 16040- 1975621

251人 病院
(1)8時00分～17時00分 200,880円～293,880円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 180人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 厚生

月額　13,500円まで 251人
年3回（前年度実績） 16040- 1976921

251人 病院
(1)7時15分～16時15分 159,060円～213,060円

雇用期間の定めなし (2)7時30分～16時30分 180人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時30分～17時30分 実費支給（上限あり） 厚生

月額　13,500円まで 251人
年3回（前年度実績） 16040- 1977121

251人 病院
(1)7時15分～16時15分 179,460円～263,960円

雇用期間の定めなし (2)7時30分～16時30分 180人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時30分～17時30分 実費支給（上限あり） 厚生

月額　13,500円まで 251人
年3回（前年度実績） 16040- 1978021

4人 自動車・同附属品製造業
(1)9時00分～18時30分 165,000円～260,000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

16040- 1979721
4人 自動車・同附属品製造業

(1)9時00分～18時30分 210,096円～330,000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

16040- 1980521
15人 建物サービス業

(1)8時00分～16時32分 140,805円～148,627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）
日額　400円まで 150人
年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040- 1981421

16人 建物サービス業
(1)8時00分～16時45分 144,963円～153,016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）
日額　400円まで 150人
年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040- 1982321

10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 166,400円～199,680円
雇用期間の定めなし 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は20時00分～5時00分 33人

年2回（前年度実績）40,000円～100,000円 16040- 1986021
5人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17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　15,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040- 1987721

5人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～350,000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 7人
年2回（前年度実績） 16040- 1988821

16人 その他の飲食料品小売業
(1)5時00分～14時00分 200,440円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 15人 雇用・労災・健康・厚生
(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限なし）

49,852人
17010- 8292721

16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 15人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

49,852人
17010- 8295521

16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 15人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

49,852人
17010- 8296421

1人
石川県金沢市西念３丁目１１番３
４号

076-222-9908 毎　週

076-222-9908 毎　週

160

調理師（魚津緑ヶ丘病院） 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

 魚津市 他

159

栄養士（魚津緑ヶ丘病院） 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

 魚津市 他
1人

石川県金沢市西念３丁目１１番３
４号

 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

1人
富山県魚津市釈迦堂１－１３－１ 0765-22-3192 その他

158

管理栄養士（魚津緑ヶ丘病院） 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

0765-22-3192 その他

157

現場監督（見習い） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　北陸緑化  魚津市 日祝他

156

現場管理技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　北陸緑化  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市釈迦堂１－１３－１

 下新川郡入
善町

土日他
2人

富山県下新川郡入善町小摺戸１７
４５

0765-78-1051 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

155

自動車用ゴム部品溶着成形 不問 正社員

小路産業株式会社

0765-74-0246 毎　週

154

清掃作業員【ＹＫＫ黒部事業所】 64歳以下 正社員以外

株式会社　新川ビルサービス  黒部市 土日祝他

153

清掃作業員【ＹＫＫ古御堂工場】 64歳以下 正社員以外

株式会社　新川ビルサービス  黒部市 土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

 魚津市 日祝
1人

富山県魚津市吉島２５２番地６ 0765-32-4023 その他

2人
富山県魚津市吉島２５２番地６ 0765-32-4023 その他

152

マネージャー職 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　Ｈ３

0765-24-7671 その他

151

オフィスアテンダント 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　Ｈ３  魚津市 日祝

150

介護福祉士 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　七徳会  魚津市 他
4人

富山県魚津市友道７８９

 魚津市 他
2人

富山県魚津市友道７８９ 0765-24-7671 その他

3人
富山県魚津市友道７８９ 0765-24-7671 その他

149

ケアワーカー 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　七徳会

0765-24-7671 その他

148

看護師 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　七徳会  魚津市 他

147

准看護師 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　七徳会  魚津市 他
3人

富山県魚津市友道７８９

魚津市　他 他
3人

富山県魚津市吉島２丁目５－１７ 0765-22-8648 その他

1人
富山県魚津市横枕２４８－６ 0765-24-6311 その他

146

警備員（交通誘導、駐車場スタッ
フ）

18歳～64歳 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　パトロード富山　新川
支社

145

事務職 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　エスアール　富山事業
所

 魚津市 日祝他
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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　　３月　２８日～　４月　１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。

16人 その他の飲食料品小売業
(1)10時00分～19時00分 164,160円～164,160円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)5時00分～14時00分 15人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

49,852人
17010- 8302621

15人 その他の飲食料品小売業
(1)5時00分～14時00分 172,800円～172,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～19時00分 14人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

49,852人
17010- 8304121

0人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)9時00分～19時00分 176,498円～230,091円
雇用期間の定めなし (2)15時00分～1時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は9時00分～1時00分の 月額　24,500円まで 170人

年2回（前年度実績）100,000円～400,000円 17080- 2776321
5人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 231,000円～346,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 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 45人
年2回（前年度実績）50,000円～500,000円 22081- 1394621

29人 市町村機関
(1)8時00分～16時45分 126,000円～126,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時05分～16時50分 22人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 471人
年2回（前年度実績） 16040- 1743021

29人 市町村機関
(1)8時00分～16時45分 126,000円～126,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時05分～16時50分 22人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 471人
年2回（前年度実績） 16040- 1744721

93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 89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 93人
年2回（前年度実績） 16040- 1746221

93人 病院
(1)8時00分～17時00分 160,000円～168,000円

雇用期間の定めなし (2)5時00分～14時00分 89人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 93人
年2回（前年度実績） 16040- 1747521

26人 畜産農業
(1)8時30分～17時15分 165,900円～182,200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- 1748421

20人 一般廃棄物処理業
(1)8時00分～16時50分 225,000円～225,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 厚生
23人

年2回（前年度実績） 16040- 1732321
30人 ガラス・同製品製造業

(1)8時00分～17時00分 173,000円～178,000円
雇用期間の定めなし 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 30人
年2回（前年度実績） 16040- 1733621

30人 自動車・同附属品製造業
(1)8時00分～17時00分 184,000円～184,000円

雇用期間の定めなし (2)23時00分～8時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　17,000円まで 30人
年2回（前年度実績） 16040- 1736021

45人 他に分類されない卸売業
(1)8時00分～17時00分 163,100円～186,400円

雇用期間の定めなし 31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 200人
年2回（前年度実績） 16040- 1739221

27人 産業廃棄物処理業
(1)8時00分～17時00分 193,520円～235,880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　25,000円まで 27人
年2回（前年度実績） 16040- 1711721

27人 産業廃棄物処理業
(1)8時00分～17時00分 215,870円～215,870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　25,000円まで 27人
年2回（前年度実績） 16040- 1713221

7人 医薬品・化粧品小売業
(1)9時00分～18時45分 300,000円～450,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～13時30分 4人 雇用・労災・健康・厚生
(3)14時30分～18時45分 実費支給（上限なし）

16人
年2回（前年度実績）1,500,000円～3,500,000円 16040- 1715421

 黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市北新１０－４ 0765-52-5000 その他

1人
富山県魚津市横枕２４８－６ 0765-24-6311 その他

176

勤務薬剤師（本店） 不問 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット

0765-24-6311 その他

175

工場内での作業 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　エスアール　富山事業
所

 魚津市 日祝他

174

工場内外での運転及び作業 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　エスアール　富山事業
所

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市横枕２４８－６

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市沓掛６３５ 0765-54-1162 その他

2人
富山県下新川郡入善町入膳２４５
８

0765-72-2427 毎　週

173

現場事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　卵のタカムラ

0765-74-0373 その他

172

堰折工 59歳以下 正社員
交替制あ
り

朝日工業株式会社  下新川郡入
善町

土日他

171

事務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　佐藤アンプル製作所  下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町上飯野２４
１

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市北野４７－２ 0765-52-0047 その他

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

170

一般廃棄物収集運搬 59歳以下 正社員
交替制あ
り

黒部クリーン　株式会社

0765-54-1800 その他

169

事務 不問 正社員以外
交替制あ
り

くろべ牧場まきばの風  黒部市 他

168

調理員 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他
1人

富山県黒部市荻生６６７５－５

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 その他

1人
富山県下新川郡入善町入膳３２５
５番地

0765-72-1100 毎　週

167

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

0765-72-1100 毎　週

166

調理員（会計年度任用職員／更新
なし）

不問 正社員以外

入善町役場  下新川郡入
善町

土日祝他

165

調理員（会計年度任用職員／更新
あり）

不問 正社員以外

入善町役場  下新川郡入
善町

土日祝他
2人

富山県下新川郡入善町入膳３２５
５番地

 下新川郡朝
日町　他

日祝他
3人

静岡県榛原郡吉田町神戸３０８８
－１１

0548-28-6722 その他

5人
石川県白山市田中町２８７－３ 076-274-5174 毎　週

164

（請）道路舗装工事作業 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

株式会社　辻建設

076-222-9908 毎　週

163

つけめん桜魚津店店舗運営（調
理、接客）

不問 正社員

株式会社　翔志（らーめん世界・
つけめん桜）

 魚津市 他

162

栄養士（魚津緑ヶ丘病院） 不問 正社員以外
交替制あ
り

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

 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

161

調理員（師）（魚津緑ヶ丘病院） 不問 正社員以外

日清医療食品株式会社　近畿支店
北陸営業所
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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　　３月　２８日～　４月　１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 医薬品・化粧品小売業
(1)8時45分～18時45分 159,000円～226,500円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～13時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生
(3)13時00分～17時00分 実費支給（上限なし）

16人
年2回（前年度実績） 16040- 1716321

7人 医薬品・化粧品小売業
(1)8時45分～18時45分 158,553円～158,553円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)9時00分～13時00分 4人 雇用・労災
(3)13時00分～17時00分 実費支給（上限なし）

16人
16040- 1717621

9人 医薬品・化粧品小売業
(1)8時30分～18時30分 158,553円～158,553円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時45分～18時45分 8人 雇用・労災
(3)9時00分～19時00分 実費支給（上限なし）

16人
16040- 1718921

50人 警備業
(1)6時30分～15時30分 263,150円～271,468円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生
(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限なし）

250人
年2回（前年度実績） 16040- 1719121

406人 自動車・同附属品製造業
(1)8時00分～16時50分 239,598円～239,598円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)21時00分～5時50分 61人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 406人
年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040- 1720821

50人 警備業
(1)6時30分～15時30分 240,358円～256,934円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生
(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限なし）

250人
年2回（前年度実績） 16040- 1721221

50人 警備業
(1)6時30分～15時30分 240,358円～256,934円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生
(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限なし）

250人
年2回（前年度実績） 16040- 1722521

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- 1723421

91人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 178,000円～200,000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（上限なし）
93人

年2回（前年度実績） 16040- 1725621
55人 非鉄金属素形材製造業

(1)8時00分～16時15分 203,150円～360,050円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～0時15分 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時00分～8時15分 実費支給（上限あり）
月額　12,500円まで 55人
年2回（前年度実績）780,000円～1,680,000円 16040- 1729721

46人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 250,000円～350,000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） 厚生
月額　20,000円まで 56人
年2回（前年度実績）～500,000円 16040- 1730521

5人 建物サービス業
(1)8時30分～17時15分 160,000円～170,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 5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- 1693321

10人 一般土木建築工事業
(1)7時30分～17時00分 250,000円～350,000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）
月額　15,000円まで 25人
年2回（前年度実績） 16040- 1695921

66人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

(1)8時00分～16時50分 170,000円～190,000円
雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,500円まで 66人
年2回（前年度実績） 16040- 1698721

2人 耕種農業
(1)8時00分～17時00分 170,000円～270,000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 2人
年2回（前年度実績） 16040- 1699821

180人 病院
(1)8時00分～17時00分 280,200円～323,000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- 1700921

0765-54-5400 毎　週

192

社会福祉士 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
1人

富山県黒部市荻生８２１

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町田中３１５
番地

0765-72-3347 なし

1人
富山県魚津市横枕２４８ 0765-24-3666 その他

191

農業 59歳以下 正社員

蒼ファーム株式会社

0765-24-3177 毎　週

190

検査工及び機械オペレーター 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

北真工業　株式会社  魚津市 日祝他

189

土木・舗装工事技術者 59歳以下 正社員

株式会社　ユアネクス  魚津市 土日祝
1人

富山県魚津市山女２２

 黒部市 他
2人

富山県黒部市荻生６６７５番地５ 0765-54-1800 その他

1人
富山県魚津市宮津２３４番地 0765-24-5520 その他

188

病院清掃員 59歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社さくらい愛護会

0765-52-1111 その他

187

土木施工管理業務 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中川運輸　株式会社  魚津市 日祝他

186

現業職 44歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ＪＸ金属三日市リサイクル　株式
会社

 黒部市 他
1人

富山県黒部市天神新８番地

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市道坂１０３ 0765-32-8231 その他

1人
富山県黒部市吉田２１１２ 0765-32-4289 その他

185

一般事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北陸精機

0765-22-8648 その他

184

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

183

現場管理スタッフ 64歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　パトロード富山　新川
支社

 魚津市 他
1人

富山県魚津市吉島２丁目５－１７

 魚津市 他
1人

富山県魚津市吉島２丁目５－１７ 0765-22-8648 その他

4人
富山県下新川郡入善町入膳２４５
８

0765-72-5813 毎　週

182

人事管理スタッフ 64歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　パトロード富山　新川
支社

0765-22-8648 その他

181

製品の選別・仕分け作業 18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

アイシン新和　株式会社  下新川郡入
善町

土日他

180

指導教育スタッフ 64歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　パトロード富山　新川
支社

 魚津市 他
1人

富山県魚津市吉島２丁目５－１７

 下新川郡入
善町

日祝他
2人

富山県黒部市北新１０－４ 0765-52-5000 その他

2人
富山県黒部市北新１０－４ 0765-52-5000 その他

179

医療事務（契）（入善店） 不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット

0765-52-5000 その他

178

医療事務（契）（本店） 不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット  黒部市 日祝他

177

医療事務（本店） 不問 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット  黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市北新１０－４
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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。

71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 144,000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）
日額　250円まで 258人
年2回（前年度実績） 16040- 1701121

62人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 153,800円～236,500円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 54人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30分～9時45分 実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 196人
年2回（前年度実績） 16040- 1702021

12人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 175,000円～280,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　100,000円まで 18人
年2回（前年度実績）300,000円～500,000円 16040- 1703721

120人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 206,000円～256,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 96人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)13時15分～17時15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- 1704821

120人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 179,000円～249,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 96人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)13時15分～17時15分 実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 1,000人
年2回（前年度実績） 16040- 1705221

120人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 167,000円～222,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 96人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)13時15分～17時15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- 1706521

27人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 176,300円～225,750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　31,600円まで 27人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040- 1708321

7人 その他の職別工事業
(1)8時00分～17時00分 276,000円～345,000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 7人
年2回（前年度実績） 16040- 1709621

11人 各種食料品小売業
(1)8時00分～18時00分 210,000円～210,000円

雇用期間の定めなし 8人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

159人
年2回（前年度実績） 16010- 6868321

63人 自動車小売業
(1)8時45分～18時15分 190,000円～238,000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（上限なし） 厚生
166人

年2回（前年度実績） 16010- 6869621
8人 産業廃棄物処理業

(1)9時00分～18時00分 228,300円～279,050円
雇用期間の定めなし (2)21時00分～6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 22人
年2回（前年度実績）150,000円～400,000円 16010- 6837021

8人 産業廃棄物処理業
(1)7時00分～16時00分 228,300円～289,200円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生
(3)21時00分～6時00分 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）150,000円～400,000円 16010- 6844121

0人 労働者派遣業
(1)8時00分～16時45分 210,000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　13,000円まで 50人
年2回（前年度実績）120,000円～ 16010- 6860921

2人 その他の飲食料品小売業
241,000円～241,000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- 1098321

2人 その他の飲食料品小売業
(1)8時00分～16時00分 181,000円～181,000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～20時00分 月額　10,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16070- 1102321

2人 その他の飲食料品小売業
(1)8時00分～16時00分 181,000円～181,000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～20時00分 月額　10,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16070- 1103621

1人
富山県滑川市上小泉２１８３番地 076-475-0341 その他

076-475-0341 その他

208

配達及び商品ピッキング（黒部配
送センター）

59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

207

配達及び商品ピッキング（魚津配
送センター）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　サンフーズ  魚津市 日他
1人

富山県滑川市上小泉２１８３番地

 黒部市 日他
1人

富山県滑川市上小泉２１８３番地 076-475-0341 その他

1人
富山県富山市黒瀬２８５ 076-461-6670 毎　週

206

営業員（黒部配送センター） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　サンフーズ

076-421-6302 毎　週

205

機械オペレーター 59歳以下 無期雇用派遣労働者

株式会社　オレンジライン　Ｅス
タッフ

 下新川郡入
善町

土日他

204

構内作業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　タイド産商  下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県富山市小泉町１１

 下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県富山市小泉町１１ 076-421-6302 毎　週

2人
富山県富山市西新庄１１番４６号 076-441-2341 その他

203

切粉収集運搬 59歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　タイド産商

076-438-0870 その他

202

営業職 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

富山日産自動車　株式会社 魚津市　他 火他

201

店長候補（精肉技術スタッフ） 59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

富山県富山市東岩瀬町３１５番地

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市三田５１３ 0765-22-5689 その他

1人
富山県黒部市荒俣４４ 0765-56-8850 その他

200

運転手（４ｔ車）・重機オペレー
ター

不問 正社員
変形（1
年単位）

北陸開発公社有限会社

0765-78-2500 その他

199

大型トラック運転手（長距離） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

高東興業　株式会社  黒部市 日祝他

198

事務職 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

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
1人

富山県下新川郡入善町小杉６４番
地

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町小杉６４番
地

0765-78-2500 その他

1人
富山県下新川郡入善町小杉６４番
地

0765-78-2500 その他

197

支援相談員 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　藤聖会　入善老人
保健施設　こぶしの庭

0765-72-2822 その他

196

介護支援専門員 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

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

日他

195

大型アームロール車・バキユーム
車運転手又は助手

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　黒東アメニティ公社  下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町椚山８０２

 黒部市 他
1人

富山県黒部市堀切１００２ 0765-57-3511 毎　週

2人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

194

介護職 59歳以下 正社員
交替制あ
り

社会福祉法人緑寿会　特別養護老
人ホーム　越之湖

193

建材部品の袋詰め作業（ＹＫＫＡ
Ｐ（株）荻生製造所）

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社  黒部市 土日他
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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　　３月　２８日～　４月　１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。

8人 公園，遊園地
(1)8時30分～17時15分 154,000円～158,400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　35,000円まで 36人

16040-   12120
13人 配達飲食サービス業

930円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 労災

実費支給（上限あり）
又は10時30分～22時00分 月額　3,000円まで 935人

01020- 4273421
12人 配達飲食サービス業

930円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 労災

実費支給（上限あり）
又は10時30分～22時00分 月額　3,000円まで 935人

01020- 4274321
13人 配達飲食サービス業

880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 労災

実費支給（上限あり）
又は10時30分～22時00分 月額　3,000円まで 935人

01020- 4398121
7人 土木建築サービス業

(1)8時00分～17時00分 980円～980円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～12時00分 7人 雇用・労災・健康・厚生・その他

実費支給（上限なし）
85人

年2回（前年度実績） 15030- 3025021
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・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 17,729人

16010- 7052421
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 労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 17,729人

16010- 7057021
9人 その他の飲食料品小売業

(1)14時00分～19時00分 1,000円～1,000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

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 17,729人

16010- 7058721
8人 その他の飲食料品小売業

(1)15時00分～20時00分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 17,729人

16010- 7060421
8人 その他の飲食料品小売業

(1)9時00分～14時00分 880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 17,729人

16010- 7122421
2人 労働者派遣業

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災

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 80人

16020- 4046521
13人 労働者派遣業

(1)10時00分～15時00分 1,100円～1,300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 80人

16020- 4066921
7人 労働者派遣業

(1)13時00分～17時00分 1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・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 80人

16020- 4067121
65人 その他の食料品製造業

877円～1,000円
雇用期間の定めなし 30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00分 月額　12,000円まで 65人

年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040- 1753821
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- 1755521

18人 その他の電気機械器具製造業

925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- 1760721

209

遊具運転・園内整備 不問 正社員以外

一般財団法人　魚津市施設管理公
社

 魚津市 他
1人

富山県魚津市三ヶ１１８１－１
（ミラージュハウス内）

0765-24-9578 毎　週

1

ピザの配達（富山入善店） 不問 パート労働者

株式会社　テンフォー  下新川郡入
善町

他
3人

北海道函館市柏木町２４番１９号 0138-31-0141 その他

2

ピザの配達（富山魚津店） 不問 パート労働者

株式会社　テンフォー  魚津市 他
3人

北海道函館市柏木町２４番１９号 0138-31-0141 その他

3

ピザの調理・接客・電話受付（富
山入善店）

不問 パート労働者

株式会社　テンフォー  下新川郡入
善町

他
3人

北海道函館市柏木町２４番１９号 0138-31-0141 その他

4

（請）高速道路サービスエリアの
清掃員（越中境ＰＡ）

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ハイメックス上越  下新川郡朝
日町

他
1人

新潟県上越市子安新田４－１ 025-523-0066 毎　週

5

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

6

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

7

調理補助員（介護老人福祉施設つ
るさんかめさん）

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

8

洗浄員（介護老人福祉施設つるさ
んかめさん）

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

9

調理員（アイシンメタルテック
（株）内食堂）

不問 パート労働者

株式会社　魚国総本社　北陸支社  下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県富山市西大泉１２番地１０
号

076-425-8410 毎　週

10

シャワーホースの検査・カット及
び梱包作業【トヨックス】

不問 無期雇用派遣パート

株式会社　ステップ  黒部市 土日祝他
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

11

ホースの仕分作業（物流課：前
沢）【トヨックス】

不問 無期雇用派遣パート

株式会社　ステップ  黒部市 土日祝他
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

12

ホースの仕分作業（物流課：宇奈
月）【トヨックス】

不問 無期雇用派遣パート

株式会社　ステップ  黒部市 土日祝他
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

一般事務 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

14

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

15

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
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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　　３月　２８日～　４月　１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。

18人 その他の電気機械器具製造業

1,300円～1,500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- 1761821
10人 鮮魚小売業

(1)8時00分～16時00分 900円～900円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 6人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～16時00分 月額　4,000円まで 13人

年2回（前年度実績） 16040- 1778721
2人 鮮魚小売業

(1)5時00分～7時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 0人 労災

なし
13人

16040- 1779821
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- 1785021
16人 老人福祉・介護事業

(1)5時00分～8時00分 1,000円～1,000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- 1786721
1人 美容業

880円～900円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は9時30分～19時00分 月額　5,000円まで 1人

年2回（前年度実績）30,000円～30,000円 16040- 1787821
7人

その他の各種商品小売業（従業者が常時５０人未満のもの）

(1)9時00分～18時00分 880円～880円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～15時00分 6人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時30分～18時00分 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 9人

年2回（前年度実績）40,000円～40,000円 16040- 1789521
2人 歯科診療所

(1)14時30分～17時00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- 1793121
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- 1794021
9人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)10時00分～14時00分 880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 労災

実費支給（上限なし）
2,084人

年2回（前年度実績）20,000円～20,000円 16040- 1795721
7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)9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～15時00分 6人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～16時00分 月額　5,000円まで 7人

年2回（前年度実績）20,000円～50,000円 16040- 1796821
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- 1799421
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- 1801221
21人 公認会計士事務所，税理士事務所

890円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 17人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時00分 月額　10,000円まで 21人

年2回（前年度実績）10,000円～ 16040- 1806921
24人 旅館，ホテル

(1)8時00分～12時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時00分～16時00分 5人 労災

(3)16時00分～20時00分 実費支給（上限あり）
日額　1,090円まで 24人

16040- 1812321
4人 土木工事業（舗装工事業を除く）

900円～950円
雇用期間の定めなし 1人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～16時00分 月額　10,000円まで 4人

16040- 1815121

16

運転主体及び軽作業 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

17

カニ加工（身抜き） 不問 パート労働者

有限会社　魚政魚問屋  魚津市 日他
2人

富山県魚津市東町１８番１６号 0765-24-3877 その他

18

魚の運搬 不問 パート労働者

有限会社　魚政魚問屋  魚津市 日他
1人

富山県魚津市東町１８番１６号 0765-24-3877 その他

19

介護職員【優悠庵】 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

20

調理員【優悠庵】 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

エステティシャン及び事務 不問 パート労働者

エステティック　ジュビラン
キッズ

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市新角川２－４－８ 0765-55-1822 その他

22

レジ・インフォメーション 64歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　魚津シーサイドプラザ
（海の駅　蜃気楼）

 魚津市 他
2人

富山県魚津市村木定坊割２５００
－２

0765-24-4301 毎　週

23

歯科衛生士【１４：３０～１７：
００】

不問 パート労働者

平井デンタルクリニック  黒部市 木日祝他
1人

富山県黒部市三日市３３１６ 0765-52-0727 その他

24

歯科衛生士【８：３０～１２：３
０】

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

25

調理補助 不問 パート労働者

株式会社　ＮＥＣライベックス  下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町入膳５６０ 0765-72-4453 毎　週

26

ファスナー加工・組立検査 不問 パート労働者

有限会社　江田パーツ  魚津市 土日他
2人

富山県魚津市本江元町１２９５ 0765-22-1802 毎　週

27

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
1人

富山県下新川郡朝日町舟川新３５
番地

0765-82-0990 その他

28

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

29

会計事務（税務補助） 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ビッグトウモロウ  魚津市 土日祝
1人

富山県魚津市吉島１２１番地の２ 0765-24-8490 毎　週

30

フロント 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ホテルアクア黒部  黒部市 他
2人

富山県黒部市天神新３５３－１ 0765-54-1000 毎　週

31

一般事務 不問 パート労働者

有限会社　村崎組  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市西尾崎１５３０－２ 0765-22-5181 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　　３月　２８日～　４月　１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。

◎ 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。

12人 病院
(1)8時00分～12時30分 1,200円～1,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時30分～18時30分 12人 雇用・労災
(3)8時30分～12時30分 実費支給（上限あり）

月額　11,300円まで 12人
年2回（前年度実績） 16040- 1816021

14人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～16時30分 880円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)9時00分～16時00分 13人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は8時30分～17時30分 月額　5,000円まで 14人
年1回（前年度実績）50,000円～200,000円 16040- 1822121

4人 自動車小売業
(1)9時00分～17時30分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 2人 雇用・労災
なし

又は13時00分～17時00分 4人
16040- 1823021

3人 歯科診療所
(1)17時00分～19時30分 1,000円～1,300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 3人

16040- 1827521
8人 その他の飲食店

(1)10時00分～15時00分 1,000円～1,100円
雇用期間の定めなし (2)18時00分～22時00分 6人 労災

実費支給（上限あり）
月額　3,000円まで 8人

16040- 1833821
83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 34人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　2,600円まで 84人
年2回（前年度実績） 16040- 1835521

15人 建物サービス業
(1)7時00分～13時00分 1,000円～1,500円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時00分 14人 雇用・労災
なし

17人
年2回（前年度実績） 16040- 1836421

40人 パン・菓子製造業
(1)6時00分～12時00分 900円～900円

雇用期間の定めなし (2)11時30分～16時30分 24人 雇用・労災
(3)12時00分～18時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 51人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040- 1849021

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- 1875721

8人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)9時00分～15時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 8人

16040- 1876821
110人 旅館，ホテル

(1)8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)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- 1879421

110人 旅館，ホテル
(1)8時00分～18時00分 880円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 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）5,000円～30,000円 16040- 1886521

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- 1888321

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- 1890021

51人 洗濯業
(1)9時00分～15時00分 880円～980円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～12時00分 34人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は9時00分～17時00分 月額　15,000円まで 71人
16040- 1891721

110人 旅館，ホテル
(1)16時30分～7時30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・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）5,000円～20,000円 16040- 1893221

32

看護師（正・准） 不問 パート労働者
交替制あ
り

嶋田医院  下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町高畠２６９ 0765-76-0121 その他

33

介護員 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
2人

富山県黒部市植木１９４－２ 0765-52-2121 毎　週

34

タイヤ交換及び配達員 不問 パート労働者

有限会社　山西商会  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市本江９８０－１ 0765-24-3201 その他

35

歯科受付 不問 パート労働者

山口歯科医院　山口学  魚津市 水土他
2人

富山県魚津市上村木１ー１１－８ 0765-22-1255 毎　週

36

ホールスタッフ 不問 パート労働者

ＮＯＯＤＬＥ　ＨＥＡＲＴＳ  魚津市 月他
3人

富山県魚津市吉島４３３０ 0765-22-5566 その他

37

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
2人

富山県魚津市本江字中の坪１００
７

0765-22-0300 毎　週

38

介護職員 64歳以下 パート労働者

有限会社　ブルーム  魚津市 他
1人

富山県魚津市新金屋１－１２－３
８　インテリジェントセンタービ

0765-22-0266 その他

39

パン製造員 64歳以下 パート労働者

株式会社　東京ブレッド  黒部市 日祝他
3人

富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-3321 毎　週

40

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

41

汎用フライス工 不問 パート労働者

コアー技研　株式会社  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市小川寺２６８－５ 0765-31-9025 その他

42

フロント業務 18歳以上 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

43

調理補助 不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

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

44

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

45

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

46

仕上係 59歳以下 パート労働者

有限会社　重松  魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市北中５５０－１ 0765-22-2352 その他

47

夜間警備及び補助 18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　金太郎温泉  魚津市 他
1人

富山県魚津市天神野新６０００ 0765-24-1222 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
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通勤手当
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℡ 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。

110人 旅館，ホテル
(1)23時30分～4時30分 1,100円～1,150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- 1894521

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- 1895421

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- 1896321
26人 パン・菓子製造業

(1)23時30分～5時00分 1,125円～1,125円
雇用期間の定めなし 19人 労災

なし
26人

16040- 1897621
20人 燃料小売業

(1)6時35分～9時35分 1,500円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)15時10分～17時40分 3人 労災

(3)6時35分～12時25分 実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 40人

16040- 1898921
30人 市町村機関

(1)8時30分～13時30分 1,201円～1,201円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～18時00分 30人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
948人

16040- 1899121
10人 一般貨物自動車運送業

(1)9時00分～16時00分 900円～900円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～15時00分 1人 雇用・労災

なし
10人

16040- 1901021
60人 郵便業（信書便事業を含む）

980円～980円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 13人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時20分～20時50分 日額　2,600円まで

年2回（前年度実績） 16040- 1902721
60人 郵便業（信書便事業を含む）

(1)7時20分～16時20分 980円～980円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 13人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　2,600円まで
年2回（前年度実績） 16040- 1903821

80人 旅館，ホテル
(1)8時00分～11時00分 1,010円～1,263円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時00分～17時00分 52人 労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 80人

16040- 1905521
80人 旅館，ホテル

(1)5時00分～11時00分 880円～980円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 52人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 80人

16040- 1906421
74人 病院

(1)9時00分～12時00分 1,900円～2,300円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 67人 労災

実費支給（上限なし）
又は8時30分～17時00分 74人

16040- 1907321
9人 建物サービス業

(1)8時00分～12時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 3人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 200人

16040- 1912221
1人 建物サービス業

(1)7時00分～9時00分 900円～900円
雇用期間の定めなし (2)7時00分～10時00分 1人 労災

なし
200人

16040- 1914421
6人 建物サービス業

(1)8時00分～12時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし 6人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 200人

16040- 1918121
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- 1920221

48

浴場清掃 18歳以上 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 毎　週

49

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

50

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

51

パンの包装作業・製造補助 18歳以上 パート労働者

黒部製パン　有限会社  黒部市 土他
1人

富山県黒部市石田８５６ 0765-52-1318 毎　週

52

大型バス運転手 不問 パート労働者

黒部モビリティサービス　株式会
社

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市中新４８４ 0765-52-0165 その他

53

看護師・准看護師・保健師・助産
師【会計年度任用職員】

不問 パート労働者
交替制あ
り

黒部市社会福祉事務所 
（黒部市役所　市民福祉部）

 黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市三日市１３０１ 0765-54-2111 毎　週

54

事務職 不問 パート労働者

有限会社　澤田土石運輸  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市川縁字西川原１２８
９－３７

0765-24-3811 その他

55

郵便物の配達 不問 パート労働者

日本郵便株式会社　郵便事業総本
部　入善郵便局

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳３７２
９－２

0765-32-3663 毎　週

56

郵便物の配達 不問 パート労働者

日本郵便株式会社　郵便事業総本
部　入善郵便局

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳３７２
９－２

0765-32-3663 毎　週

57

送迎係 不問 パート労働者

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人

富山県下新川郡入善町舟見１６７
７番地１

0765-78-2525 その他

58

朝食係 不問 パート労働者

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人

富山県下新川郡入善町舟見１６７
７番地１

0765-78-2525 毎　週

59

薬剤師 64歳以下 パート労働者

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
1人

富山県下新川郡入善町入膳３３４
５－２

0765-72-5555 毎　週

60

清掃員 不問 パート労働者

株式会社　美来  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉島２－１－１ 0765-22-9207 毎　週

61

清掃スタッフ【魚津市】 不問 パート労働者

株式会社　美来  魚津市 木他
1人

富山県魚津市吉島２－１－１ 0765-22-9207 毎　週

62

清掃員 不問 パート労働者

株式会社　美来  黒部市 土日祝他
2人

富山県魚津市吉島２－１－１ 0765-22-9207 毎　週

63

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
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78人 老人福祉・介護事業
(1)9時00分～13時00分 915円～915円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 58人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　13,500円まで 280人
年2回（前年度実績） 16040- 1927021

20人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時45分 1,000円～1,800円
雇用期間の定めなし 2人 労災

なし
20人

16040- 1928721
20人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時45分 1,379円～1,793円
雇用期間の定めなし 2人 労災

なし
20人

16040- 1931321
14人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)6時00分～9時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし 14人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 110人

16040- 1945721
14人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)9時00分～17時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～13時00分 14人 労災

(3)13時00分～17時00分 実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 110人

16040- 1947221
58人 冠婚葬祭業

(1)9時00分～16時00分 900円～900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9時00分～17時00分 日額　500円まで 508人

16040- 1961721
6人 冠婚葬祭業

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～17時00分 日額　500円まで 508人

16040- 1962821
6人 冠婚葬祭業

(1)9時00分～15時00分 880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～16時00分 3人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～17時00分 日額　500円まで 508人

16040- 1964521
53人 警備業

(1)8時00分～17時00分 1,080円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 労災

実費支給（上限なし）
250人

16040- 1973421
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- 1974321
1人 建物サービス業

(1)8時00分～17時00分 1,100円～1,100円
雇用期間の定めなし 1人 労災

実費支給（上限なし）
150人

年2回（前年度実績）30,000円～100,000円 16040- 1983621
8人 建物サービス業

(1)8時00分～15時00分 900円～900円
雇用期間の定めなし 7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）10,000円～30,000円 16040- 1984921

13人 各種商品卸売業
880円～1,150円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は9時30分～21時30分 月額　28,000円まで 398人
16050- 1856221

0人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)9時00分～14時00分 900円～1,500円
雇用期間の定めなし (2)14時00分～18時00分 0人 労災

(3)18時00分～21時00分 実費支給（上限あり）
又は9時00分～2時00分の 月額　10,000円まで 170人

17080- 2778921
10人 他に分類されない小売業

(1)17時00分～19時30分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 7人 労災

実費支給（上限あり）
月額　7,700円まで 11,740人

18040- 1712521
17人 基礎素材産業用機械製造業

(1)9時00分～12時00分 920円～1,000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13時00分～17時00分 480人

26020- 7844221

64

調理員 不問 パート労働者

社会福祉法人　新川老人福祉会  魚津市 他
1人

富山県魚津市大光寺４５０ 0765-24-8822 その他

65

製缶工 不問 パート労働者

有限会社　システムササキ  黒部市 他
1人

富山県黒部市前沢２６７４ 0765-52-4339 その他

66

機械加工及び組立 不問 パート労働者

有限会社　システムササキ  黒部市 他
3人

富山県黒部市前沢２６７４ 0765-52-4339 その他

67

介護職【しんせい花の丘／黒部
市】（早朝勤務）

64歳以下 パート労働者

有限会社　真成  黒部市 他
1人

富山県黒部市新牧野３４９　ユ
アーズビル黒部Ｂ棟

0765-57-3070 毎　週

68

介護職【しんせい花の丘／黒部
市】（交替制）

64歳以下 パート労働者
交替制あ
り

有限会社　真成  黒部市 他
1人

富山県黒部市新牧野３４９　ユ
アーズビル黒部Ｂ棟

0765-57-3070 毎　週

69

グループ営業スタッフ 不問 パート労働者

オークス株式会社　新川支社  魚津市 他
2人

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３
－２

0765-22-3330 毎　週

70

イベントスタッフ 不問 パート労働者

オークス株式会社　新川支社 魚津市　他 他
1人

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３
－２

0765-22-3330 毎　週

71

館内の準備清掃 不問 パート労働者

オークス株式会社　新川支社  魚津市 他
2人

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３
－２

0765-22-3330 毎　週

72

警備員（交通誘導員） 18歳以上 パート労働者

株式会社　パトロード富山　新川
支社

魚津市　他 他
5人

富山県魚津市吉島２丁目５－１７ 0765-22-8648 毎　週

73

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

74

工場内日常清掃作業【ＪＸ金属三
日市リサイクル】

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
月火水木
金日

1人
富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

75

日常清掃作業【アイシン新和
（株）】

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
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

76

販売接客（ブックオフ魚津店） 不問 パート労働者

株式会社　電陽社  魚津市 他
3人

富山県砺波市新又１５２－２ 0763-33-2570 毎　週

77

つけめん桜魚津店：ホールスタッ
フ、調理補助【急募】

不問 パート労働者

株式会社　翔志（らーめん世界・
つけめん桜）

 魚津市 他
5人

石川県白山市田中町２８７－３ 076-274-5174 毎　週

78

レジ担当（コメリ宇奈月店）アル
バイト

不問 パート労働者

株式会社　コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 黒部市 他
2人

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 
株式会社コメリ　北陸ストアサ

0776-67-3400 その他

79

一般事務（魚津市）パート 不問 パート労働者

カンケンテクノ　株式会社  魚津市 土日祝他
1人

京都府長岡京市神足太田３０－２ 075-955-8823 毎　週
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58人 一般乗用旅客自動車運送業

1,000円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 11人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は5時00分～22時00分 月額　11,300円まで 58人

16040- 1741921
4人 美容業

900円～1,200円
雇用期間の定めなし 4人 労災

なし
又は9時30分～19時00分 4人

16040- 1742121
40人 各種食料品小売業

(1)8時30分～12時30分 880円～900円
雇用期間の定めなし 30人 労災

なし
110人

16040- 1745821
4人 市町村機関

(1)7時45分～13時15分 1,201円～1,201円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時30分～18時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
948人

16040- 1735121
14人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

(1)9時00分～15時00分 880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～15時45分 13人 雇用・労災

(3)8時15分～16時00分 実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 15人
年3回（前年度実績）200,000円～400,000円 16040- 1737721

45人 他に分類されない卸売業
1,000円～1,000円

雇用期間の定めなし 31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　50,000円まで 200人
16040- 1738821

200人 病院
(1)8時30分～17時00分 983円～1,037円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 160人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 1740621

64人 高等学校，中等教育学校
(1)8時30分～13時45分 898円～898円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 29人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

64人
年2回（前年度実績） 16040- 1714521

6人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 900円～1,300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- 1724321

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- 1726921
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- 1727121
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- 1728021
93人 病院

(1)8時30分～16時00分 1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 89人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 93人

16040- 1696121
5人 建物サービス業

(1)8時30分～13時00分 950円～950円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 5人

16040- 1697021
6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 6人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 520人

16010- 6900721
0人 医薬品・化粧品小売業

897円～927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17時00分～0時00分 月額　100,000円まで 19,413人

16020- 3948621

80

バス運転手 不問 パート労働者
交替制あ
り

魚津交通株式会社  魚津市 他
1人

富山県魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640 毎　週

81

美容スタッフ及び事務 不問 パート労働者

株式会社　プレシャス  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市荒町３８３ 0765-55-4535 毎　週

82

配達業務 不問 パート労働者

有限会社　さんせん  黒部市 他
2人

富山県黒部市田家新７４２ 0765-54-0099 毎　週

83

看護師・准看護師・保健師・助産
師【会計年度任用職員】

不問 パート労働者
交替制あ
り

黒部市社会福祉事務所 
（黒部市役所　市民福祉部）

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市三日市１３０１ 0765-54-2111 毎　週

84

ホースの梱包 不問 パート労働者

有限会社　相互サプライ  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市神谷１５５５番地１ 0765-54-1060 毎　週

85

現場事務 59歳以下 パート労働者

株式会社　卵のタカムラ  黒部市 日他
1人

富山県黒部市沓掛６３５ 0765-54-1162 その他

86

病院受付事務員【会計年度任用職
員】

不問 パート労働者

あさひ総合病院  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週

87

業務補助員（職員室） 不問 パート労働者

富山県総合教育センター（富山県
立桜井高等学校）

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市三日市１３３４ 0765-52-0120 毎　週

88

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

89

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

90

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

1人
富山県富山市北代５２９８ 076-434-1881 毎　週

91

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

92

介護・看護助手（入浴介助） 不問 パート労働者

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 その他

95

ドラッグストアでの販売（魚津上
村木店）

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
3人

富山県高岡市昭和町１丁目２－６ 0120-712-533 毎　週

93

病院清掃員 不問 パート労働者

有限会社さくらい愛護会  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市荻生６６７５番地５ 0765-54-1800 毎　週

94

クリーンスタッフ 不問 パート労働者

株式会社　バロン  黒部市 他
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