
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 各種食料品小売業
(1)8時00分～17時30分 210,000円～267,900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 3,382人
年3回（前年度実績） 15110- 3035721

1人 労働者派遣業
(1)8時20分～17時10分 162,392円～162,392円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 550人

16010- 9015221
2人 労働者派遣業

(1)8時00分～17時00分 163,166円～163,166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　10,000円まで 550人

16010- 9040521
2人 ソフトウェア業

(1)9時00分～17時30分 217,000円～310,000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　25,000円まで 31人

16010- 8924721
104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 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)20時00分～5時00分 24人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 138人
年2回（前年度実績） 16040- 2185421

8人 建物サービス業
(1)16時30分～9時00分 165,000円～280,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 9人
年2回（前年度実績） 16040- 2191221

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

雇用期間の定めなし 156人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　25,000円まで 472人
年2回（前年度実績）350,000円～860,000円 16040- 2192521

6人 電子デバイス製造業
(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 46人

16040- 2180021
6人 一般診療所

(1)9時00分～18時00分 190,000円～245,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～12時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　4,500円まで 6人
年1回（前年度実績） 16040- 2181721

23人 老人福祉・介護事業
(1)8時00分～17時00分 152,000円～190,000円

雇用期間の定めなし (2)16時00分～9時00分 9人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 50人
年2回（前年度実績） 16040- 2184521

7人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 212,000円～243,800円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 7人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040- 2188921

18人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)16時50分～1時30分 188,075円～200,417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） 16040- 2171121

8人 一般貨物自動車運送業
(1)8時30分～18時00分 162,500円～207,000円

雇用期間の定めなし (2)20時30分～6時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 厚生
月額　30,000円まで 310人
年2回（前年度実績）400,000円～700,000円 16040- 2172021

69人 一般廃棄物処理業
(1)7時50分～16時40分 210,000円～230,000円

雇用期間の定めなし 8人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　7,500円まで 80人
年2回（前年度実績） 16040- 2173721

3人 他に分類されない小売業
(1)8時30分～17時30分 176,000円～264,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 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 6人
年2回（前年度実績） 16040- 2175221

24人 その他の化学工業
(1)8時30分～18時00分 180,000円～240,000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- 2165721

 下新川郡朝
日町

日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町舟川新１２
８－１

0765-82-2626 その他

1人
富山県黒部市天神新２５０－１ 0765-52-0064 その他

16

品質管理 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　エヌエイチワイ

0765-22-0311 その他

15

タイヤ取替及び配送【正社員】 不問 正社員
変形
（1ヶ月

吉田タイヤ株式会社  黒部市 他

14

廃棄物収集・リサイクル業務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　魚津清掃公社  魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市大光寺６１－１

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町若栗新２１
３－１

0765-78-1105 毎　週

1人
富山県黒部市荒俣２０５番地 0765-56-8372 毎　週

13

入出庫及び在庫管理作業 59歳以下 正社員
交替制あ
り

北陸トナミ運輸　株式会社　黒部
物流センター

0765-22-2087 毎　週

12

部品付（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

11

現場作業員 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　新栄組  魚津市 土日他
2人

富山県魚津市青島２９３－６

 下新川郡朝
日町

他
1人

富山県魚津市本江１０３０番地 0765-22-8938 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町入膳７７２
６

0765-72-0828 その他

10

介護職 18歳～64歳 正社員
交替制あ
り

八光エステイト　有限会社

0765-83-9558 その他

9

正・准看護師 64歳以下 正社員

谷川クリニック  下新川郡入
善町

日祝他

8

機械設備の組立作業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　テクノ・クレスト  下新川郡朝
日町

日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町道下８４７
－２

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市宮津１２８８－１ 0765-24-2711 毎　週

1人
富山県魚津市上村木１－１４－１
４

0765-32-5323 その他

7

化学プラントオペレーター及び科
学技術研究

59歳以下 正社員

株式会社　桑山　富山工場

0765-82-1100 毎　週

6

公物管理 40歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ＭＴ  黒部市 他

5

生産オペレーター 18歳～59歳 正社員
交替制あ
り

株式会社ＴＳＳ　朝日工場  下新川郡朝
日町

他

不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　グレート　富山支店  魚津市 日祝他

2人
富山県下新川郡朝日町草野２７１
－３

 魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市新桜町６番１５号 
ＴｏｙａｍａＳａｋｕｒａビル 

076-441-4000 毎　週

1人
富山県富山市本町３番２５号　富
山本町ビル３Ｆ

076-443-9010 毎　週

0256-66-1100 その他

【先週１週間　　４月　１８日　～　４月　２２日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

ＰＨＰ言語プログラマ 59歳以下 正社員

株式会社　ソフトキャリア

076-443-9010 その他

3

鶏卵食品加工（卵の検査・梱包） 不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　グレート　富山支店  黒部市 日他

2

製造工程の加工・組立・検査・梱
包作業

1

業務スーパーの総合職（将来的な
店長／ＳＶ候補）（魚津店）

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

1人
富山県富山市本町３番２５号　富
山本町ビル３Ｆ

 魚津市 他
2人

新潟県燕市佐渡５１２９ 

℡ 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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24人 その他の化学工業
(1)8時30分～18時00分 240,000円～350,000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- 2166821

6人 その他の家具・装備品製造業

(1)8時00分～17時00分 150,000円～240,000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　5,000円まで 6人
年2回（前年度実績） 16040- 2168521

56人 その他の専門サービス業
(1)8時30分～17時15分 147,870円～152,050円

雇用期間の定めなし 52人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 90,768人
年2回（前年度実績） 16020- 5070221

2人 食料・飲料卸売業
(1)8時30分～17時30分 185,000円～215,000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） 拠出
149人

年2回（前年度実績） 17010-10000221
1人 土木建築サービス業

(1)8時30分～17時30分 180,100円～223,700円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
30人

年1回（前年度実績） 15030- 3613721
19人 職業紹介業

(1)8時00分～16時45分 205,019円～205,019円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)6時30分～15時10分 14人 雇用・労災・健康・厚生

(3)13時00分～21時40分 実費支給（上限あり）
日額　700円まで 130人

16010- 8740821
19人 職業紹介業

(1)8時00分～16時45分 205,019円～205,019円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)6時30分～15時10分 14人 雇用・労災・健康・厚生

(3)13時00分～21時40分 実費支給（上限あり）
日額　700円まで 130人

16010- 8746921
47人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時45分～18時45分 180,000円～253,900円
雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)11時15分～20時15分 実費支給（上限あり） 拠出・給付
月額　40,000円まで 725人
年2回（前年度実績） 16010- 8771021

13人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 210,000円～243,180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　15,000円まで 13人
年2回（前年度実績）70,000円～250,000円 16040- 2157821

4人 採石業，砂・砂利・玉石採取業

(1)8時00分～17時00分 189,000円～210,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 5人
年2回（前年度実績）50,000円～100,000円 16040- 2158221

91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） 63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- 2159521
4人 建物サービス業

(1)7時30分～16時15分 877円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時15分 0人 雇用・労災・健康・厚生

(3)14時00分～22時45分 実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 24,000人

16010- 8994521
8人 建物サービス業

(1)9時30分～14時30分 900円～950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　15,000円まで 24,000人

16010- 8996321
2人 労働者派遣業

(1)8時30分～17時00分 950円～1,000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　10,000円まで 550人

16010- 9042321
91人 障害者福祉事業

(1)6時45分～11時45分 880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～12時30分 63人 雇用・労災

(3)15時30分～19時30分 実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 118人

16040- 2186321
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- 2187621

1人
富山県下新川郡入善町浦山新２２
０８

0765-78-1131 毎　週

0765-76-0021 その他

27

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

26

構内作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

日本海石産工業株式会社  下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町板屋１７１
－２

 下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町板屋３１０
－２

0765-76-0021 その他

2人
富山県富山市問屋町１丁目９番２
４号

076-451-9191 毎　週

25

解体作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

日本海建設運輸有限会社

0120-932-415 毎　週

24

販売職（家電製品等販売）【勤務
地：富山県】

44歳以下 正社員
交替制あ
り

北信越ジョーシン　株式会社　営
業部

魚津市　他 他

23

梱包作業と外観検査 不問 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

朝日印刷グループ 
朝日人材サービス　株式会社

 黒部市 土日他
1人

富山県富山市大手町３番９号 
アジェスビル１Ｆ

 黒部市 土日他
1人

富山県富山市大手町３番９号 
アジェスビル１Ｆ

0120-932-415 毎　週

1人
新潟県上越市頸城区百間町７１２
－１

025-530-3135 毎　週

22

ファスナーの半自動機の運転操作 不問 有期雇用派遣労働者

朝日印刷グループ 
朝日人材サービス　株式会社

076-249-0330 毎　週

21

測量技術員（富山営業所） 40歳以下 正社員

株式会社　平成測量  黒部市 土日祝他

20

エリア担当（富山営業所　黒部出
張所）

40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

さわやかリテールサポート株式会
社

 黒部市 土日他
1人

石川県金沢市桜田町１－１

 黒部市 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

1人
富山県黒部市荻生８６０ 0765-52-1892 毎　週

19

医療事務（正社員）【黒部市民病
院】病棟クラー業務

59歳以下 正社員

株式会社　ニチイ学館　高岡支店

0765-82-2626 その他

18

木製家具製造工 44歳以下 正社員

株式会社　テクノウッド寺田  黒部市 土日祝他

17

品質管理（マネージャー候補） 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
1人

富山県下新川郡朝日町舟川新１２
８－１

1

設備運転監視要員（新川文化ホー
ル）

不問 パート労働者
交替制あ
り

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 魚津市 火他
1人

富山県富山市桜橋通り２－２５ 
富山第一生命ビル８階

076-432-8600 毎　週

2

客室清掃（ベストイン魚津） 不問 パート労働者

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 魚津市 他
5人

富山県富山市桜橋通り２－２５ 
富山第一生命ビル８階

076-432-8600 毎　週

3

卵の検査・梱包 不問 有期雇用派遣パート

株式会社　グレート　富山支店  黒部市 日他
1人

富山県富山市本町３番２５号　富
山本町ビル３Ｆ

076-443-9010 毎　週

4

調理補助 不問 パート労働者
交替制あ
り

社会福祉法人　新川むつみ園  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町浦山新２２
０８

0765-78-1131 毎　週

5

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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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　１８日　～　４月　２２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。

17人 金属素形材製品製造業
900円～900円

雇用期間の定めなし 12人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は8時20分～17時00分 月額　10,000円まで 17人
年2回（前年度実績）60,000円～70,000円 16040- 2189121

0人 美容業
900円～900円

雇用期間の定めなし 0人 労災
なし

又は9時30分～18時00分 0人
16040- 2193421

12人 パン・菓子製造業
(1)8時00分～17時00分 880円～880円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 7人 労災
(3)13時00分～17時00分 実費支給（上限あり）
又は14時00分～18時00分 月額　10,000円まで 12人

16040- 2178321
14人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)9時00分～16時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～15時00分 13人 労災

実費支給（上限なし）
26人

16040- 2182821
23人 老人福祉・介護事業

(1)8時00分～16時30分 880円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～9時00分 9人 労災

(3)8時00分～13時00分 実費支給（上限なし）
50人

年2回（前年度実績）5,000円～50,000円 16040- 2183221
200人 病院

(1)8時30分～17時00分 1,293円～1,733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- 2176521

20人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)7時30分～10時00分 877円～877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 97,949人

13170- 9774921
20人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)7時30分～10時00分 877円～877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 97,949人

13170- 9840821
1人 その他の職別工事業

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

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 70人

16010- 8837721
12人 食料・飲料卸売業

(1)9時00分～15時00分 880円～880円
雇用期間の定めなし 12人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 17人

16040- 2167221
6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）

900円～1,000円
雇用期間の定めなし 5人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～15時30分 月額　10,000円まで 9人

16040- 2169421
19人 建物サービス業

(1)9時30分～14時00分 900円～950円
雇用期間の定めなし 17人 労災

なし
70人

16040- 2170921
10人 医薬品・化粧品小売業

(1)15時00分～19時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 150人

17010- 9962021
5人 その他の洗濯・理容・美容・浴場業

(1)9時30分～17時00分 900円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～16時00分 5人 雇用・労災・健康・厚生

(3)13時00分～18時00分 実費支給（上限あり）
又は9時00分～19時00分 月額　10,000円まで 20人

16010- 8768421
91人 障害者福祉事業

880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 63人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時15分 月額　9,000円まで 118人

16040- 2160321
91人 障害者福祉事業

(1)8時30分～16時15分 880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 63人 労災

実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 118人

16040- 2161621

6

アルミ建材建具の組立 64歳以下 パート労働者

有限会社　奥村サッシ  黒部市 土日祝他
1人

富山県魚津市上村木１－２－１０
奥村ビル２Ｆ

0765-32-3466 毎　週

7

エステティシャン及び販売事務 不問 パート労働者

エステルーム　ア・クーユ  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市末広町７－６ 0765-24-8455 毎　週

8

パンの包装検査、調理パン製造、
菓子パン包装

不問 パート労働者

高谷製パン  魚津市 土他
1人

富山県魚津市金浦町４－７ 0765-22-0838 毎　週

9

製造補佐アルバイトスタッフ／魚
津【本社工場】

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ＺＡＸＦＯＸ  魚津市 日他
2人

富山県魚津市吉島６３番１ 0765-32-5886 毎　週

10

介護職 64歳以下 パート労働者
交替制あ
り

八光エステイト　有限会社  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県魚津市本江１０３０番地 0765-22-8938 毎　週

11

薬剤師【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

12

調理補助／モーニング時間帯（ガ
スト　黒部店）

不問 パート労働者

株式会社　すかいらーくレストラ
ンツ

 黒部市 他
2人

東京都武蔵野市西久保１－２５－
８

0422-37-5218 毎　週

13

接客／モーニング時間帯（ガスト
黒部店）

不問 パート労働者

株式会社　すかいらーくレストラ
ンツ

 黒部市 他
2人

東京都武蔵野市西久保１－２５－
８

0422-37-5218 毎　週

14

クリーンクルー 不問 パート労働者

株式会社　丸協  魚津市 火
2人

富山県富山市平吹町４－２１ 076-423-3754 なし

15

作業員【９：００～１５：００】 不問 パート労働者

株式会社ヨシダ  黒部市 祝他
1人

富山県黒部市生地芦区２３－１ 0765-57-0020 毎　週

16

レストラン接客・キッチン調理補
助

20歳～64歳 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
3人

富山県魚津市村木定坊割２５００
－２

0765-24-4301 毎　週

17

清掃員 64歳以下 パート労働者

有限会社　新川建装  魚津市 他
5人

富山県魚津市諏訪町１－２４ 0765-23-0126 毎　週

18

調剤薬局での事務全般［入善町：
はまにし薬局］午後の勤務

不問 パート労働者

株式会社　瑠璃光（瑠璃光薬局）  下新川郡入
善町

他
1人

石川県金沢市小立野１丁目２－７ 076-256-5278 その他

19

美容の技術．手回り 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　マジェンタ  黒部市 日他
1人

富山県富山市根塚町１丁目４－１
４

076-461-6609 毎　週

20

事務員 不問 パート労働者

社会福祉法人　新川むつみ園  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町浦山新２２
０８

0765-78-1131 毎　週

21

事務員 不問 パート労働者

社会福祉法人　新川むつみ園  下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町浦山新２２
０８

0765-78-1131 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　１８日　～　４月　２２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 建物サービス業
(1)8時00分～12時15分 880円～980円

雇用期間の定めなし 8人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～17時00分 日額　500円まで 223人
16040- 2163121

22

清掃員【あさひ総合病院】 不問 パート労働者

株式会社　谷口美装  下新川郡朝
日町

日祝
2人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 その他

公共職業訓練

公共職業訓練
介護サービス科

受講生募集のご案内

お申込み 最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）

費 用 受講料は無料（ただし教科書代・諸経費として11000円程度

の自己負担が必要です。）

訓練内容

在宅介護や施設介護（施設入所者の日常生活全般に関わる援助）

等に必要な知識と技能が習得できます。

訓練期間
8：5０～１6：1０ （土・日・祝日を除く）

令和 4年 5月 24日(火)～ 令和 4年 7月15日(金)

実施施設 富山県技術専門学院新川センター

定 員 20名

応募資格 公共職業安定所（ハローワーク）に求職申し込みをされている方
公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示を受けられる方

募集期間 令和 4年 3月 18日(金) ～ 令和4年 5月 6日(金)

訓練場所
〒938-0031

黒部市三日市10

介護職員初任者研修資格取得できます!!

公共職業訓練

介護労働講習（実務者研修を含む）
受講生募集のご案内

お申込み 最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）

費 用

訓練内容
実務者研修450時間に加え現場実習、就職支援などを含む１０５日

間の講習。介護分野への就職に役立つ知識と技術を学びます（施設

での介護実習あり）

訓練期間

10：0０～１6：3０ （土・日・祝日、8/10～１7を除く）

令和 4年 6月 1日（水）～ 令和4年１１月９日（水）

実施施設 介護労働安定センター富山支部

定 員 42名

応募資格
介護分野へ就職を希望する雇用保険受給資格者で開講日前日（5/31）
時点で残日数が一定以上ある方（受講指示となる方）

募集期間 令和 4年 2月21日（月）～令和 4年 5月 17日（火）

訓練場所
〒930-0857

富山市奥田新町8番1号 ボルファートとやま8階

受講料は無料（ただしテキスト代12６５0円・講習保険料

3150円・健康診断料、オンライン受講に必要となる機器や通信環境及び通

信料は自己負担）

就職率

１００％
令和２年度

実績

実務者研修資格取得!！

公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示を受けられる方

　「看護職・介護職を対象とした出張相談会」を開催しています！
 「看護」、「介護・福祉」に関する資格を持ちながら、実際の仕事は未経験の方、過去に経験があるものの、ブランクがあって職場復帰をためらっておられる方、

  その他業務に必要な資格や職場の実態などについて関心のある方などを対象に、専門の相談員をお招きして、定期的に相談会を開催しています。

　○福祉・介護のお仕事相談コーナー ［原則　毎月第１・３水曜日］

 日　 時   　  ５月１１日（水） 午前９時３０分～午後３時３０分

  　  ５月１８日（水） 午前９時３０分～午前１２時００分

 ◆お問合せ先：社会福祉法人　富山県社会福祉協議会
　 富山県健康・福祉人材センター（ＴＥＬ０７６－４３２－６１５６）

　○看護職の就業支援相談　　　［原則　毎月第２水曜日］

  日　 時       ５月１１日（水） 午前１０時～午後４時

 ◆お問合せ先：公益社団法人　富山県看護協会
　 富山県ナースセンター（ＴＥＬ０７６－４３３－５２５１）

　　　　　　　　　　　　 ・お問い合わせは、ハローワーク魚津 受付・職業相談窓口まで　電話０７６５－２４－０３６５

会場はいずれもハローワーク魚津 です。

ID: @cwr7681m

県東部ハローワークのイベント情報を

ＬＩＮＥでまとめてお届けします !

ハローワーク魚津
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