
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

14人 一般診療所
(1)8時30分～18時30分 162,000円～200,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 14人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　40,000円まで 14人
年2回（前年度実績） 16040- 3392921

27人 専修学校，各種学校
(1)8時15分～17時15分 170,000円～200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 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 142人
年3回（前年度実績） 16040- 3393121

9人 その他の飲食料品小売業
(1)6時00分～14時00分 190,000円～200,000円

雇用期間の定めなし (2)14時00分～22時00分 7人 雇用・労災・健康・厚生
(3)22時00分～6時00分 なし
又は0時00分～23時59分 18人

16040- 3394021
34人 児童福祉事業

(1)7時00分～15時30分 170,900円～230,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時00分 32人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～17時30分 実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 34人
年2回（前年度実績） 16040- 3400821

2人 建物サービス業
(1)8時15分～17時15分 180,000円～260,000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（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 1,437人
年2回（前年度実績） 27010-32775521

18人 職業紹介業
(1)8時00分～16時45分 208,888円～208,888円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)6時30分～15時10分 11人 雇用・労災・健康・厚生
(3)13時00分～21時40分 実費支給（上限あり）

日額　700円まで 140人
16010-13390321

22人 職業紹介業
(1)8時00分～16時45分 208,888円～208,888円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)6時30分～15時10分 17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 140人
16010-13394021

22人 職業紹介業
(1)8時00分～16時45分 208,888円～208,888円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)6時30分～15時10分 17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 140人
16010-13396821

45人 労働者派遣業
(1)9時00分～18時00分 176,000円～208,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 11人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
日額　750円まで 18,700人

16040- 3370221
25人 金属加工機械製造業

(1)8時15分～17時00分 170,000円～300,000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　15,000円まで 25人
年2回（前年度実績） 16040- 3372421

25人 金属加工機械製造業
(1)8時30分～17時00分 180,000円～300,000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　15,000円まで 25人
年2回（前年度実績） 16040- 3373321

25人 金属加工機械製造業
(1)8時15分～17時00分 170,000円～300,000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　15,000円まで 25人
年2回（前年度実績） 16040- 3374621

7人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 181,000円～251,000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　3,000円まで 7人
年3回（前年度実績） 16040- 3375921

42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 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　16,100円まで 42人
年2回（前年度実績） 16040- 3376121

265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 150,000円～170,000円
雇用期間の定めなし 131人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 265人
年2回（前年度実績） 16040- 3377021

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 150,000円～180,000円
雇用期間の定めなし 19人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 265人
年2回（前年度実績） 16040- 3378721

1

受付事務 59歳以下 正社員

松本眼科医院

2人
富山県黒部市犬山５４番地

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市釈迦堂１－１１－５ 0765-23-1200 その他

【先週１週間　　６月　２０日　～　６月　２４日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

保育士 不問 正社員以外
交替制あ
り

社会福祉法人　吉島保育園

0765-52-1352 毎　週

3

販売スタッフ 18歳以上 正社員
交替制あ
り

セブンイレブン　黒部沓掛店  下新川郡入
善町

他

2

教習指導員候補生 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

学校法人　富山県自動車学園　黒
部自動車学校

 黒部市 日祝他

1人
大阪府大阪市中央区淡路町３丁目
６－３　御堂筋ＭＴＲビル５Ｆ

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島７２９ 0765-22-0802 その他

1人
富山県黒部市沓掛３３３４ 0765-56-7119 毎　週

7

面ファスナーの製造機械の運転・
運搬作業

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

06-6563-7350 毎　週

6

ファスナーの半自動機の運転操作 不問 有期雇用派遣労働者

朝日印刷グループ 
朝日人材サービス　株式会社

 黒部市 土日他

5

施設運転作業員（富山県下新川郡
入善町）

59歳以下 正社員

株式会社　日本管財環境サービス  下新川郡入
善町

土日祝他

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
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

10

機械設備組立及びメンテナンス業
務

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

辻精機株式会社

0120-932-415 毎　週

9

生産・品質管理 不問 正社員以外

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 黒部市 土日祝他

8

ファスナーの半自動機の運転操作 不問 有期雇用派遣労働者

朝日印刷グループ 
朝日人材サービス　株式会社

 黒部市 土日他

1人
富山県魚津市三ケ２２７

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市三ケ２２７ 0765-22-0637 その他

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

13

配管工 40歳以下 正社員

有限会社　寺崎設備工業所

0765-22-0637 その他

12

機械設計 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

辻精機株式会社  魚津市 日祝他

11

溶接工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

辻精機株式会社  魚津市 日祝他

1人
富山県黒部市前沢２４２０

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市石垣１２ 0765-22-8469 毎　週

1人
富山県魚津市三ケ２２７ 0765-22-0637 その他

16

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

0765-56-5111 その他

15

建材部品の袋詰め 59歳以下 正社員

中野工業　株式会社  黒部市 土日他

14

塗装工 44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

 黒部市 土日他
2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

℡ 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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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 160,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 44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 265人
年2回（前年度実績） 16040- 3379821

4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 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 4人

16040- 3380421
40人 パン・菓子製造業

(1)7時00分～16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- 3382621

6人 理容業
(1)9時00分～18時00分 181,000円～181,000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　20,000円まで 29人
年1回（前年度実績） 16040- 3384121

6人 理容業
(1)9時00分～18時00分 171,000円～171,000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　20,000円まで 29人
年1回（前年度実績） 16040- 3386721

8人 理容業
(1)9時00分～18時00分 181,000円～181,000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　20,000円まで 29人
年1回（前年度実績） 16040- 3388221

23人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～16時45分 160,000円～260,000円

雇用期間の定めなし 9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 108人
年2回（前年度実績） 16040- 3389521

6人 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く）

(1)8時00分～17時00分 190,000円～220,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 70人
年2回（前年度実績）10,000円～400,000円 22040- 4282121

12人 産業用電気機械器具製造業
(1)8時00分～16時45分 170,000円～280,000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　50,000円まで 75人
年2回（前年度実績） 16010-13369021

24人 産業用電気機械器具製造業
(1)8時00分～16時45分 170,000円～280,000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（上限あり）
月額　50,000円まで 75人
年2回（前年度実績） 16010-13371521

3人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 258,500円～282,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし
3人

16040- 3358621
6人 他に分類されない小売業

(1)8時30分～17時30分 155,520円～207,360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 6人

16040- 3359921
180人 病院

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

(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 180人
年2回（前年度実績） 16040- 3360721

180人 病院
(1)8時00分～17時00分 176,000円～244,400円

雇用期間の定めなし (2)10時30分～19時30分 135人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時30分～8時30分 実費支給（上限あり）

月額　20,000円まで 180人
年2回（前年度実績） 16040- 3361821

180人 病院
(1)8時00分～17時00分 351,900円～383,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 135人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時00分～12時00分 実費支給（上限あり）

月額　20,000円まで 180人
年2回（前年度実績） 16040- 3363521

63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 186,800円～186,800円
雇用期間の定めなし 29人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 3365321

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

19

パン製造員（リバース部門）
【７：００～１６：００】

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　東京ブレッド

0765-52-1330 毎　週

18

現場作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　村崎組  魚津市 日他

17

建材用部品（アルミ）の切断（Ｙ
ＫＫＡＰ（株）越湖製造所）

18歳～59歳 正社員
交替制あ
り

中野工業　株式会社  黒部市 土日他

2人
富山県黒部市三日市３５０８

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-3321 その他

2人
富山県魚津市西尾崎１５３０－２ 0765-22-5181 その他

22

美容師 59歳以下 正社員

株式会社　モリ美容院

0765-54-0755 毎　週

21

フロント係 35歳以下 正社員

株式会社　モリ美容院  黒部市 月他

20

美容師 59歳以下 正社員

株式会社　モリ美容院  黒部市 月他

2人
富山県黒部市沓掛３２５９

 黒部市 月他
2人

富山県黒部市三日市３５０８ 0765-54-0755 毎　週

1人
富山県黒部市三日市３５０８ 0765-54-0755 毎　週

25

機械板金製作（入善工場） 59歳以下 正社員

株式会社　北越

0765-52-0888 毎　週

24

フォークリフトオペレーター／富
山営業所

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

第一倉庫　株式会社  下新川郡入
善町

日祝他

23

組立工（機械装置） 40歳以下 正社員

カナヤママシナリー　株式会社  下新川郡入
善町

土日他

1人
富山県富山市婦中町西本郷４３６
－３６

 下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県富山市婦中町西本郷４３６
－３６

076-464-5515 毎　週

1人
静岡県静岡市清水区辻１丁目１４
番２２号

054-367-0178 その他

28

ネットショップ運営スタッフ
【オープニングスタッフ】

不問 正社員
変形（1
年単位）

くろべの太陽　株式会社

076-464-5515 毎　週

27

造園工 35歳以下 正社員

有限会社　中田造園  黒部市 日他

26

機械板金製作（新屋工場） 59歳以下 正社員

株式会社　北越  下新川郡入
善町

土日祝他

1人
富山県黒部市荻生８２１

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市若栗２７８８番地１ 0765-52-0173 その他

1人
富山県黒部市前沢１５７８ 0765-52-0681 その他

31

薬剤師 69歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　一志会　池田リハ
ビリテーション病院

0765-54-5400 その他

30

介護職（病棟） 69歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　一志会　池田リハ
ビリテーション病院

 黒部市 他

29

正看護師・准看護師（病棟業務） 69歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　一志会　池田リハ
ビリテーション病院

 黒部市 他

1人
富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市荻生８２１ 0765-54-5400 その他

1人
富山県黒部市荻生８２１ 0765-54-5400 その他

0765-72-5770 毎　週

32

機械オペレーター及び検査 64歳以下 正社員

有限会社　長崎新サッシ工業  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　　６月　２０日　～　６月　２４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。

63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 186,800円～247,600円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 29人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時20分～9時00分 実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 3366621

65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 204,800円～272,600円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時20分～9時00分 実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 3367921

65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 158,000円～190,000円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時40分 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 3368121

63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 185,800円～185,800円
雇用期間の定めなし 29人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 3369021

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 15010-21987421

8人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 160,000円～160,000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　12,000円まで 8人
年3回（前年度実績） 16040- 3348421

108人 工業用プラスチック製品製造業

(1)8時30分～17時15分 190,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 61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 108人
年2回（前年度実績） 16040- 3350121

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- 3352721

20人 酒類製造業
(1)7時00分～16時00分 176,000円～220,000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
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- 3353821

20人 酒類製造業
(1)8時00分～17時00分 158,976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- 3354221

24人 食料・飲料卸売業
170,000円～190,000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）

又は8時00分～17時30分 月額　15,000円まで 30人
16040- 3356421

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- 3332321

3人 建物サービス業
(1)7時00分～16時00分 180,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

3人
年2回（前年度実績） 16040- 3335121

1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 1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- 3339221

123人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 166,000円～220,000円

雇用期間の定めなし (2)16時30分～9時30分 96人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)7時00分～15時45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- 3340621

123人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 166,000円～220,000円

雇用期間の定めなし (2)16時30分～9時30分 96人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)7時00分～15時45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- 3341921

34

機械オペレーター 64歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　長崎新サッシ工業

33

機械オペレーター及び検査 64歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　長崎新サッシ工業  黒部市 土日他

1人
富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

 黒部市 土日他
1人

富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

0765-72-5770 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

0765-72-5770 毎　週

37

土木技術者（現場経験者・黒部
市）

64歳以下 正社員

株式会社　エムエーシー　新潟事
務所

0765-72-5770 毎　週

36

機械オペレーター及び部品付・検
査

64歳以下 正社員

有限会社　長崎新サッシ工業  黒部市 土日他

35

機械オペレーター及び検査 64歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　長崎新サッシ工業  黒部市 土日他

1人
富山県魚津市小川寺２９０９

 黒部市 土日祝他
3人

新潟県新潟市中央区東大通２－２
－９－７０８

025-244-7311 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

0765-72-5770 毎　週

40

温泉卵製造ラインでの卵の選別・
包装作業員

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　卵のタカムラ

0765-31-7016 その他

39

総合職 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

入善キタノ製作株式会社  下新川郡入
善町

日他

38

事務 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　吉井組  魚津市 日祝他

2人
富山県黒部市生地２９６

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市沓掛６３５ 0765-54-1162 その他

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

43

商品の荷受け、仕分け業務及び配
達業務

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　あいば食品

0765-56-8028 その他

42

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

41

清酒製造作業員 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 他

1人
富山県魚津市江口８８－１

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町舟見７１８ 0765-78-2200 その他

1人
富山県黒部市生地２９６ 0765-56-8028 その他

46

営業事務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山下ホーム

0765-22-8681 その他

45

清掃員 不問 正社員

株式会社エムズサービス  魚津市 他

44

調理員 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　日星  魚津市 他

3人
富山県下新川郡入善町小杉６４番
地

 魚津市 水祝他
1人

富山県魚津市江口５６７－１ 0765-24-9116 その他

1人
富山県魚津市吉島３８２０－４５ 0765-55-5132 毎　週

0765-78-2500 その他

48

介護職 59歳以下 正社員
交替制あ
り

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

47

介護職 59歳以下 正社員
交替制あ
り

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

2人
富山県下新川郡入善町小杉６４番
地

0765-78-2500 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　　６月　２０日　～　６月　２４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。

12人 一般土木建築工事業
(1)7時30分～17時00分 154,000円～200,000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 12人
年2回（前年度実績） 16040- 3342121

9人 自動車整備業
(1)8時30分～18時30分 250,000円～600,000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） 厚生
又は9時00分～19時00分 月額　7,200円まで 12人

年2回（前年度実績）30,000円～500,000円 16040- 3346221
27人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 170,000円～220,000円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は8時00分～17時00分 30人

年2回（前年度実績）50,000円～300,000円 16040- 3347521
9人 労働者派遣業

(1)8時00分～16時45分 208,888円～208,888円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
50人

16010-13211621
13人 その他の運輸に附帯するサービス業

(1)8時40分～9時10分 176,000円～176,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
2,200人

23020-38532521
5人 写真機・時計・眼鏡小売業

177,800円～238,000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9時00分～19時00分 月額　50,000円まで 8,401人

年3回（前年度実績）0円～ 39010-14046521
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-   22720
8人

管理，補助的経済活動を行う事業所（９５その他のサービス業）

(1)8時30分～17時15分 208,000円～208,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 雇用・労災・健康・厚生

なし
25人

16040-   21420
3人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 267,300円～315,900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～12時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし
3人

年1回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040-   20120
25人 有機化学工業製品製造業

890円～890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05分 月額　15,000円まで 49人

16040- 3390321
9人 その他の飲食料品小売業

(1)6時00分～9時00分 950円～1,050円
雇用期間の定めなし (2)17時00分～22時00分 6人 労災

(3)17時00分～0時00分 なし
18人

16040- 3395721
14人 一般診療所

(1)8時30分～18時30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 14人 労災

実費支給（上限あり）
月額　40,000円まで 14人
年2回（前年度実績）38,000円～ 16040- 3396821

9人 その他の飲食料品小売業
(1)6時00分～10時00分 950円～1,050円

雇用期間の定めなし (2)17時00分～22時00分 6人 労災
(3)17時00分～0時00分 なし
又は9時00分～18時00分 18人

16040- 3397221
180人 病院

(1)8時00分～13時30分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～15時30分 135人 雇用・労災

(3)10時00分～14時00分 実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 180人

16040- 3398521
3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～11時30分 900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 労災

実費支給（上限あり）
日額　1,700円まで 3人

16040- 3399421
40人 パン・菓子製造業

(1)9時00分～14時00分 900円～900円
雇用期間の定めなし 24人 雇用・労災

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- 3381321

7

パン製造員【９：００～１４：０
０】

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
2人

富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-3321 毎　週

6

ファスナー製品の配達 不問 パート労働者

株式会社　ワークス川尻  黒部市 土日他
1人

富山県黒部市生地神区３９０－１ 0765-56-9503 その他

5

調理員（調理補助） 不問 パート労働者
交替制あ
り

医療法人社団　一志会　池田リハ
ビリテーション病院

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市荻生８２１ 0765-54-5400 毎　週

4

販売スタッフ 不問 パート労働者

セブンイレブン　黒部沓掛店  下新川郡入
善町

他
1人

富山県黒部市沓掛３３３４ 0765-56-7119 毎　週

3

受付事務 59歳以下 パート労働者

松本眼科医院  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市釈迦堂１－１１－５ 0765-23-1200 その他

2

販売スタッフ 不問 パート労働者

セブンイレブン　黒部沓掛店  黒部市 他
3人

富山県黒部市沓掛３３３４ 0765-56-7119 毎　週

1

一般事務 59歳以下 パート労働者

株式会社　ホクペレ  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市田家新６０８ 0765-52-3455 毎　週

57

造園エ（経験者） 不問 正社員以外

有限会社　中田造園  黒部市 日他
2人

富山県黒部市前沢１５７８ 0765-52-0681 その他

56

作業員 不問 正社員以外

公益財団法人　魚津市体育協会  魚津市 火日他
1人

富山県魚津市北鬼江２８９８－３ 0765-23-9800 毎　週

55

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
3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

49

一般事務 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中山建設　株式会社

3人
富山県魚津市天神野新７４２

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳１９６
６

0765-72-0510 その他

52

製造事務 不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　ライフワーク北陸

090-3888-
0014

毎　週

51

一般事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　杉本工業所  魚津市 日他

50

自動車の整備、清掃、商品の管理 59歳以下 正社員

三井自動車　株式会社  魚津市 日祝他

 黒部市 土日他
1人

富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週

1人
富山県魚津市大光寺１１６５－１ 0765-24-3355 その他

1人
高知県高知市さえんば町１－２１
四国総合ビル５Ｆ

0120-476-770 その他

052-203-5115 その他

54

販売スタッフ（スタジオマリオ／
ＭドンキホーテＵＮＹ魚津）

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

（株）キタムラ  魚津市 他

53

料金収受員（トール職社員）
（請）／黒部市

18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

中日本エクストール名古屋　株式
会社

 黒部市 他
1人

愛知県名古屋市中区錦１－１９－
２４　名古屋第１ビル６Ｆ
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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　　６月　２０日　～　６月　２４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 障害者福祉事業
(1)6時30分～9時30分 880円～880円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)14時30分～19時00分 2人 労災
実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 118人

16040- 3383921
7人 理容業

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）
又は10時00分～18時00分 月額　20,000円まで 29人

年2回（前年度実績）30,000円～50,000円 16040- 3385021
6人 理容業

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10時00分～18時00分 月額　20,000円まで 29人

年1回（前年度実績）30,000円～50,000円 16040- 3387821
4人 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)9時00分～14時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～15時00分 4人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～18時00分 月額　30,000円まで 8,401人

39010-14422421
40人 家具・建具・畳小売業

(1)8時00分～12時00分 1,070円～1,600円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時00分～16時00分 30人 労災

(3)16時00分～20時00分 実費支給（上限あり）
又は10時00分～18時00分 月額　2,000円まで 11,000人

40060-12889821
2人 建物サービス業

(1)6時00分～9時30分 900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 24,171人

16010-13338821
2人 建物サービス業

(1)6時30分～9時30分 900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 24,171人

16010-13339221
9人 建物サービス業

(1)5時30分～8時30分 880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)9時00分～14時00分 3人 雇用・労災

(3)15時00分～20時00分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 578人

16010-13307421
180人 病院

(1)9時00分～16時00分 2,000円～2,200円
雇用期間の定めなし 135人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は9時00分～12時00分 月額　20,000円まで 180人

16040- 3362221
45人 他に分類されない卸売業

(1)12時00分～17時00分 950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）
月額　50,000円まで 200人

16040- 3351021
56人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

950円～1,100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・財形

実費支給（上限あり）
又は8時10分～17時20分 月額　25,000円まで 56人

年2回（前年度実績） 16040- 3355521
90人 各種食料品小売業

(1)17時00分～0時00分 930円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)21時00分～0時00分 45人 労災

(3)20時00分～0時00分 実費支給（上限なし）
9,432人

年2回（前年度実績） 16040- 3357321
16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)5時00分～9時00分 1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)9時00分～17時00分 6人 雇用・労災・健康・厚生

(3)17時00分～22時00分 実費支給（上限あり）
又は22時00分～5時00分 日額　500円まで 40,714人

12020- 6099521
25人 その他の飲食店

1,050円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 13人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～8時59分の 月額　5,000円まで 8,235人

13040-67610621
123人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時15分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし 96人 労災

実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 1,000人

16040- 3343021
24人 その他の物品賃貸業

(1)22時45分～0時15分 1,200円～1,200円
雇用期間の定めなし 15人 労災

なし
90人

18010-12264121

23

閉店清掃（パチンコＵＳＡ魚津
店）

18歳以上 パート労働者

株式会社　アバスライン  魚津市 他
6人

福井県福井市和田中２丁目１９３
１ 

0776-43-0671 毎　週

22

介護サポーター 59歳以下 パート労働者

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
2人

富山県下新川郡入善町小杉６４番
地

0765-78-2500 その他

21

接客・調理／黒部田家店 不問 パート労働者

株式会社　なか卯  黒部市 他
1人

東京都港区港南２－１８－１
ＪＲ品川イ－ス卜ビル５Ｆ

0120-129-073 毎　週

20

コンビニエンスストアスタッフ
（越中境ＰＡ（上り））

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

山崎製パン株式会社 
デイリーヤマザキ事業統括本部

 下新川郡朝
日町

他
4人

千葉県市川市市川１－９－２　サ
ンプラザ３５ビル

047-323-0106 毎　週

19

夜間責任者 18歳以上 パート労働者

株式会社　原信　魚津店  魚津市 他
1人

富山県魚津市江口３９ 0765-25-1515 毎　週

18

アルミサッシの組立業務 不問 パート労働者
変形（1
年単位）

株式会社　アイザック・ユー  魚津市 日祝
1人

富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-22-0939 その他

17

温泉卵製造ラインでの卵の選別・
包装作業員

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

16

薬剤師 69歳以下 パート労働者

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 土日祝他
1人

富山県黒部市荻生８２１ 0765-54-5400 毎　週

15

配膳・食器洗浄【黒部市ふれあい
交流館】

不問 パート労働者

株式会社　バロン  黒部市 他
3人

富山県富山市北代５２９８ 076-434-1881 毎　週

14

スーパーの開店前清掃（大阪屋
ショップ黒部メルシー店）

不問 パート労働者

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 黒部市 他
2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

13

スーパーの開店前清掃（大阪屋
ショップサンプラザ店）

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
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

12

販売・店舗作業／富山県　黒部市 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ナフコ  黒部市 他
15人

福岡県北九州市小倉北区魚町２－
６－１０　 

093-521-5155 毎　週

11

【短期】販売スタッフ（マリオＭ
ドンキホーテＵＮＹ魚津店）

不問 パート労働者

（株）キタムラ  魚津市 他
1人

高知県高知市さえんば町１－２１
四国総合ビル５Ｆ

0120-476-770 毎　週

10

美容師 不問 パート労働者

株式会社　モリ美容院  黒部市 月他
2人

富山県黒部市三日市３５０８ 0765-54-0755 毎　週

9

美容師 不問 パート労働者

株式会社　モリ美容院  黒部市 月他
2人

富山県黒部市三日市３５０８ 0765-54-0755 毎　週

8

世話人（上原の家） 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
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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　　６月　２０日　～　６月　２４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。

24人 その他の物品賃貸業
(1)22時45分～0時15分 1,333円～1,333円

雇用期間の定めなし 15人 労災
なし

90人
18010-12283721

24人 その他の物品賃貸業
(1)11時00分～16時00分 900円～1,000円

雇用期間の定めなし (2)16時00分～21時00分 15人 労災
なし

90人
18010-12296321

25

清掃（パチンコＵＳＡ黒部店） 不問 パート労働者

株式会社　アバスライン  黒部市 他
2人

福井県福井市和田中２丁目１９３
１ 

0776-43-0671 その他

24

閉店清掃（パチンコＵＳＡ黒部
店）

18歳以上 パート労働者

株式会社　アバスライン  黒部市 他
5人

福井県福井市和田中２丁目１９３
１ 

0776-43-0671 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   　  ７月６日（水） 午前９時３０分～午後３時３０分

  　  ７月２０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       ７月１３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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