
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

100人 病院
(1)8時30分～17時15分 150,000円～229,210円

雇用期間の定めなし 90人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　20,000円まで 100人
年2回（前年度実績） 16040- 2737821

8人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 160,000円～250,000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　31,600円まで 8人
年2回（前年度実績） 16040- 2731321

375人 病院
(1)8時15分～17時00分 162,900円～175,200円

雇用期間の定めなし 278人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　55,000円まで
年2回（前年度実績） 16040- 2732621

70人 旅館，ホテル
(1)22時00分～8時00分 221,500円～300,000円

雇用期間の定めなし 55人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

15,000人
年2回（前年度実績） 16040- 2733921

18人 再生資源卸売業
(1)8時00分～16時30分 160,000円～175,000円

雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　6,500円まで 18人
年2回（前年度実績） 16040- 2734121

36人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

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

(3)21時30分～6時30分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　5,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040- 2718121

13人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 13人
年2回（前年度実績）200,000円～480,000円 16040- 2720221

15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～200,000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） 厚生
月額　15,000円まで 31人
年3回（前年度実績） 16040- 2721521

32人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 160,000円～260,000円
雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16040- 2725921

1人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 175,000円～280,000円

雇用期間の定めなし 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 1人
年2回（前年度実績） 16040- 2726121

32人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 160,000円～220,000円
雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16040- 2727021

32人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 180,000円～260,000円
雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16040- 2728721

31人 病院
(1)8時30分～17時00分 160,000円～260,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時00分 29人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30分～9時00分 実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 31人
年1回（前年度実績）30,000円～ 16040- 2730421

2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～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）
日額　1,000円まで 2人

16040- 2712221
49人 一般貨物自動車運送業

(1)18時30分～3時45分 373,500円～373,500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　30,000円まで 4,962人

16040- 2713521
3人 一般診療所

(1)8時30分～18時30分 150,000円～190,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～18時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 3人
年2回（前年度実績） 16040- 2714421

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町青島３９６
番地１

0765-72-5150 毎　週

【先週１週間　５月　２３日～　５月　２７日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

3

診療情報管理士 59歳以下 正社員

独立行政法人　労働者健康安全機
構　富山労災病院

2

製缶加工（農機具部品及び架台、
安全柵等の設備制作、設置）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　コバヤシ  下新川郡入
善町

日他

1

医療事務 39歳以下 正社員

医療法人社団　秋桜　丸川病院

2人
富山県黒部市宇奈月温泉７－２６

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町小摺戸１２
５５

0765-78-0618 その他

6

アルミ建材製品の運搬及び資材の
開梱作業

59歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　開澤アルミ

0765-62-1236 その他

5

一般事務 59歳以下 正社員

株式会社　新川リサイクルセン
ター

 黒部市 土日他

4

夜勤専属ホテルスタッフ 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（グ
ランヴィリオホテル宇奈月温泉）

 黒部市 他

3人
富山県黒部市若栗１４０３

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市中新５７３－１ 0765-52-1793 毎　週

1人
富山県黒部市荒俣４８７－１ 0765-56-9850 毎　週

9

自動化機械のメカ組立【　初心者
歓迎！　】

40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山口技研

0765-54-0571 その他

8

営業事務・営業アシスタント 35歳以下 正社員

アイザワマシニング　株式会社  黒部市 土日祝他

7

土木作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

ミラテック　株式会社  黒部市 日他

1人
富山県下新川郡入善町入膳６１２
１

 下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町道古１８３ 0765-72-4344 その他

1人
富山県黒部市岡３６２－１０ 0765-52-0543 毎　週

12

自動化装置の電気配線作業 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山口技研

0765-72-0323 その他

11

マシンオペレーター（未経験者歓
迎）

40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山口技研  下新川郡入
善町

日他

10

電気工事士 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　大田電気商会  下新川郡入
善町

日他

2人
富山県下新川郡入善町入膳２２９
－３

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町道古１８３ 0765-72-4344 その他

2人
富山県下新川郡入善町道古１８３ 0765-72-4344 その他

15

大型ドライバー 不問 正社員以外

トナミ運輸株式会社　黒部営業所

0765-72-0588 その他

14

プラントメンテナンス 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社新誠機工 黒部市 土日他

13

助産師又は看護師 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　あわの産婦人科医
院

 下新川郡入
善町

他

1人
富山県魚津市吉島１丁目７０６番
地

 黒部市 土日祝他
3人

富山県黒部市沓掛字道上割２００
０－１７

0765-54-1113 毎　週

2人
富山県黒部市飛騨５４７ 080-8690-

6497
毎　週

0765-23-6060 毎　週

16

受付事務兼看護補助 35歳以下 正社員

かごうら皮ふ科クリニック  魚津市 木日祝

℡ 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

（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。

26人 畜産農業
(1)5時30分～14時15分 165,900円～182,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時15分 19人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

28人
16040- 2715321

70人 旅館，ホテル
(1)8時00分～17時00分 175,000円～300,000円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 55人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

又は22時00分～8時00分 15,000人
年2回（前年度実績） 16040- 2716621

10人 労働者派遣業
(1)6時30分～15時10分 209,160円～209,160円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～21時40分 9人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

50人
16010-10985321

15人 自動車小売業
(1)9時30分～18時30分 177,700円～243,600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） 厚生
月額　100,000円まで 375人
年2回（前年度実績） 17010-12875021

15人 自動車小売業
(1)9時30分～18時30分 173,700円～222,800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） 厚生
月額　100,000円まで 375人
年2回（前年度実績） 17010-12880321

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- 1973521

4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

16010-10919421
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- 2693221
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- 2694521

93人 病院
(1)7時00分～15時45分 205,000円～262,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時15分 89人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時45分～18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- 2695421

93人 病院
(1)7時00分～15時45分 230,000円～313,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時15分 89人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時45分～18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- 2696321

13人 産業廃棄物処理業
(1)8時00分～16時30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　20,000円まで 13人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 2701021

129人 病院
(1)8時15分～17時00分 155,000円～160,000円

雇用期間の定めなし 104人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,400円まで 129人
年2回（前年度実績） 16040- 2704221

20人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 242,000円～261,000円

雇用期間の定めなし 18人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は9時30分～18時30分 月額　8,000円まで 36人
年1回（前年度実績） 16040- 2705521

365人 自動車・同附属品製造業
(1)8時00分～16時50分 190,738円～222,528円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)21時00分～5時50分 48人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 365人

16040- 2706421
7人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 170,000円～230,000円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16040- 2708621

18

フロントスタッフ 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

ルートインジャパン株式会社（グ
ランヴィリオホテル宇奈月温泉）

17

畜産業務全般 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

10人
富山県富山市新庄町１５７－１

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉７－２６ 0765-62-1236 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

21

営業スタッフ（富山県） 不問 正社員以外

株式会社　ホンダ四輪販売北陸

076-492-0077 毎　週

20

整備士（富山県） 不問 正社員以外

株式会社　ホンダ四輪販売北陸 魚津市　他 火水他

19

ファスナー製品の製造 不問 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　ライフワーク北陸  黒部市 土日他

2人
群馬県藤岡市三本木１１９

魚津市　他 火水他
2人

石川県金沢市大豆田本町甲５６０ 076-225-8111 毎　週

2人
石川県金沢市大豆田本町甲５６０ 076-225-8111 毎　週

24

組立工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北陸精機

0274-24-6101 その他

23

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

 魚津市 土日祝他

22

実演販売営業「研磨機」（富山
県）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　スター 黒部市　他 日祝他

1人
富山県黒部市荻生６６７５－５

 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
富山県富山市安住町５－２１ 076-432-2958 毎　週

27

看護師 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

0765-54-1800 その他

26

准看護師 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  黒部市 他

25

理学療法士もしくは作業療法士 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  黒部市 日祝他

3人
富山県黒部市犬山６７４－１６

 黒部市 他
2人

富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 その他

2人
富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 その他

30

サービス管理責任者 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

特定非営利活動法人　工房　あお
の丘

0765-56-5060 その他

29

庶務（送迎・介護補助） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人　深川病院  魚津市 土日他

28

手選別作業 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

ＮＧＰ北信越リサイクル協同組合
リサイクル工場

 黒部市 日祝他

2人
富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町道古３４－
３

0765-72-2248 その他

1人
富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 毎　週

0765-72-5511 毎　週

32

保育士 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

特定非営利活動法人　工房　あお
の丘

 下新川郡入
善町

日祝他

31

マシンオペレーター 不問 正社員以外
交替制あ
り

アイシン・メタルテック　株式会
社

 下新川郡入
善町

土日他

1人
富山県下新川郡入善町道古３４－
３

0765-72-2248 その他

2／4ページ



職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

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　５月　２３日～　５月　２７日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

℡ ０７６５－２４－０３６５

（魚津公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。

20人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 175,000円～245,000円

雇用期間の定めなし 18人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 36人
年1回（前年度実績） 16040- 2709921

1人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 230,000円～345,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 1人

16040-   16520
15人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)9時00分～16時00分 1,200円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 11人 労災

実費支給（上限なし）
170人

16040- 2738221
0人 園芸サービス業

(1)8時00分～17時00分 1,400円～1,700円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 その他

なし
又は8時00分～17時00分 0人

16040- 2740321
34人 児童福祉事業

(1)9時00分～14時30分 950円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 32人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　13,400円まで 34人

16040- 2742921
18人 再生資源卸売業

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 労災

なし
又は8時30分～16時00分 18人

16040- 2735021
18人 再生資源卸売業

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 労災

なし
又は8時00分～16時30分 18人

16040- 2736721
104人 老人福祉・介護事業

(1)9時00分～13時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 76人 労災

実費支給（上限あり）
月額　22,500円まで 132人

16040- 2717921
5人 労働者派遣業

1,100円～1,300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9時00分～18時00分 日額　750円まで 18,800人

16040- 2719021
15人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)9時00分～17時30分 1,030円～1,330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（上限なし）
170人

16040- 2722421
18人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)9時00分～12時10分 920円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～17時10分 11人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 34人

16040- 2724621
31人 病院

(1)8時00分～12時00分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)13時30分～17時30分 29人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 31人
年1回（前年度実績）10,000円～ 16040- 2729821

5人 一般診療所
(1)8時00分～15時00分 1,600円～1,600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 5人

16040- 2699121
6人 その他の道路旅客運送業

(1)20時00分～3時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)20時00分～4時00分 0人 労災

なし
6人

16040- 2700121
27人 産業廃棄物処理業

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 6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　25,000円まで 27人

16040- 2702721
3人 園芸サービス業

(1)9時00分～16時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 2人 その他

一定額
日額　200円まで 3人

16040- 2703821

14

チューリップ球根の掘取・収穫・
除根作業、温室内作業

不問 パート労働者

高木園芸  魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市三ケ２８１２ 0765-24-4525 その他

13

事務職 64歳以下 パート労働者

株式会社　エスアール　富山事業
所

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市横枕２４８－６ 0765-24-6311 毎　週

12

代行運転手【二種免許必須】 18歳以上 パート労働者

相木代行  魚津市 他
3人

富山県魚津市相木１０１７－１ 090-1391-
7227

毎　週

11

看護業務（正看護師） 不問 パート労働者
交替制あ
り

しのざき小児科  黒部市
月火水木
金日祝他

1人
富山県黒部市三日市１０６２ 0765-56-6938 毎　週

10

清掃員 不問 パート労働者
交替制あ
り

医療法人社団　あわの産婦人科医
院

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町入膳２２９
－３

0765-72-0588 毎　週

9

部品の組付・検査（本社） 不問 パート労働者

有限会社　木島アルミ建材  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市荒俣２０５番地 0765-56-8372 毎　週

8

介護職員【介護福祉士】 不問 パート労働者
交替制あ
り

社会福祉法人　魚津市社会福祉協
議会

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市新金屋２丁目１３－
２６

0765-22-8388 その他

7

労働安全及び衛生管理業務 不問 パート労働者

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

6

介護補助員（小規模多機能ホーム
かたかご）

不問 パート労働者

社会福祉法人　宇奈月福祉会（特
別養護老人ホーム　おらはうす宇

 黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 毎　週

5

資源物収集運搬及び選別作業 不問 パート労働者

株式会社　新川リサイクルセン
ター

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市荒俣４８７－１ 0765-56-9850 その他

4

受付 不問 パート労働者

株式会社　新川リサイクルセン
ター

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市荒俣４８７－１ 0765-56-9850 毎　週

3

調理員 不問 パート労働者

社会福祉法人　吉島保育園  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島７２９ 0765-22-0802 その他

2

造園 60歳以上 パート労働者

中坪造園  黒部市 日他
1人

富山県黒部市荻生１５３０ 0765-52-1487 その他

1

看護師 不問 パート労働者

社会福祉法人　魚津市社会福祉協
議会

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市新金屋２丁目１３－
２６

0765-22-8388 毎　週

34

造園工見習 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

正樹園  魚津市 日他
1人

富山県魚津市蛇田４７６７ 0765-31-7225 その他

33

障害児支援員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

特定非営利活動法人　工房　あお
の丘

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町道古３４－
３

0765-72-2248 その他
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

【先週１週間　５月　２３日～　５月　２７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 老人福祉・介護事業
(1)13時00分～17時00分 900円～1,200円

雇用期間の定めなし (2)13時30分～17時30分 5人 労災
実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16040- 2707321

20人 老人福祉・介護事業
(1)7時45分～9時45分 900円～1,000円

雇用期間の定めなし (2)15時30分～17時30分 18人 雇用・労災
(3)16時30分～18時30分 実費支給（上限あり）

月額　8,000円まで 36人
16040- 2710721

7人 建物サービス業
(1)10時00分～16時00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　20,000円まで 1,561人

16010-11112021
11人 その他の飲食料品小売業

(1)9時00分～15時00分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 10人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 17,729人

16010-11041721
11人 その他の飲食料品小売業

(1)18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

16010-11045421
44人 老人福祉・介護事業

(1)7時30分～17時30分 1,025円～1,065円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～17時30分 39人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は7時30分～17時30分 月額　50,000円まで 91,184人

16010-10936321
8人 自動車整備業

950円～1,100円
雇用期間の定めなし 3人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～18時30分 月額　15,000円まで 27人

16070- 1755221

21

フロントスタッフ（コバック黒部
店／パートタイム）

40歳以下 パート労働者

森本自動車　有限会社  黒部市 日祝他
2人

富山県滑川市中野島２６０２ 076-475-1301 毎　週

20

通所介護スタッフ／ニチイケアセ
ンター黒部

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 黒部市 日他
1人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階 

076-442-2888 毎　週

19

洗浄員（あさひ総合病院／１８時
～２０時）

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

18

洗浄員（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

17

清掃員（満天の湯　魚津店） 不問 パート労働者

株式会社　ホクタテ  魚津市 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

16

送迎車運転手 不問 パート労働者

特定非営利活動法人　工房　あお
の丘

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町道古３４－
３

0765-72-2248 毎　週

15

保育士 不問 パート労働者

特定非営利活動法人　工房　あお
の丘

 下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町道古３４－
３

0765-72-2248 毎　週

　「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   　  ６月１日（水） 午前９時３０分～午後３時３０分

  　  ６月１５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       ６月８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。

受講生募集のご案内

訓練期間
10：００～１４：４５ （土・日・祝日・8/1５、1７を除く）
（15:3５までの日あり）j実習期間中は原則8:30～15:30

令和 4年 7月 12日（火）～ 令和４年1１月１１日（金）

医療事務科(企業実習付）

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（ただし教材費・検定料の自己負担が必要です。）

訓練内容
医療機関に就職するために、医療保険制度の理解、カルテの読み方、診療報酬明細書

（レセプト）の作成と点検、医事コンピュータ入力の知識・技能を習得するとともに、

企業実習により実践的な請求事務全般の知識・技能を習得する。

実施施設 ニチイ学館魚津教室（魚津ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸｴｱｰｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ3F）

定 員 10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 5月２０日（金）～令和 ４年６月２０日（月）

訓練場所 魚津市駅前新町5-30

公共職業訓練
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