
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

6人 自動車卸売業
(1)9時00分～17時40分 162,392円～243,588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
なし

44人
16010-19944121

9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 142,662円～153,400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） 拠出
月額　5,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040- 5122421

12人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 331,000円～397,000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 12人
年2回（前年度実績）50,000円～250,000円 16040- 5123321

71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 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- 5124621

104人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 162,300円～190,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 76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　22,500円まで 132人
年2回（前年度実績） 16040- 5126121

4人 警備業
(1)23時30分～6時30分 150,500円～150,500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
一定額
日額　300円まで 299人

16040- 5127021
1人 美容業

(1)8時30分～17時00分 200,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災

一定額
月額　3,000円まで 1人
年2回（前年度実績）0円～150,000円 16040- 5129821

8人 歯科診療所
(1)8時40分～19時10分 160,000円～190,000円

雇用期間の定めなし (2)8時40分～14時40分 7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 8人
年2回（前年度実績）0円～850,000円 16040- 5130421

14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 157,248円～181,440円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～18時00分 12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　30,000円まで 18,072人
年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010-23523521

4人 医薬品・化粧品小売業
180,000円～200,000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）
又は8時30分～18時30分 7,320人

年2回（前年度実績） 21030-12485121
9人 病院

(1)8時15分～18時15分 220,000円～280,000円
雇用期間の定めなし (2)8時15分～12時15分 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 386人
年2回（前年度実績） 16010-19935921

27人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 195,000円～252,000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 27人
年2回（前年度実績）50,000円～275,000円 16040- 5112221

7人 建築材料卸売業
(1)8時00分～17時00分 220,000円～320,000円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

なし
7人

年2回（前年度実績）0円～220,000円 16040- 5113521
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 170,000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- 5117921
306人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

(1)8時30分～17時30分 220,000円～250,000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）
月額　50,000円まで 338人
年3回（前年度実績） 16040- 5118121

0人 障害者福祉事業
(1)9時00分～18時00分 170,000円～170,000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　21,000円まで 185人
年2回（前年度実績） 17010-23450421

 魚津市 土日他
1人

石川県金沢市福久１丁目１０６番 
うちくる金沢福久内

076-461-7765 毎　週

2人
富山県黒部市前沢４３７１ 0765-52-3131 その他

16

正社員／施設支援スタッフ（うち
くる魚津労災病院前）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社うちくるアシスト

0765-24-0962 その他

15

品質保証・品質管理職 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　トヨックス  黒部市 日祝他

14

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
1人

富山県魚津市北中６９１－１

 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

0765-72-0233 その他

2人
富山県下新川郡入善町下飯野２１
８－１

0765-76-0380 その他

13

重機オペレーター 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　黒部川興材工業

076-428-1390 毎　週

12

倉庫業務 61歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北都高速運輸倉庫　黒
部

 下新川郡入
善町

日祝他

11

看護職員（外来のみ） 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　双星会  黒部市 水日祝他
3人

富山県富山市上二杉４２０－２

 黒部市 日祝他
1人

岐阜県多治見市高根町４丁目２９
番地

0572-27-3356 その他

1人
石川県金沢市本町２－１１－７
金沢フコク生命駅前ビル１０Ｆ

076-262-5900 その他

10

【富山県黒部市】調剤薬局事務
（Ｖ・ｄｒｕｇ黒部石田薬局）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

中部薬品　株式会社（Ｖ・ｄｒｕ
ｇ）

0765-24-5757 毎　週

9

調理補助（ちょうろく）富山県魚
津市石垣

不問 正社員以外
交替制あ
り

富士産業　株式会社  魚津市 他

8

歯科助手 不問 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　奥村歯科医院  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島１－３－１１

 黒部市 月火他
1人

富山県黒部市三日市３１２０ 0765-52-1710 毎　週

2人
富山県魚津市三ケ９６７番地７ 0765-23-9058 その他

7

アイリスト 不問 正社員

Ｆａｍｉｅｉｅ

0765-65-1180 その他

6

施設警備員 18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　トスネット北陸　魚津
営業所

 黒部市 他

5

介護員（特別養護老人ホーム） 61歳以下 正社員
交替制あ
り

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

69歳以下 正社員

有限会社　村宗  黒部市 土日他

1人
富山県黒部市宇奈月町下立３７

 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
富山県下新川郡入善町古黒部２４
８７

0765-74-2282 その他

076-420-7171 その他

【先週１週間　　９月　２０日～　９月　２２日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

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

0765-56-8184 毎　週

3

トラック運転手（大型長距離運転
手）

不問 正社員
変形（1
年単位）

タカシマ輸送　株式会社  下新川郡入
善町

他

2

部品のピッキング及び出荷作業
【黒部製造所】

1

タイヤの配送（魚津営業所） 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

ブリヂストンタイヤ　富山販売
株式会社

1人
富山県黒部市生地芦崎字下浦３３
２－１９

 魚津市 日祝他
1人

富山県富山市山王町４－５

℡ 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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113人 市町村機関
(1)8時30分～17時15分 168,900円～168,900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 51人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 345人
年2回（前年度実績） 16040- 5102721

104人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 157,300円～185,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 76人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　22,500円まで 132人
年2回（前年度実績） 16040- 5103821

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- 5104221

6人 その他の職別工事業
(1)8時00分～17時00分 230,000円～414,000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）50,000円～400,000円 16040- 5105521

2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 176,000円～308,000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　10,000円まで 2人
年2回（前年度実績） 16040- 5108621

2人 建築材料卸売業
(1)9時00分～18時00分 200,000円～347,071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）

63人
年2回（前年度実績）396,000円～660,000円 16040- 5109921

36人 行政機関
(1)10時45分～17時15分 908円～1,159円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時30分～17時00分 28人 雇用・公災・健康・厚生
(3)10時00分～16時30分 実費支給（上限あり）

月額　55,000円まで 68,479人
16040- 5120221

9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～15時00分 910円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～16時00分 4人 労災

実費支給（上限あり） 拠出
又は8時20分～17時00分 月額　5,000円まで 60人

年2回（前年度実績） 16040- 5121521
18人 建物サービス業

(1)8時00分～12時00分 930円～930円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 日額　400円まで 163人

年2回（前年度実績）5,000円～50,000円 16040- 5128721
34人 旅館，ホテル

(1)18時00分～23時00分 980円～1,100円
雇用期間の定めなし 15人 労災

実費支給（上限あり）
又は18時00分～23時00分 月額　15,000円まで 34人

16040- 5131321
34人 旅館，ホテル

(1)9時00分～13時30分 980円～1,100円
雇用期間の定めなし 15人 雇用・労災・財形

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 34人

16040- 5132621
34人 旅館，ホテル

(1)6時00分～10時00分 1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし 15人 労災・財形

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 34人

16040- 5133921
34人 旅館，ホテル

980円～1,100円
雇用期間の定めなし 15人 労災・財形

実費支給（上限あり）
又は9時00分～15時00分 月額　15,000円まで 34人

16040- 5134121
27人 一般貨物自動車運送業

950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）
又は8時30分～17時30分 月額　15,000円まで 27人

年2回（前年度実績）170,000円～180,000円 16040- 5111821
21人 一般診療所

(1)8時30分～16時00分 1,200円～1,400円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～11時00分 15人 労災

実費支給（上限なし）
21人

16040- 5114421
11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 950円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～14時30分 2人 雇用・労災

(3)9時00分～15時00分 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

16040- 5115321

 下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町目川２８０ 0765-74-6260 毎　週

1人
富山県黒部市生地９９１ 0765-54-2321 その他

22

営業職 59歳以下 正社員

チャネルオリジナル　株式会社
北陸営業所

0765-52-2896 その他

21

溶接工及び製缶工 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　ミナト製作所  黒部市 日祝他

20

シーリング工事工 39歳以下 正社員
変形（1
年単位）

岡田コーキング　株式会社  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市石田７７４－３

 黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市吉田７４５－３ 0765-56-7284 毎　週

1人
富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 毎　週

19

生活支援員 59歳以下 正社員

社会福祉法人　くろべ福祉会

0765-83-1100 毎　週

18

介護員（デイサービスセンター） 不問 正社員以外

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 土日他

17

事務補助 不問 正社員以外

朝日町役場  下新川郡朝
日町

土日祝他
2人

富山県下新川郡朝日町道下１１３
３

1

事務補佐員 不問 パート労働者

富山労働局  魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市神通本町１丁目５－
５　富山労働総合庁舎

076-432-2727 毎　週

2

部品のピッキング及び袋詰め及び
出荷作業【黒部製造所】

69歳以下 パート労働者

有限会社　村宗  黒部市 土日他
1人

富山県黒部市生地芦崎字下浦３３
２－１９

0765-56-8184 毎　週

3

日常清掃作業【サンリッツ入善工
場】

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

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

4

館内業務（寝具準備・食器洗浄） 59歳以下 パート労働者

有限会社　桃源　（ホテル桃源）  黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月温泉２２－１ 0765-62-1131 その他

5

浴場清掃業務 59歳以下 パート労働者

有限会社　桃源　（ホテル桃源）  黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月温泉２２－１ 0765-62-1131 その他

6

朝食スタッフ 59歳以下 パート労働者

有限会社　桃源　（ホテル桃源）  黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２２－１ 0765-62-1131 毎　週

7

館内業務（館内・客室清掃・食器
洗浄）

59歳以下 パート労働者

有限会社　桃源　（ホテル桃源）  黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２２－１ 0765-62-1131 その他

8

倉庫業務 不問 パート労働者

株式会社　北都高速運輸倉庫　黒
部

 下新川郡入
善町

土日祝他
2人

富山県下新川郡入善町下飯野２１
８－１

0765-76-0380 毎　週

9

バス運転手 不問 パート労働者

医療法人社団　岩井整形外科医院  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市堀高３５ 0765-52-5500 毎　週

10

フロア係【きときと寿し　黒部
店】

不問 パート労働者

アイデアン株式会社  黒部市 他
2人

富山県黒部市前沢１５５６－３ 0765-56-7174 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　　９月　２０日～　９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。

38人 その他の電気機械器具製造業

(1)10時00分～15時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 8人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時15分～17時00分 月額　30,000円まで 377人

16040- 5116621
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- 5119021
3人 警備業

(1)17時00分～1時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)1時00分～9時00分 0人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 65人

16010-19870921
2人 老人福祉・介護事業

(1)9時30分～14時00分 950円～1,150円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 雇用・労災

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）0円～20,000円 16010-19801421

5人 建物サービス業
(1)7時00分～10時00分 910円～910円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 労災
なし

2,198人
16010-19810621

56人 その他の保健衛生
(1)8時30分～16時30分 2,428円～2,428円

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

56人
16010-19824221

6人 農林水産金融業
(1)9時00分～16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　18,800円まで 610人

16010-19829921
2人 経済団体

(1)13時00分～17時00分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 75人
年2回（前年度実績）5,000円～ 16010-19849821

11

事務職 不問 パート労働者

高槻電器工業株式会社　富山工場
（設備製作工場）

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市小川寺４７０ 0765-31-7131 毎　週

12

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

13

大学内学生寮の施設警備 18歳以上 パート労働者
交替制あ
り

北陸交通整理　株式会社  魚津市 他
1人

富山県富山市一本木１３８番地 076-411-0124 毎　週

14

調理員（つくしの家黒部） 不問 パート労働者

株式会社　つくし工房  黒部市 土日他
1人

富山県富山市中沖１５０－３ 076-436-0911 毎　週

15

清掃（ＭＥＧＡドン・キホーテＵ
ＮＹ魚津店）※午前

不問 パート労働者

株式会社　アイビックス　富山支
店

 魚津市 他
1人

富山県富山市上袋７４２番地 076-420-2556 毎　週

16

看護師（正・准） 不問 パート労働者
交替制あ
り

公益財団法人　友愛健康医学セン
ター

 黒部市 土日祝他
2人

富山県富山市婦中町中名１５５４
－１７

076-466-5544 毎　週

17

金融事務（魚津支店） 不問 パート労働者

東日本信用漁業協同組合連合会
富山支店

 魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市舟橋北町４番１９号 076-441-3528 毎　週

18

処方せんの送信補助（あさひ総合
病院ファックスコーナー）

不問 パート労働者

公益社団法人　富山県薬剤師会  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県富山市堀２７番地２ 076-420-5450 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   　  １０月５日（水） 午前９時３０分～午後３時３０分

  　  １０月１９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       １０月１２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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