
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

27人 児童福祉事業
166,600円～174,900円

雇用期間の定めなし 23人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は7時00分～19時00分 月額　13,400円まで 27人
年2回（前年度実績） 16040- 2108821

5人 書籍・文房具小売業
(1)8時30分～17時30分 172,000円～206,800円

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

16040- 2105121
12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 185,000円～215,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～18時00分 5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 12人
年2回（前年度実績） 16040- 2107721

3人 不動産代理業・仲介業
(1)9時30分～18時30分 220,000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　40,000円まで 1,654人
年2回（前年度実績）0円～ 13040-38043121

0人 旅館，ホテル
(1)5時00分～14時00分 300,000円～400,000円

雇用期間の定めなし (2)14時00分～23時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

又は5時00分～23時00分 15,600人
年2回（前年度実績） 13040-38454121

50人 一般土木建築工事業
(1)8時30分～17時30分 350,000円～550,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 325人
年2回（前年度実績）0円～500,000円 15010-12964421

5人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)6時00分～15時00分 180,000円～260,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 130人
年2回（前年度実績）0円～400,000円 16010- 7738521

5人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時30分～14時30分 185,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり）
又は5時00分～19時30分 月額　10,000円まで 130人

年2回（前年度実績）0円～400,000円 16010- 7765621
770人 電気業

(1)8時40分～17時20分 202,000円～202,000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（上限なし）
5,543人

年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16010- 7824821
22人 老人福祉・介護事業

(1)7時00分～16時00分 151,500円～243,600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・財形

(3)16時30分～9時30分 実費支給（上限あり）
月額　18,700円まで 183人
年2回（前年度実績） 16040- 2091121

84人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 153,800円～202,600円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 67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 171人
年2回（前年度実績） 16040- 2093721

84人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 178,092円～270,000円

雇用期間の定めなし 67人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 171人
年2回（前年度実績） 16040- 2096521

1人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 212,000円～252,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
なし

14人
年2回（前年度実績） 16040- 2097421

3人 土木建築サービス業
(1)8時15分～17時00分 200,000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） 拠出
月額　30,000円まで 136人
年2回（前年度実績） 16050- 2023921

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

雇用期間の定めなし 8人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 33人
年2回（前年度実績）200,000円～400,000円 16070- 1314621

0人 金属加工機械製造業
(1)8時30分～18時00分 200,000円～200,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
なし

32人
年2回（前年度実績） 10090- 1367121

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市本江１３９０－３ 0765-24-4600 その他

【先週１週間　　４月　４日　～　４月　８日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

1

保育教諭 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

社会福祉法人　本江児童福祉会
ほんごうこども園

3

2

 魚津市 日他

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市新金屋１丁目３－７ 0765-22-0873 毎　週

営業員 不問 正社員

有限会社　寺島商店

 黒部市 他
3人

東京都品川区大井１丁目３５－３ 03-3777-5650 その他

1人
東京都港区港南２－１６－１ 03-6718-9241 その他

5

調理人スタッフ（宇奈月） 18歳～64歳 正社員
変形（1
年単位）

ルートインジャパン　株式会社
東京本部

0765-22-8444 その他

4

ルームアドバイザー職／魚津店 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

大東建託リーシング　株式会社  魚津市 他

金属曲げ加工品の製造 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社アイ・ケー技工

1人
富山県魚津市横枕６４５

025-244-7311 毎　週

7

調理員（黒部笑福学園） 64歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　ディライフ  黒部市 他

6

土木技術者（現場経験者・魚津
市）

64歳以下 正社員

株式会社　エムエーシー　新潟事
務所

 魚津市 土日祝他
3人

新潟県新潟市中央区東大通２－２
－９－７０８

 魚津市　他 土日祝他
4人

富山県富山市牛島町１５番１号

 下新川郡入
善町

他
3人

富山県富山市開６５３－１ 076-421-5712 毎　週

1人
富山県富山市開６５３－１ 076-421-5712 毎　週

8

調理員または栄養士（入善セント
ラル病院）

64歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　ディライフ

 黒部市 他
2人

富山県黒部市若栗２１１１ 0765-54-0622 毎　週

1人
富山県魚津市仏田３４６８番地 0765-22-8808 その他

11

介護職員 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－ム　越野荘

076-441-2511 毎　週

10

介護職【障害者支援施設ひゞき】 62歳以下 正社員
交替制あ
り

社会福祉法人　海望福祉会（あん
どの里）

 魚津市 他

9

【契約社員】一般事務 不問 正社員以外

北陸電力　株式会社

0765-54-0622 毎　週

13

ダムの流木を処理する機械の運転
員

64歳以下 正社員

有限会社　水野組  黒部市 他

12

看護師・准看護師 59歳以下 正社員

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

 黒部市 他
1人

富山県黒部市若栗２１１１

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県滑川市中川原３５０－１番
地

 黒部市 土日祝他
1人

富山県砺波市千代１７６－１ 0763-33-2085 毎　週

1人
富山県下新川郡朝日町月山１４１
１

0765-83-0189 毎　週

14

営業・積算（県東部支店） 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　上智

1人
群馬県藤岡市三本木１１９ 0274-24-6101 その他

076-475-6876 毎　週

16

ルート営業（富山県） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　スター  魚津市　他 日祝他

15

看護師（お達者くらぶ小摺戸） 69歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　お達者くらぶ

℡ 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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℡ ０７６５－２４－０３６５
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その際はあしからずご了承ください。

10人 酒場，ビヤホール
(1)15時00分～0時00分 208,300円～278,000円

雇用期間の定めなし (2)19時00分～1時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時00分～23時00分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 22,527人

13170- 7906021
6人 老人福祉・介護事業

(1)8時45分～17時30分 165,500円～209,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　12,500円まで 81人
年2回（前年度実績） 16010- 7500521

8人 写真機・時計・眼鏡小売業
(1)9時00分～18時00分 230,000円～460,000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）
200人

年2回（前年度実績） 16010- 7578321
76人 警備業

(1)8時00分～17時00分 164,160円～224,640円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～12時00分 3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）
1,450人

年2回（前年度実績）20,000円～48,000円 16010- 7660921
3人 鮮魚小売業

(1)6時30分～16時00分 200,000円～350,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～18時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生

なし
4人

16020- 4439521
3人 鮮魚小売業

(1)8時30分～17時00分 155,250円～207,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生

なし
4人

16020- 4441621
21人 その他の専門サービス業

(1)8時15分～17時00分 152,520円～167,300円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 21人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 88,000人
年2回（前年度実績） 16020- 4486021

24人 その他の化学工業
(1)8時30分～18時00分 173,000円～295,000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　10,000円まで 24人
年2回（前年度実績） 16040- 2071321

24人 その他の化学工業
(1)8時30分～18時00分 170,000円～300,000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　10,000円まで 24人
年2回（前年度実績） 16040- 2072621

6人 鉄骨・鉄筋工事業
(1)8時00分～17時00分 220,000円～341,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 6人
年2回（前年度実績） 16040- 2077821

82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 44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- 2078221

20人 耕種農業
(1)8時30分～17時00分 134,904円～199,290円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)9時00分～16時30分 14人 雇用・労災・健康・厚生
なし

20人
16040- 2079521

4人 歯科診療所
(1)8時30分～18時00分 160,000円～185,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 4人 雇用・労災・健康
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040- 2080321

20人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)9時00分～18時00分 146,880円～146,880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 15人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 53人
年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 2088521

46人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 160,000円～210,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 9人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　100,000円まで 58,527人
年2回（前年度実績）0円～50,000円 23170- 4528221

8人 自動車・同附属品製造業
(1)9時00分～17時30分 181,100円～356,200円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 拠出
6,452人

年2回（前年度実績） 11030- 9713421

 黒部市 他
1人

東京都武蔵野市中町１－１７－３
６．モンテローザ三鷹本社ビル

0422-36-6788 その他

17

正社員店舗スタッフ（魚民　黒部
店）

18歳～44歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　モンテローザフーズ

076-436-0911 毎　週

19

店舗運営、管理（店長候補） 64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　メガネのハラダ  魚津市　他 他

18

介護職（つくしの家黒部） 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　つくし工房  黒部市 日他
1人

富山県富山市中沖１５０－３

 魚津市 他
2人

富山県高岡市宮脇町１００３

 魚津市　他 他
10人

富山県富山市中島３丁目１－６ 076-411-9442 その他

1人
富山県富山市総曲輪３丁目２－２
９

076-423-5860 その他

20

交通誘導警備員（呉東） 18歳以上 正社員以外
変形（1
年単位）

北陸綜合警備保障　株式会社　富
山交通管理センター

 魚津市 土日祝他
2人

富山県高岡市あわら町１－１　高
岡市農協会館６Ｆ

0766-29-2887 毎　週

2人
富山県高岡市宮脇町１００３ 0766-27-6666 その他

23

医療事務（正社員）【富山労災病
院】外来業務

59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　ニチイ学館　高岡支店

0766-27-6666 その他

22

パック詰、鮮魚加工（アップルヒ
ル内）

不問 正社員以外
変形（1
年単位）

株式会社ＦＣＣ  魚津市 他

21

鮮魚の加工、店舗運営管理（アッ
プルヒル内）

不問 正社員
交替制あ
り

株式会社ＦＣＣ

0765-82-2626 その他

25

原料生産 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　エヌエイチワイ  下新川郡朝
日町

日祝他

24

鮮度保持剤の機械オペレーター・
組付作業等

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　エヌエイチワイ  下新川郡朝
日町

日祝他
2人

富山県下新川郡朝日町舟川新１２
８－１

 黒部市 土日他
2人

富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市田家野５４ 0765-54-2451 その他

1人
富山県下新川郡朝日町舟川新１２
８－１

0765-82-2626 その他

26

鉄筋工 35歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

千代鉄筋

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市新牧野３５６ 0765-57-2800 毎　週

2人
富山県下新川郡入善町板屋１８３ 0765-76-9123 その他

29

歯科衛生士 64歳以下 正社員

清田歯科医院

0765-52-1330 毎　週

28

農作業全般 不問 正社員以外

農事組合法人　富山東部球根プラ
ント組合

 下新川郡入
善町

日祝他

27

部品の仕分け・袋詰め作業（ＹＫ
ＫＡＰ（株）越湖製造所）

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社

0765-57-0101 毎　週

31

【急募】セールスドライバー職
（黒部営業所）

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

佐川急便株式会社  黒部市 他

30

魚の駅「生地」事務スタッフ 不問 正社員以外

くろべ漁業協同組合  黒部市 水日他
1人

富山県黒部市生地中区３６５

 魚津市 日祝他
1人

埼玉県上尾市大字壱丁目１番地 048-781-2310 その他

1人
愛知県小牧市大字三ツ渕惣作１３
５０

0120-789-635 その他

32

自動車（トラック）の整備作業
［魚津市／魚津ＣＣ］

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ＵＤトラックス　株式会社
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

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　　４月　４日　～　４月　８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 自動車・同附属品製造業
(1)9時00分～17時30分 167,100円～356,200円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 拠出
6,452人

年2回（前年度実績） 11030- 9715621
5人 化学製品卸売業

(1)0時30分～8時45分 170,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～16時45分 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30分～0時45分 実費支給（上限なし）
50人

年2回（前年度実績） 13040-36075521
8人 産業機械器具卸売業

(1)8時20分～17時30分 250,000円～350,000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） 拠出
月額　20,000円まで 138人
年3回（前年度実績） 15030- 3225621

11人 建築材料卸売業
(1)8時20分～17時30分 160,000円～180,000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） 拠出
月額　20,000円まで 67人
年3回（前年度実績） 15030- 3233621

100人 警備業
(1)8時00分～17時00分 214,000円～214,000円

雇用期間の定めなし (2)22時00分～5時00分 15人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

110人
年2回（前年度実績）50,000円～175,000円 16010- 7359321

100人 警備業
(1)8時00分～17時00分 214,000円～214,000円

雇用期間の定めなし (2)22時00分～5時00分 15人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

110人
年2回（前年度実績）50,000円～175,000円 16010- 7367321

7人 産業機械器具卸売業
(1)8時30分～18時30分 201,000円～273,200円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 1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） 16010- 7382421
18人 他に分類されない小売業

(1)9時50分～19時00分 190,000円～370,000円
雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 7人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 64人
年2回（前年度実績） 16010- 7433021

3人 土木建築サービス業
(1)8時15分～17時15分 217,000円～437,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

35人
年3回（前年度実績） 16010- 7442721

16人 警備業
(1)8時00分～17時00分 183,600円～205,200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　50,000円まで 65人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16010- 7478221

45人 警備業
(1)8時00分～17時00分 183,600円～205,200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 65人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16010- 7482921

5人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時30分～17時15分 180,000円～180,000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（上限なし）
70人

16010- 7485721
6人 自動車整備業

(1)9時00分～18時00分 235,000円～260,000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　5,000円まで 6人
年2回（前年度実績）680,000円～800,000円 16040- 1989221

48人 旅館，ホテル
(1)6時00分～15時00分 220,000円～270,100円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 16人 雇用・労災・健康・厚生
(3)13時00分～22時00分 実費支給（上限なし）
又は6時00分～22時00分 1,744人

年2回（前年度実績） 16040- 1993021
48人 旅館，ホテル

(1)6時00分～15時00分 220,000円～270,100円
雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 16人 雇用・労災・健康・厚生

(3)13時00分～22時00分 実費支給（上限なし）
又は6時00分～22時00分 1,744人

年2回（前年度実績） 16040- 1994721
48人 旅館，ホテル

(1)6時00分～15時00分 200,000円～250,100円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 16人 雇用・労災・健康・厚生

(3)13時00分～22時00分 実費支給（上限なし）
又は6時00分～22時00分 1,744人

年2回（前年度実績） 16040- 1995821

 魚津市 日祝他
1人

埼玉県上尾市大字壱丁目１番地

 魚津市 日祝他
1人

新潟県上越市上中田１１７８番地 025-525-8181 その他

1人
東京都港区虎ノ門３－１８－１９ 03-3578-7878 その他

35

配達兼ルートセールス員（魚津） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　エム・エー・シー　テ
クノロジー

048-781-2310 その他

34

ガス精製・圧縮・出荷業務／魚津
市

18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

エア・ウォーター・ハイドロ　株
式会社

 魚津市 他

33

自動車（トラック）の整備作業
［富山県魚津市／魚津ＣＣ］

30歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ＵＤトラックス　株式会社

025-525-8181 毎　週

37

交通誘導警備員 18歳～64歳 正社員
変形
（1ヶ月

マンパワーセキュリティ　株式会
社

 魚津市　他 日祝他

36

一般事務（魚津営業所） 40歳以下 正社員

株式会社エム・エー・シー  魚津市 日祝他
1人

新潟県上越市上中田１１７８番地

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県富山市針原中町５０３番地

 魚津市　他 日祝他
10人

富山県富山市千石町２－８－２ 076-493-7330 その他

10人
富山県富山市千石町２－８－２ 076-493-7330 その他

38

列車見張り員 18歳～64歳 正社員
変形
（1ヶ月

マンパワーセキュリティ　株式会
社

 魚津市　他 土日祝他
3人

富山県富山市黒瀬２４６－１－２
－Ｂ

076-461-5061 毎　週

5人
富山県富山市奥田町３－１４ 076-431-3200 毎　週

41

工事監督支援／土木大型プロジェ
クト：施工管理業務／富山

64歳以下 正社員

株式会社　飛州コンサルタント
富山支店

076-451-8001 その他

40

販売（富山県内） 64歳以下 正社員
交替制あ
り

エルサカエ　富山総本店  魚津市　他 火他

39

ルート営業職（入善営業所） 33歳以下 正社員
変形（1
年単位）

山崎機工　株式会社

076-411-0124 その他

43

道路工事現場等での交通誘導業務
（呉東地区）

18歳～59歳 正社員
変形（1
年単位）

北陸交通整理　株式会社  魚津市　他 他

42

鉄道施設内での列車見張警備 18歳～59歳 正社員
変形（1
年単位）

北陸交通整理　株式会社  魚津市　他 他
5人

富山県富山市一本木１３８番地

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町上野６７８
－４

 魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市安住町５－２１ 076-432-2958 毎　週

5人
富山県富山市一本木１３８番地 076-411-0124 その他

44

相談支援員 不問 正社員以外

社会福祉法人　富山県社会福祉協
議会

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 その他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 その他

47

バイキングレストラン調理スタッ
フ〈総合職〉

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

0765-72-4121 その他

46

ホテル運営職（フロント・レスト
ラン等）〈総合職〉

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他

45

自動車整備士 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　上原自動車商会

0765-62-1111 その他

48

ホテル運営職（フロント・レスト
ラン等）〈地域限定社員〉

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２６７
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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。

48人 旅館，ホテル
(1)6時00分～15時00分 220,000円～250,100円

雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 16人 雇用・労災・健康・厚生
(3)13時00分～22時00分 実費支給（上限なし）
又は6時00分～22時00分 1,744人

年2回（前年度実績） 16040- 1996221
32人 障害者福祉事業

(1)8時30分～17時30分 158,300円～189,600円
雇用期間の定めなし 26人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 52人
年3回（前年度実績） 16040- 1998421

150人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 155,000円～230,000円

雇用期間の定めなし 95人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 150人
年2回（前年度実績）50,000円～400,000円 16040- 2001721

29人 酒類製造業
(1)8時00分～17時00分 172,500円～300,000円

雇用期間の定めなし 12人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 厚生
月額　20,000円まで 30人
年2回（前年度実績） 16040- 2002821

3人 自動車整備業
(1)8時00分～17時00分 170,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 厚生
月額　5,000円まで 3人
年2回（前年度実績） 16040- 2003221

14人 製材業，木製品製造業
(1)7時40分～17時00分 250,000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（上限あり）
月額　20,000円まで 18人
年2回（前年度実績）150,000円～500,000円 16040- 2004521

721人 病院
(1)8時30分～17時00分 198,900円～198,900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～1時00分 572人 雇用・労災・健康・厚生
(3)0時30分～9時00分 実費支給（上限あり）

月額　20,000円まで 938人
年2回（前年度実績） 16040- 2007621

721人 病院
(1)8時30分～17時15分 210,500円～233,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 572人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 938人
年2回（前年度実績） 16040- 2010821

19人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 300,000円～500,000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（上限なし）

38人
16040- 2016921

8人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 250,000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（上限なし）

8人
年2回（前年度実績） 16040- 2017121

11人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 176,400円～232,000円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

61人
年2回（前年度実績） 16040- 2018021

18人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 162,960円～230,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

61人
年2回（前年度実績） 16040- 2019721

4人 一般診療所
(1)8時45分～18時15分 150,000円～180,000円

雇用期間の定めなし (2)8時45分～12時45分 4人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時45分～13時15分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040- 2020521

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 170,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 19人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時20分～9時00分 実費支給（上限あり）
日額　250円まで 258人
年2回（前年度実績） 16040- 2021421

28人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 207,000円～368,000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 28人
年2回（前年度実績）60,000円～800,000円 16040- 2022321

28人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 151,294円～184,000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 28人
年2回（前年度実績）60,000円～800,000円 16040- 2023621

49

バイキングレストラン調理スタッ
フ／地域限定社員

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

 黒部市 土日祝他
3人

富山県黒部市吉田７４５－３ 0765-56-7284 毎　週

2人
富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 その他

50

生活支援員 59歳以下 正社員

社会福祉法人　くろべ福祉会

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市大光寺２０３０－１
４

0765-24-5088 その他

1人
富山県黒部市荻生４８５３－３ 0765-54-1181 その他

53

自動車整備士 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　吉野自動車

0765-74-0246 その他

52

醸造工 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

銀盤酒造　株式会社  黒部市 日他

51

ビルメンテナンス作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　新川ビルサービス

56

薬剤師 不問 正社員以外

黒部市民病院

57

0765-72-1011 毎　週

55

看護師（夜勤あり） 18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

黒部市民病院  黒部市 他

54

建築士 59歳以下 正社員

株式会社　米澤製材所  下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳４５５
－１

施工管理（建築） 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

第一建設　株式会社  黒部市 土日他

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週

1人
富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週

 黒部市 土日他
1人

富山県魚津市三ケ２２７

 下新川郡入
善町

日祝他
2人

富山県下新川郡入善町東狐８０２
－２

0765-74-9280 その他

1人
富山県黒部市飯沢１０７７番地 0765-56-8125 毎　週

58

土木技術者及びオペレーター 64歳以下 正社員

竹田建設株式会社

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市牧野７８０－１ 0765-56-6006 その他

1人
富山県魚津市三ケ２２７ 0765-22-8611 毎　週

61

医療事務 59歳以下 正社員

こいずみクリニック

0765-22-8611 毎　週

60

塗装工（見習い可） 64歳以下 正社員

株式会社　桜井工業  魚津市 土日他

59

工作機械関係の電気配線 64歳以下 正社員

株式会社　桜井工業

0765-52-1330 毎　週

63

とび職 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

よしの工業　株式会社  魚津市 日他

62

アルミ加工・部品付作業（ＹＫＫ
ＡＰ（株）荻生製造所）

59歳以下 正社員
交替制あ
り

中野工業　株式会社  黒部市 土日他
1人

富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市三ヶ字砂田１９５－
１

0765-24-8860 その他

1人
富山県魚津市三ヶ字砂田１９５－
１

0765-24-8860 その他

64

倉庫作業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

よしの工業　株式会社
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険
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（魚津公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。
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その際はあしからずご了承ください。

28人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 207,000円～368,000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 28人
年2回（前年度実績）60,000円～800,000円 16040- 2024921

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～170,000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- 2025121

71人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)21時30分～6時30分 170,000円～200,000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- 2026021

34人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)8時30分～18時00分 213,000円～503,000円
雇用期間の定めなし 16人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
34人

年2回（前年度実績） 16040- 2027721
34人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)8時30分～18時00分 220,000円～350,000円
雇用期間の定めなし 16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 34人
年2回（前年度実績） 16040- 2028821

7人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)8時30分～18時00分 220,000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　20,000円まで 34人
年2回（前年度実績） 16040- 2029221

7人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)8時30分～18時00分 175,000円～230,000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　20,000円まで 34人
年2回（前年度実績） 16040- 2030621

34人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)8時30分～18時00分 175,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 16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 34人
年2回（前年度実績） 16040- 2031921

155人 病院
(1)7時00分～16時00分 166,000円～170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時30分～18時30分 140人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,300円まで 170人
年2回（前年度実績） 16040- 2032121

155人 病院
(1)7時00分～16時00分 170,000円～170,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 140人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,300円まで 170人
年2回（前年度実績） 16040- 2033021

98人 病院
(1)8時30分～17時30分 160,000円～240,000円

雇用期間の定めなし 69人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 425人
年2回（前年度実績） 16040- 2037521

98人 病院
(1)8時30分～17時30分 220,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 69人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 425人
年2回（前年度実績） 16040- 2038421

28人 病院
(1)7時30分～16時30分 185,000円～269,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 21人 雇用・労災・健康・厚生
(3)17時00分～9時30分 実費支給（上限あり）

月額　31,600円まで 425人
年2回（前年度実績） 16040- 2040121

98人 病院
(1)8時30分～17時30分 205,000円～320,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 69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　31,600円まで 425人
年2回（前年度実績） 16040- 2041021

7人 一般診療所
(1)8時30分～17時30分 200,000円～265,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 7人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040- 2045521

30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～17時00分 180,000円～190,000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 30人
年2回（前年度実績） 16040- 2046421

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市三ヶ字砂田１９５－
１

 黒部市 土日他
1人

富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

67

アルミ建材の切断（ＹＫＫＡＰ
（株）荻生製造所）

18歳～59歳 正社員

中野工業　株式会社

0765-24-8860 その他

66

玄関ドアの組立（ＹＫＫＡＰ
（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

65

運転手 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

よしの工業　株式会社

0765-24-9116 その他

69

☆★住宅の施工管理☆★ 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山下ホーム  魚津市 日祝他

68

●○住宅営業●○ 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山下ホーム  魚津市 水祝他
1人

富山県魚津市江口５６７－１

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市江口５６７－１

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市江口５６７－１ 0765-24-9116 その他

1人
富山県魚津市江口５６７－１ 0765-24-9116 その他

70

◆◇リフォーム工事管理◆◇ 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山下ホーム

 魚津市 他
1人

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他

1人
富山県魚津市江口５６７－１ 0765-24-9116 その他

73

調理員 60歳以上 正社員以外
交替制あ
り

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

0765-24-9116 その他

72

☆メンテナンス員☆ 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山下ホーム  魚津市 日祝他

71

◆◇リフォーム工事管理の補助◆
◇

29歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山下ホーム

0765-24-3800 その他

75

スポーツトレーナー（スコール） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 日祝他

74

調理員 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人

富山県魚津市住吉２３６

 魚津市 他
1人

富山県魚津市石垣３８９

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他

1人
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他

76

保健師（浦田クリニック） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

医療法人社団　ホスピィー

 黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市生地中区１０４－３ 0765-54-9888 その他

1人
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他

79

看護師・准看護師 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　孫喜会　藤が丘ク
リニック

0765-23-6366 その他

78

臨床検査技師（浦田クリニック） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 日祝他

77

介護職員（老人保健施設ちょうろ
く）

59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　ホスピィー

0765-22-0353 毎　週

80

品質管理 35歳以下 正社員

株式会社　モルデックス  魚津市 土日他
1人

富山県魚津市本新町２８－７
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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。

167人 その他の食料品製造業
(1)6時30分～15時00分 209,000円～298,200円

雇用期間の定めなし (2)18時30分～3時00分 23人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
167人

年2回（前年度実績） 16040- 2048621
167人 その他の食料品製造業

(1)8時30分～17時00分 161,600円～243,200円
雇用期間の定めなし 23人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
167人

年2回（前年度実績） 16040- 2049921
4人 一般診療所

(1)8時30分～17時30分 200,000円～252,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040- 2050721

56人 陶磁器・同関連製品製造業
(1)8時00分～16時50分 162,000円～202,000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- 2051821

58人 一般乗用旅客自動車運送業

(1)7時00分～16時00分 176,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)12時30分～21時30分 11人 雇用・労災・健康・厚生

(3)17時00分～2時00分 実費支給（上限あり）
月額　11,300円まで 58人

16040- 2055321
44人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 160,000円～170,000円
雇用期間の定めなし 19人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 厚生
44人

年2回（前年度実績）150,000円～300,000円 16040- 2056621
2人 機械設計業

(1)9時00分～17時30分 250,000円～350,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 12人

16040- 2058121
70人 電子デバイス製造業

(1)8時15分～17時00分 240,030円～409,500円
雇用期間の定めなし 45人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 105人
年2回（前年度実績） 16040- 2060221

70人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 240,030円～409,500円

雇用期間の定めなし 45人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 105人
年2回（前年度実績） 16040- 2061521

70人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 185,262円～339,129円

雇用期間の定めなし 45人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 105人
年2回（前年度実績） 16040- 2062421

70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 45人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 105人
年2回（前年度実績） 16040- 2063321

51人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 185,262円～339,129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　25,000円まで 82人
年2回（前年度実績） 16040- 2066121

51人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 240,030円～409,500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　25,000円まで 82人
年2回（前年度実績） 16040- 2067021

51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 31人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 82人
年2回（前年度実績） 16040- 2068721

65人 その他の専門サービス業
(1)7時00分～16時00分 200,000円～200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)11時00分～20時00分 60人 雇用・労災・健康・厚生
なし

270人
17080- 2952321

95人 その他の専門サービス業
(1)8時15分～17時15分 190,000円～190,000円

雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 82人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 270人
年2回（前年度実績） 17080- 2964721

81

生産設備保守・保全業務（交替勤
務）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ウーケ  下新川郡入
善町

他

1人
富山県魚津市本町１丁目３－１８

 下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町下飯野２３
２番地の５

0765-76-0023 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町下飯野２３
２番地の５

0765-76-0023 その他

82

品質管理業務 59歳以下 正社員

株式会社ウーケ

1人
富山県魚津市横枕１４３－３ 0765-24-7387 その他

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市新金屋１－１１ー７ 
レジデンス前田１階

0765-23-4050 毎　週

1人
富山県魚津市道坂４００ 0765-32-8006 その他

0765-22-3912 その他

84

経理・労務 59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

83

看護師 不問 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　船崎内科小児科医
院

 魚津市 日祝

87

機械設計技術者、電気設計技術者 59歳以下 正社員

トーヨー技研株式会社　富山支店

0765-22-0640 その他

86

品質管理 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　黒田精型  魚津市 日他

85

タクシー運転手 69歳以下 正社員
交替制あ
り

魚津交通株式会社  魚津市 他
2人

富山県魚津市本江２８６０－２

0765-32-8134 その他

89

品質管理業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

テクノプラス　株式会社  魚津市 日他

88

生産管理業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

テクノプラス　株式会社  魚津市 日他
2人

富山県魚津市道坂２４２

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市道坂２４２

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市道坂２４２ 0765-32-8134 その他

2人
富山県魚津市道坂２４２ 0765-32-8134 その他

90

機械オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

テクノプラス　株式会社

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市道坂２４３－３ 0765-32-8049 その他

2人
富山県魚津市道坂２４３－３ 0765-32-8049 その他

93

品質管理業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

立山精密　株式会社

0765-32-8134 その他

92

機械オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

立山精密　株式会社  魚津市 日他

91

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）

テクノプラス　株式会社

3人
石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

96

アシスタント・マネージャー（黒
部市民病院）

30歳以下 正社員

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

0765-32-8049 その他

95

病棟の看護補助（黒部市民病院） 不問 正社員以外

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 他

94

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）

立山精密　株式会社  魚津市 日他
2人

富山県魚津市道坂２４３－３

 黒部市 土日祝他
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 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　　４月　４日　～　４月　８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。

2人 電気工事業
(1)8時30分～17時30分 198,000円～258,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
30人

年2回（前年度実績） 26020- 7942421
0人 建物サービス業

(1)6時30分～15時00分 132,000円～160,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時30分～16時30分 0人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり）
又は7時00分～18時00分 月額　15,000円まで 223人

16040-   13420
125人 他に分類されない小売業

(1)9時40分～14時50分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時20分～18時50分 122人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
670人

16010- 8122921
6人 建物サービス業

(1)8時00分～16時30分 880円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～11時00分 4人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
887人

16010- 7898721
3人 建物サービス業

(1)8時00分～12時00分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 1,563人

16010- 7932321
38人 他に分類されない非営利的団体

(1)11時30分～17時00分 880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 19人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
318人

16010- 7971521
5人 老人福祉・介護事業

1,035円～1,155円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 労災

実費支給（上限なし）
又は9時00分～18時00分 88,000人

16010- 8028721
27人 児童福祉事業

1,100円～1,200円
雇用期間の定めなし 23人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は7時00分～19時00分 月額　13,400円まで 27人

年2回（前年度実績）100,000円～100,000円 16040- 2109221
3人 その他の専門サービス業

950円～1,500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）
又は8時15分～17時15分 3人

16040- 2110621
4人 歯科診療所

(1)8時30分～12時30分 950円～950円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災

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）60,000円～ 16040- 2103621

29人 障害者福祉事業
(1)8時30分～15時00分 900円～900円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～15時30分 15人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 112人

16040- 2106021
65人 その他の専門サービス業

(1)8時15分～17時00分 960円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60人 雇用・労災・健康・厚生

なし
270人

17080- 3054321
14人 医薬品・化粧品小売業

877円～877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）
又は9時00分～20時00分 月額　50,000円まで 2,063人

20010- 6284921
12人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時30分～10時30分 920円～1,100円
雇用期間の定めなし (2)9時30分～13時30分 10人 雇用・労災

(3)15時00分～19時30分 実費支給（上限あり）
又は5時30分～19時30分 月額　10,000円まで 130人

16010- 7748321
4人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時30分～11時30分 900円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)15時00分～19時30分 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)12時00分～18時00分 実費支給（上限あり）
又は5時30分～19時30分 月額　10,000円まで 130人

16010- 7767121
34人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

950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）
又は9時30分～16時50分 月額　15,000円まで 81人

16040- 2089421

98

清掃【黒部峡谷鉄道】 不問 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　谷口美装  黒部市 他
15人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週

13

調理員（入善セントラル病院） 64歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ディライフ  下新川郡入
善町

他
2人

富山県富山市開６５３－１ 076-421-5712 毎　週

14

清掃員 不問 パート労働者

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 0765-33-5111 毎　週

11

販売スタッフ／シメノドラッグ魚
津店（富山県魚津市）

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　マツモトキヨシ　甲信
越販売

 魚津市 他
1人

長野県長野市鶴賀緑町１３９３番
地３　富士火災長野ビル６階

026-229-8490 その他

12

ディライフ「魚津病院」事業所調
理員

64歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ディライフ  魚津市 他
3人

富山県富山市開６５３－１ 076-421-5712 毎　週

9

生産管理スタッフ（職業指導員） 64歳以下 パート労働者

株式会社　１５１Ａ　ｓｅｌｆ－
Ａ・１５１Ａ魚津

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市上村木１－８－６ 0765-55-1511 毎　週

10

内科外来受付業務（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

8

歯科衛生士 不問 パート労働者

清田歯科医院  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市新牧野３５６ 0765-57-2800 毎　週

6

保育士・保育教諭 不問 パート労働者

社会福祉法人　本江児童福祉会
ほんごうこども園

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市本江１３９０－３ 0765-24-4600 その他

7

経理事務 不問 パート労働者

株式会社アシステム  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉島１－１２－５ 0765-22-5737 毎　週

4

夕食弁当配達（東部センター） 不問 パート労働者

富山県生活協同組合  魚津市 土日
1人

富山県富山市金屋５５５ 076-443-8800 毎　週

5

家事代行スタッフ／ニチイケアセ
ンターとまり

不問 パート労働者

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 下新川郡朝
日町

他
2人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階 

076-442-2888 その他

2

清掃 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　全研ビルサービス　富
山営業所

 黒部市 水他
1人

富山県富山市水橋肘崎４８９番４
３ー２

076-479-2272 毎　週

3

清掃員（越野荘） 不問 パート労働者

株式会社　ホクタテ  黒部市 日他
1人

富山県富山市中野新町１丁目２番
１０号

076-421-0400 毎　週

1

宝くじ販売員（富山県全域） 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　中部商事　富山支店  魚津市　他 他
3人

富山県富山市桜橋通り５番１３号
富山興銀ビル９階

076-442-2151 毎　週

075-952-2171 毎　週

97

機械装置据付・施工要員 59歳以下 正社員

整水工業　株式会社  魚津市 土日祝他
2人

京都府長岡京市神足柳田７－１
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その際はあしからずご了承ください。

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

雇用期間の定めなし 9人 労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 14人
年2回（前年度実績）5,000円～30,000円 16040- 2090921

84人 老人福祉・介護事業
(1)9時30分～11時30分 930円～960円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 67人 労災
実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 171人

16040- 2092021
84人 老人福祉・介護事業

(1)8時00分～13時00分 1,210円～1,280円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 67人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 171人

16040- 2095221
9人 スポーツ施設提供業

(1)8時00分～13時00分 880円～920円
雇用期間の定めなし (2)12時00分～17時00分 7人 労災

(3)18時00分～22時00分 実費支給（上限なし）
9人

16040- 2098321
84人 老人福祉・介護事業

(1)10時00分～12時00分 980円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～19時00分 67人 労災

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 171人

16040- 2099621
140人 百貨店，総合スーパー

930円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 133人 労災

実費支給（上限なし）
又は8時00分～22時00分 14,186人

16040- 2101421
6人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)8時00分～14時00分 900円～950円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～15時00分 4人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～15時00分 月額　20,000円まで 26人

16040- 2102321
7人 他に分類されない小売業

(1)11時00分～16時00分 900円～950円
雇用期間の定めなし 4人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 51人

17030- 1379021
0人 その他の飲食店

(1)17時00分～23時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 0人 労災

実費支給（上限あり）
又は10時00分～23時00分 月額　5,000円まで 70人

20141- 1569021
4人 写真機・時計・眼鏡小売業

880円～1,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
又は9時30分～18時00分 200人

年2回（前年度実績） 16010- 7564021
3人 鮮魚小売業

880円～1,200円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災

なし
又は7時00分～17時00分 4人

16020- 4443121
8人 老人福祉・介護事業

(1)9時00分～13時00分 880円～930円
雇用期間の定めなし 8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- 2075021

84人 老人福祉・介護事業
(1)10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） 67人 労災
実費支給（上限あり）

又は14時00分～16時00分 月額　55,000円まで 171人
16040- 2076721

85人 百貨店，総合スーパー
(1)4時30分～9時00分 1,000円～1,150円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 68人 労災
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 1,052人
年2回（前年度実績）14,800円～95,600円 16040- 2081621

85人 百貨店，総合スーパー
(1)6時00分～15時00分 910円～1,060円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 68人 労災
実費支給（上限あり）

又は6時00分～15時00分 月額　30,000円まで 1,052人
年2回（前年度実績）14,800円～95,600円 16040- 2082921

85人 百貨店，総合スーパー
(1)8時00分～12時00分 910円～1,060円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 68人 労災
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 1,052人
年2回（前年度実績）14,800円～95,600円 16040- 2083121

29

畜産スタッフ（マックスバリュ黒
部コラーレ前店）

不問 パート労働者

マックスバリュ北陸　株式会社
マックスバリュ黒部コラーレ前店

 黒部市 他
1人

富山県黒部市植木７７１番１ 0765-54-3522 その他

30

寿司（マックスバリュ黒部コラー
レ前店）

不問 パート労働者

マックスバリュ北陸　株式会社
マックスバリュ黒部コラーレ前店

 黒部市 他
1人

富山県黒部市植木７７１番１ 0765-54-3522 その他

27

看護助手（入所者配薬セット） 不問 パート労働者

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

 黒部市
水木金土
日祝

1人
富山県黒部市若栗２１１１ 0765-54-0622 毎　週

28

早朝・店出し 18歳以上 パート労働者

マックスバリュ北陸　株式会社
マックスバリュ黒部コラーレ前店

 黒部市 他
1人

富山県黒部市植木７７１番１ 0765-54-3522 その他

25

パック詰、鮮魚加工（アップルヒ
ル内）

不問 パート労働者

株式会社ＦＣＣ  魚津市 他
3人

富山県高岡市宮脇町１００３ 0766-27-6666 毎　週

26

調理【入善町東狐】 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

水木金日
1人

富山県魚津市吉島１１１８－１ 0765-24-0315 毎　週

23

【魚津】接客係・調理補助【パー
ト】

64歳以下 パート労働者

株式会社　タム（カレーハウスＣ
ｏＣｏ壱番屋ＦＣ事業）

 魚津市 他
4人

長野県岡谷市長地権現町一丁目６
番１９号

0266-26-4033 その他

24

店頭販売 64歳以下 パート労働者

株式会社　メガネのハラダ  魚津市　他 他
1人

富山県富山市総曲輪３丁目２－２
９

076-423-5860 その他

21

調理補助・ホール簡易業務 不問 パート労働者

魚津漁業協同組合  魚津市 他
2人

富山県魚津市漁港定坊割 0765-24-0068 毎　週

22

テレフォンマーケティング／ａｕ
ショップ魚津アップルヒル店

不問 パート労働者

株式会社　ホクジョー  魚津市 他
1人

石川県七尾市神明町１番地 0767-52-7177 毎　週

19

介護職員 不問 パート労働者

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

 黒部市 他
1人

富山県黒部市若栗２１１１ 0765-54-0622 毎　週

20

ストアクルー 不問 パート労働者

ＵＤリテール株式会社　ＭＥＧＡ
ドン・キホーテＵＮＹ魚津店

 魚津市 他
1人

富山県魚津市住吉６００番地 0765-23-4111 毎　週

17

看護師・准看護師 不問 パート労働者

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

 黒部市 他
1人

富山県黒部市若栗２１１１ 0765-54-0622 毎　週

18

ゴルフ練習場　接客・清掃（ゴル
フ未経験者歓迎）

不問 パート労働者

株式会社　アンテロ－プ  魚津市 他
2人

富山県魚津市道坂１０３－４ 0765-32-8850 毎　週

15

小売販売員（夜間） 18歳以上 パート労働者

合名会社　早川屋（セブンイレブ
ン　富山朝日町月山店）

 下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町字沼割４８
－１

0765-83-0767 毎　週

16

介護職員 不問 パート労働者

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

 黒部市 他
1人

富山県黒部市若栗２１１１ 0765-54-0622 毎　週
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85人 百貨店，総合スーパー
(1)7時00分～16時00分 910円～1,060円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 68人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 1,052人
年2回（前年度実績）14,800円～95,600円 16040- 2084021

2人 歯科診療所
(1)9時00分～13時00分 900円～1,000円

雇用期間の定めなし (2)14時00分～17時00分 2人 労災
実費支給（上限あり）
日額　300円まで 2人

16040- 2086821
20人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)10時30分～15時30分 980円～980円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 15人 労災

実費支給（上限あり）
月額　6,100円まで 53人
年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 2087221

100人 警備業
(1)8時00分～17時00分 1,062円～1,062円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)22時00分～5時00分 15人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

110人
16010- 7363821

100人 警備業
(1)8時00分～17時00分 1,062円～1,062円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)22時00分～5時00分 15人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

110人
16010- 7369921

3人 建物サービス業
(1)8時30分～16時30分 880円～880円

雇用期間の定めなし 3人 労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 20人

16010- 7379021
45人 警備業

(1)8時00分～17時00分 1,062円～1,187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　50,000円まで 65人

16010- 7480321
48人 旅館，ホテル

(1)8時00分～17時00分 1,000円～1,375円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)12時00分～21時00分 16人 労災

実費支給（上限なし）
又は8時00分～21時00分 1,744人

16040- 1990621
48人 旅館，ホテル

(1)21時00分～8時00分 1,000円～1,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 16人 労災

実費支給（上限なし）
1,744人

16040- 1991921
48人 旅館，ホテル

(1)8時00分～12時00分 900円～1,188円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)18時00分～23時00分 16人 労災

実費支給（上限なし）
又は8時00分～23時00分 1,744人

16040- 1992121
32人 障害者福祉事業

(1)9時00分～16時00分 1,200円～1,400円
雇用期間の定めなし 26人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時30分 月額　4,100円まで 52人

16040- 1997521
3人 障害者福祉事業

(1)22時00分～7時00分 540円～540円
雇用期間の定めなし 2人 労災・その他

なし
52人

16040- 1999321
5人 電子デバイス製造業

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

一定額
月額　3,000円まで 5人

16040- 2000021
9人 障害者福祉事業

(1)8時00分～10時00分 880円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時30分～17時00分 8人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 52人

16040- 2005421
32人 障害者福祉事業

880円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 26人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時30分 月額　15,000円まで 52人

16040- 2006321
721人 病院

(1)16時30分～1時00分 1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)0時30分～9時00分 572人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 938人
年2回（前年度実績） 16040- 2008921

46

看護師（夜勤専従） 18歳以上 パート労働者
交替制あ
り

黒部市民病院  黒部市 他
1人

富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 その他

44

送迎ドライバー 不問 パート労働者

社会福祉法人　くろべ福祉会  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市吉田７４５－３ 0765-56-7284 毎　週

45

生活支援員 不問 パート労働者

社会福祉法人　くろべ福祉会  黒部市 土日祝他
3人

富山県黒部市吉田７４５－３ 0765-56-7284 毎　週

42

宿直員 18歳以上 パート労働者

社会福祉法人　くろべ福祉会  黒部市 土日祝他
3人

富山県黒部市吉田７４５－３ 0765-56-7284 毎　週

43

電線、ハーネスの加工 59歳以下 パート労働者

有限会社　高木電子工業  魚津市 土日祝他
2人

富山県魚津市吉野７０９－１２
西部企業団地内

0765-24-7415 毎　週

40

洗い場 不問 パート労働者

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 その他

41

看護師 不問 パート労働者

社会福祉法人　くろべ福祉会  黒部市 土日祝
1人

富山県黒部市吉田７４５－３ 0765-56-7284 毎　週

38

フロントスタッフ 不問 パート労働者

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 毎　週

39

ナイトフロント 18歳以上 パート労働者

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 その他

36

清掃員（魚津緑ヶ丘病院） 不問 パート労働者

株式会社　中部建物管理  魚津市 日祝他
1人

富山県富山市田中町３丁目３番６
号

076-432-5200 毎　週

37

交通誘導警備員（呉東地区） 18歳以上 パート労働者

北陸交通整理　株式会社  魚津市　他 他
3人

富山県富山市一本木１３８番地 076-411-0124 毎　週

34

交通誘導警備員 18歳以上 パート労働者
交替制あ
り

マンパワーセキュリティ　株式会
社

 魚津市　他 他
10人

富山県富山市千石町２－８－２ 076-493-7330 毎　週

35

列車見張り員 18歳以上 パート労働者
交替制あ
り

マンパワーセキュリティ　株式会
社

 魚津市　他 他
10人

富山県富山市千石町２－８－２ 076-493-7330 毎　週

33

魚の駅「生地」レストラン　食器
洗浄、調理補助

不問 パート労働者

くろべ漁業協同組合  黒部市
月火水木
金他

1人
富山県黒部市生地中区３６５ 0765-57-0101 毎　週

31

日配食品スタッフ（マックスバ
リュ黒部コラーレ前店）

不問 パート労働者

マックスバリュ北陸　株式会社
マックスバリュ黒部コラーレ前店

 黒部市 他
1人

富山県黒部市植木７７１番１ 0765-54-3522 その他

32

歯科受付事務 不問 パート労働者

医療法人社団　森本歯科医院  魚津市 木日祝他
1人

富山県魚津市本町１－６－４ 0765-22-8400 毎　週
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721人 病院
(1)9時00分～17時30分 2,142円～2,142円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 572人 労災
なし

938人
16040- 2009121

4人 建物サービス業
(1)8時00分～15時30分 900円～900円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

150人
年2回（前年度実績）10,000円～60,000円 16040- 2014321

170人 病院
1,150円～1,250円

雇用期間の定めなし 140人 労災
実費支給（上限あり）

又は7時30分～18時30分 月額　10,300円まで 170人
年2回（前年度実績） 16040- 2034721

170人 病院
1,300円～1,400円

雇用期間の定めなし 140人 労災
実費支給（上限あり）

又は7時30分～18時30分 月額　10,300円まで 170人
年2回（前年度実績） 16040- 2035821

170人 病院
1,000円～1,000円

雇用期間の定めなし 140人 労災
実費支給（上限あり）

又は7時30分～18時30分 月額　10,300円まで 170人
年2回（前年度実績） 16040- 2036221

162人 病院
(1)8時00分～12時00分 880円～900円

雇用期間の定めなし (2)15時00分～17時00分 122人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
日額　1,264円まで 425人
年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 2043821

7人 一般診療所
(1)8時30分～12時30分 1,600円～1,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時30分～17時30分 7人 労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 7人

16040- 2044221
30人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

1,050円～1,050円
雇用期間の定めなし 17人 労災

なし
又は8時00分～17時00分 30人

16040- 2047321
70人 電子デバイス製造業

(1)9時15分～15時00分 910円～945円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 45人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 105人
年2回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040- 2064621

51人 電子デバイス製造業
(1)9時15分～15時00分 910円～945円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 31人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 82人
年2回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040- 2065921

51人 電子デバイス製造業
(1)9時15分～15時00分 910円～945円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 31人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 82人
年2回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040- 2069821

58人 一般乗用旅客自動車運送業

(1)6時00分～12時00分 900円～900円
雇用期間の定めなし (2)7時30分～16時30分 11人 雇用・労災

(3)16時30分～0時00分 実費支給（上限あり）
月額　11,300円まで 58人

16040- 2070421
2人 歯科診療所

(1)9時00分～13時00分 1,060円～1,340円
雇用期間の定めなし (2)14時00分～17時00分 2人 労災

実費支給（上限あり）
日額　300円まで 2人

16040- 2085721
65人 その他の専門サービス業

(1)18時00分～21時00分 1,400円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60人 労災

なし
270人

17080- 2954921
4人 その他の専門サービス業

(1)8時00分～12時00分 980円～980円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 労災

なし
270人

17080- 2957721
11人 その他の専門サービス業

(1)14時00分～18時30分 1,020円～1,020円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 11人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 270人

17080- 2959221

62

調理員（丸川病院） 不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 下新川郡入
善町

他
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

60

洗浄滅菌業務（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
2人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

61

環境整備（坂東病院） 不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

58

タクシー運転手（パートタイム） 69歳以下 パート労働者
交替制あ
り

魚津交通株式会社  魚津市 他
2人

富山県魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640 その他

59

歯科衛生士 不問 パート労働者

医療法人社団　森本歯科医院  魚津市 木日祝他
1人

富山県魚津市本町１－６－４ 0765-22-8400 毎　週

56

工場内清掃・雑務員 不問 パート労働者

立山精密　株式会社  魚津市 日他
1人

富山県魚津市道坂２４３－３ 0765-32-8049 その他

57

樹脂コネクタの目視検査・包装
（軽作業）

不問 パート労働者

立山精密　株式会社  魚津市 日他
2人

富山県魚津市道坂２４３－３ 0765-32-8049 その他

54

検査員 59歳以下 パート労働者

株式会社　モルデックス  魚津市 土日他
4人

富山県魚津市本新町２８－７ 0765-22-0353 毎　週

55

樹脂コネクタの目視検査・包装
（軽作業）

不問 パート労働者

テクノプラス　株式会社  魚津市 日他
2人

富山県魚津市道坂２４２ 0765-32-8134 その他

52

送迎・業務補助 59歳以下 パート労働者

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人

富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 毎　週

53

看護師・准看護師 不問 パート労働者

医療法人社団　孫喜会　藤が丘ク
リニック

 黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市生地中区１０４－３ 0765-54-9888 その他

50

看護師（新川病院または新川老人
保健施設）

59歳以下 パート労働者

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 毎　週

51

介護職員（新川病院または新川老
人保健施設）

59歳以下 パート労働者

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 毎　週

48

日常清掃作業【株式会社ウーケ】 64歳以下 パート労働者

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

49

准看護師（新川病院または新川老
人保健施設）

59歳以下 パート労働者

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 毎　週

47

看護師（小児急患センター） 不問 パート労働者

黒部市民病院  黒部市
月火水木
金土他

1人
富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 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　　４月　４日　～　４月　８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。

4人 医薬品・化粧品小売業
877円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

又は8時30分～19時00分 6,864人
17080- 2960621

7人 その他の食料品製造業
(1)8時00分～12時00分 1,000円～1,050円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時00分～21時00分 7人 労災
実費支給（上限なし）

3,800人
21030- 4771321

64

弁当、寿司、惣菜の調理、包装及
び陳列（バロー魚津店）

不問 パート労働者

中部フーズ　株式会社  魚津市 他
3人

岐阜県多治見市高根町４－２０番
地

0572-29-1610 毎　週

63

医療事務（黒部・魚津エリア） 不問 パート労働者

株式会社　クスリのアオキ  黒部市 他
2人

石川県白山市松本町２５１２ 076-274-6111 その他
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