
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 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

190,000円～210,000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（上限なし）
又は22時00分～9時00分 45,183人

年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 13040-21744222
16人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

190,000円～210,000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）
又は22時00分～9時00分 45,183人

年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 13040-21751322
0人 労働者派遣業

(1)8時00分～16時45分 210,000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　13,000円まで 50人
年2回（前年度実績）120,000円～ 16010-22241221

44人 都道府県機関
(1)8時30分～17時15分 171,700円～182,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～9時15分 34人 公災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 15,384人
年2回（前年度実績） 16010-22138521

44人 都道府県機関
(1)8時30分～17時15分 171,700円～182,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～9時15分 43人 公災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 15,384人
年2回（前年度実績） 16010-22140921

73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 165,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 21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 73人
年2回（前年度実績） 16040- 5716121

6人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)7時00分～16時00分 300,000円～380,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

なし
6人

年2回（前年度実績） 16040- 5717021
33人 水産食料品製造業

(1)8時00分～17時00分 170,000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（上限なし）
33人

年2回（前年度実績） 16040- 5718721
2人 建物サービス業

(1)8時00分～16時45分 149,580円～149,580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　18,000円まで 91人

16040- 5720421
24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- 5707921
13人 有機化学工業製品製造業

(1)17時00分～2時05分 210,000円～210,000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 49人
年2回（前年度実績） 16040- 5708121

12人 一般土木建築工事業
(1)7時30分～17時00分 180,000円～360,000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- 5712421

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 15010-37428521

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 3,508人
年2回（前年度実績） 16010-22110221

89人 都道府県機関
(1)8時30分～17時15分 150,600円～182,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 25人 公災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 15,384人
年2回（前年度実績） 16010-21921721

44人 都道府県機関
(1)8時30分～17時15分 150,600円～182,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時45分～9時30分 34人 公災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 15,384人
年2回（前年度実績） 16010-21965521

 黒部市 他
1人

富山県富山市新総曲輪１－７ 076-431-4111 その他

1人
富山県富山市新総曲輪１－７ 076-431-4111 毎　週

16

保育士又は福祉指導員又は心理
（産育休代替職員・黒部学園）

不問 正社員以外
交替制あ
り

富山県庁

076-451-9191 毎　週

15

林業（産育休代替職員・新川農林
振興センター）

不問 正社員以外

富山県庁  魚津市 土日祝

14

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
2人

富山県富山市問屋町１丁目９番２
４号

 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入膳１９６
６

0765-72-0510 その他

13

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

0765-52-3455 その他

12

建築・土木施工管理　♪作業動画
公開中♪

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中山建設　株式会社  下新川郡入
善町

日他

11

押出機オペレーター 18歳～44歳 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ホクペレ  黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市田家新６０８

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市大光寺１１６５－１ 0765-24-3355 毎　週

1人
富山県黒部市荒俣１８８２番地１ 0765-56-9730 毎　週

10

一般事務 59歳以下 正社員

株式会社　杉本工業所

0765-24-6666 その他

9

清掃作業 不問 正社員以外

黒部クリーンアンドグリーンサー
ビス　株式会社（ＹＫＫグルー

 黒部市 土日他

8

事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　尾崎商会（尾崎かまぼ
こ館）

 魚津市 他
2人

富山県魚津市友道１１５３－１

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町下飯野７３
６－１０

0765-72-1475 毎　週

2人
富山県下新川郡朝日町月山８７ 0765-83-2682 その他

7

土木作業員 不問 正社員

堰下建設　株式会社

076-431-4111 毎　週

6

組立作業員 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　渡辺功機  下新川郡朝
日町

日他

5

任期付職員（福祉指導員） 不問 正社員以外
交替制あ
り

富山県庁 黒部市　他 他

18歳以上 正社員以外

株式会社　すき家  黒部市 他

7人
富山県富山市新総曲輪１－７

黒部市　他 他
3人

富山県富山市新総曲輪１－７ 076-431-4111 毎　週

1人
富山県富山市黒瀬２８５ 076-461-6670 毎　週

03-6833-5064 毎　週

【先週１週間　　１０月　１７日～１０月　２１日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

任期付職員（保育士） 不問 正社員以外
交替制あ
り

富山県庁

03-6833-5064 毎　週

3

加工、検査、梱包 59歳以下 無期雇用派遣労働者

株式会社　オレンジライン　Ｅス
タッフ

 下新川郡入
善町

土日他

2

接客・調理／８号黒部店

1

接客・調理／魚津本江店 18歳以上 正社員以外

株式会社　すき家

2人
東京都港区港南二丁目１８番１号
ＪＲ品川イーストビル５階

 魚津市 他
2人

東京都港区港南二丁目１８番１号
ＪＲ品川イーストビル５階

℡ 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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（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。

9人 その他の専門サービス業
(1)8時00分～17時00分 250,000円～300,000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）

又は8時00分～20時00分 月額　16,100円まで 177人
年2回（前年度実績） 16010-21980221

47人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～16時45分 150,000円～220,000円

雇用期間の定めなし 12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 121人
年2回（前年度実績） 16040- 5697721

2人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 173,000円～177,000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）

又は9時30分～18時30分 月額　8,000円まで 48人
年1回（前年度実績） 16040- 5698821

7人 セメント・同製品製造業
(1)7時45分～16時45分 180,000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） 厚生
月額　9,000円まで 7人
年2回（前年度実績）150,000円～300,000円 16040- 5701821

20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 215,000円～350,000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　20,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16040- 5703521

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- 5704421

6人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～380,000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　5,000円まで 6人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040- 5683421

6人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～380,000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　5,000円まで 6人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040- 5684321

6人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～380,000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　5,000円まで 6人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040- 5685621

18人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 210,000円～210,000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（上限なし）
34人

年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 5687121
12人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 204,480円～221,520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　5,000円まで 12人

16040- 5689721
12人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 187,440円～221,520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　5,000円まで 12人
年2回（前年度実績） 16040- 5690521

41人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 205,000円～371,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし） 拠出

42人
年3回（前年度実績） 16040- 5691421

54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30分～17時00分 170,000円～190,000円
雇用期間の定めなし (2)8時10分～17時20分 18人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　30,000円まで 56人
年2回（前年度実績） 16040- 5693621

54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30分～17時20分 170,000円～190,000円
雇用期間の定めなし 18人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　30,000円まで 56人
年2回（前年度実績） 16040- 5694921

85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 158,000円～178,000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）
110人

年2回（前年度実績） 16040- 5696021
0765-24-1197 毎　週

32

製造業（ビス袋作成） 59歳以下 正社員

カトーインダストリー　株式会社  黒部市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉島３８６－１

 魚津市 日祝
1人

富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-22-0939 その他

1人
富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-22-0939 その他

31

アルミサッシの配達、運搬業務 61歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　アイザック・ユー

0765-22-0016 毎　週

30

アルミサッシの組立業務 61歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　アイザック・ユー  魚津市 日祝

29

住宅リフォームの営業職 59歳以下 正社員

株式会社　関口組  魚津市 水木他
1人

富山県魚津市港町７－８

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市植木１９４－２ 0765-52-2121 毎　週

1人
富山県黒部市植木１９４－２ 0765-52-2121 毎　週

28

生活相談員 69歳以下 正社員

特定非営利活動法人　三樹福寿会

0765-52-5558 毎　週

27

機能訓練士 69歳以下 正社員

特定非営利活動法人　三樹福寿会  黒部市 日他

26

一般事務 64歳以下 正社員

寿運送　有限会社　富山営業所  黒部市 土日他
1人

富山県黒部市若栗２６１番地

 魚津市 土日祝他
2人

富山県魚津市袋１７５ 0765-22-6990 毎　週

2人
富山県魚津市袋１７５ 0765-22-6990 毎　週

25

解体作業員 59歳以下 正社員

株式会社　ライフシステム

0765-22-6990 毎　週

24

土木作業員 59歳以下 正社員

株式会社　ライフシステム  魚津市 土日祝他

23

配管工・現場管理 59歳以下 正社員

株式会社　ライフシステム  魚津市 土日祝他
3人

富山県魚津市袋１７５

 魚津市 他
1人

富山県魚津市吉島３８２０－４５ 0765-55-5132 毎　週

1人
富山県魚津市本新町２９番１１号 0765-24-9116 その他

22

清掃員 不問 正社員

株式会社エムズサービス

0765-52-0495 その他

21

◇左官◇ 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

20

一般事務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

黒部生コンクリート工業　株式会
社

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市田家新９６９

 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
富山県黒部市沓掛３２５９ 0765-52-0888 毎　週

19

総務・事務管理 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

076-444-0035 毎　週

18

検査・仕上 35歳以下 正社員

カナヤママシナリー　株式会社  黒部市 日他

17

【正社員】調理師（道の駅ＫＯＫ
Ｏくろべフードコート）

62歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

 黒部市 他
1人

富山県富山市湊入船町３番３０号

2／5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　　１０月　１７日～１０月　２１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 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） 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
2,200人

23020-65548221
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～ 13040-18120822

3人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)9時00分～18時00分 186,000円～360,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
24人

年2回（前年度実績） 15010-36972021
3人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)9時00分～18時00分 186,000円～360,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
24人

年2回（前年度実績） 15010-36976521
3人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)9時00分～18時00分 186,000円～360,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
24人

年2回（前年度実績） 15010-36977421
27人 その他の飲食料品小売業

(1)7時30分～16時30分 160,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 25人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 15,334人
年2回（前年度実績） 16010-21881021

24人 その他の飲食料品小売業
(1)7時30分～16時30分 160,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 22人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 15,334人
年2回（前年度実績） 16010-21885521

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 16010-21899021

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 16010-21900321

375人 病院
(1)8時15分～17時00分 194,300円～476,700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- 5670021

93人 病院
(1)8時30分～17時15分 155,000円～165,000円

雇用期間の定めなし (2)16時30分～9時00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- 5672821

502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 182,047円～194,602円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時20分～1時00分 113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　21,600円まで 14,000人

16040- 5673221
375人 病院

(1)8時15分～17時00分 245,600円～245,600円
雇用期間の定めなし (2)15時30分～0時15分 278人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時00分～8時15分 実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで
年2回（前年度実績） 16040- 5675421

85人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)15時00分～0時00分 170,000円～200,000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）
又は8時00分～17時00分 110人

年2回（前年度実績） 16040- 5676321
85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 160,000円～180,000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）
110人

年2回（前年度実績） 16040- 5678921
123人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時15分 179,000円～249,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 96人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)13時15分～17時15分 実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 280人
年2回（前年度実績） 16040- 5680821

1人
富山県下新川郡入善町小杉　６４ 0765-78-2500 その他

0765-24-1197 毎　週

48

支援相談員 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人健康長寿会　入善老人保
健施設　こぶしの庭

 下新川郡入
善町

他

47

製造職（アルミ製ドア加工組立） 59歳以下 正社員

カトーインダストリー　株式会社  黒部市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉島３８６－１

 黒部市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉島３８６－１ 0765-24-1197 毎　週

1人
富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週

46

製造業（製品梱包） 59歳以下 正社員

カトーインダストリー　株式会社

0765-54-8571 その他

45

看護師 18歳～59歳 正社員
交替制あ
り

独立行政法人　労働者健康安全機
構　富山労災病院

 魚津市 他

44

建材商品の製造及び関連業務 18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

ＹＫＫ　ＡＰ株式会社  黒部市 日他
4人

富山県黒部市吉田２００

黒部市 他
2人

富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 その他

1人
富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週

43

介護・看護助手 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

076-411-0124 その他

42

薬剤師 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

 魚津市 土日祝他

41

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
5人

富山県富山市一本木１３８番地

魚津市　他 他
5人

富山県富山市一本木１３８番地 076-411-0124 その他

1人
富山県富山市千歳町１－６－１８
河口ビル別館３Ｆ

076-444-0633 毎　週

40

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

076-444-0633 毎　週

39

調理社員（魚津市学校給食セン
ター）

59歳以下 正社員

株式会社　東洋食品　北陸事業部  魚津市 土日祝他

38

調理社員（黒部市学校給食セン
ター）

59歳以下 正社員

株式会社　東洋食品　北陸事業部  黒部市 土日祝他
1人

富山県富山市千歳町１－６－１８
河口ビル別館３Ｆ

魚津市　他 土日祝他
2人

新潟県新潟市中央区米山４丁目１
－３１　紫竹総合ビル１階

025-240-7788 毎　週

2人
新潟県新潟市中央区米山４丁目１
－３１　紫竹総合ビル１階

025-240-7788 毎　週

37

オープン系システム開発技術者
（富山県内）

59歳以下 正社員

株式会社　大藤エンジニアリング

025-240-7788 毎　週

36

ネットワーク、インフラ技術者
（富山県内）

59歳以下 正社員

株式会社　大藤エンジニアリング 魚津市　他 土日祝他

35

組込系システムエンジニア　（富
山県内）

59歳以下 正社員

株式会社　大藤エンジニアリング 魚津市　他 土日祝他
2人

新潟県新潟市中央区米山４丁目１
－３１　紫竹総合ビル１階

 魚津市 他
1人

東京都港区港南２－１６－１ 03-6718-9241 その他

1人
愛知県名古屋市中区錦１－１９－
２４　名古屋第１ビル６Ｆ

052-203-5115 その他

34

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

33

料金収受員（トール職社員）
（請）／下新川郡朝日町

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

 下新川郡朝
日町

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　　１０月　１７日～１０月　２１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。

123人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 206,000円～256,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 96人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)13時15分～17時15分 実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 280人
年2回（前年度実績） 16040- 5681221

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）
月額　35,000円まで 280人
年2回（前年度実績） 16040- 5682521

72人 すし店
950円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 45人 労災
実費支給（上限あり）

又は9時00分～0時00分の 月額　15,000円まで 35,157人
13040-21430122

12人 経済団体
910円～980円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 11人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は9時00分～19時15分 月額　8,000円まで 23人
16040- 5714621

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- 5715921
6人 その他の道路旅客運送業

(1)20時00分～3時00分 1,100円～1,100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- 5719821
14人 学術・文化団体

(1)18時30分～22時30分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 8人 労災

実費支給（上限あり）
月額　34,750円まで 20人

16040- 5721321
21人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)10時00分～17時00分 908円～908円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～22時00分 10人 労災

(3)22時00分～23時30分 実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 97,949人

13170-29597921
12人 食料・飲料卸売業

(1)9時00分～15時00分 910円～910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- 5706621
0人 建築リフォーム工事業

950円～1,000円
雇用期間の定めなし 0人 その他

なし
又は8時00分～17時00分 0人

16040- 5710221
10人 老人福祉・介護事業

(1)10時00分～15時30分 910円～910円
雇用期間の定めなし 10人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～15時30分 月額　7,000円まで 81人

年2回（前年度実績）5,000円～30,000円 16040- 5713321
9人 他に分類されない非営利的団体

910円～930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～15時00分 9人

16040- 5699221
8人 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業

(1)8時00分～12時00分 910円～910円
雇用期間の定めなし 8人 労災

なし
8人

16040- 5700721
40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10分～15時00分 930円～1,100円
雇用期間の定めなし 20人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は6時20分～17時00分 月額　10,000円まで 40人

16040- 5702221
3人 建物サービス業

(1)7時00分～16時00分 1,000円～1,500円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 3人

16040- 5705321
56人 その他の専門サービス業

(1)17時00分～8時30分 1,010円～1,060円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)0時00分～6時00分 52人 雇用・労災

(3)18時00分～21時00分 実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 88,000人

16020-13030521

0765-78-2500 その他

50

介護職 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人健康長寿会　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

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町小杉　６４ 0765-78-2500 その他

49

介護支援専門員 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人健康長寿会　入善老人保
健施設　こぶしの庭

1

フロア・キッチン・切り付け（黒
部店）

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　はま寿司  黒部市 他
1人

東京都港区港南２ー１８－１ 
ＪＲ品川イーストビル

0120-314-520 毎　週

2

観光業務全般 不問 パート労働者

一般社団法人　黒部・宇奈月温泉
観光局

 黒部市 他
1人

富山県黒部市若栗３２１２－１ 0765-57-2850 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

4

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

5

受付及び事務補助【遅番】 不問 パート労働者

公益財団法人　黒部市国際文化セ
ンター

 黒部市
水木金土
他

1人
富山県黒部市三日市２０ 0765-57-1201 毎　週

6

接客（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

7

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

8

不動産アシスタント 不問 パート労働者

有限会社　横川建興  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４７９
９－５

0765-72-0373 毎　週

9

調理／黒部市 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

 黒部市
水木土日
祝他

1人
富山県魚津市吉島１１１８－１ 0765-24-0315 毎　週

10

事務 不問 パート労働者

特定非営利活動法人　黒部まちづ
くり協議会

 黒部市
月土日祝
他

1人
富山県黒部市新牧野２２０ 0765-56-9687 毎　週

11

ゴム加工・検査 不問 パート労働者

有限会社　幸建興工業（ＳＫＫ）  黒部市 土日他
1人

富山県黒部市中新９９ 0765-54-2558 毎　週

12

住宅用アルミサッシ製品製造 64歳以下 パート労働者

有限会社　米澤建材  黒部市 土日祝他
2人

富山県下新川郡入善町入膳３０９
８

0765-72-0187 毎　週

13

清掃員 不問 パート労働者

株式会社エムズサービス  魚津市 他
1人

富山県魚津市吉島３８２０－４５ 0765-55-5132 毎　週

14

医療事務（夜間休日受付）【黒部
市民病院】

18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　ニチイ学館　高岡支店  黒部市 他
1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
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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　　１０月　１７日～１０月　２１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。

1人 建物サービス業
(1)7時00分～16時00分 908円～908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）
月額　4,000円まで 140人

17080- 8563721
4人 建物サービス業

(1)8時00分～12時00分 910円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 578人

16010-21911121
9人 その他の専門サービス業

(1)11時00分～15時00分 1,300円～1,300円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～20時00分 7人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～20時00分 月額　16,100円まで 177人

16010-21972221
11人 各種食料品小売業

(1)9時00分～16時00分 910円～910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）
又は17時00分～21時00分 159人

年2回（前年度実績）5,000円～ 16010-21858021
13人 建物サービス業

(1)10時00分～13時00分 950円～950円
雇用期間の定めなし 13人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 1,900人

16010-21896621
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

16010-21901621
58人 一般乗用旅客自動車運送業

(1)19時00分～0時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 11人 労災

実費支給（上限あり）
月額　11,300円まで 58人

16040- 5686921
6人 水産食料品製造業

(1)9時00分～12時00分 950円～950円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～12時30分 4人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 6人

16040- 5695121
375人 病院

(1)8時15分～16時45分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 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）0円～88,000円 16040- 5671721

15人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)8時00分～15時00分 930円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)12時00分～18時00分 10人 労災

(3)18時00分～1時00分 なし
14,000人

年2回（前年度実績）16,500円～23,000円 16040- 5674521
123人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時15分 916円～1,016円
雇用期間の定めなし 96人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時15分 月額　35,000円まで 280人

16040- 5679121
5人 他に分類されない生活関連サービス業

(1)8時30分～14時15分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～14時45分 5人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
16,213人

16020-12921821
65人 その他の専門サービス業

(1)8時15分～17時00分 980円～980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- 8515521

15

常駐警備（魚津合同庁舎） 18歳以上 パート労働者

武田商事　株式会社  魚津市 土日祝他
1人

石川県野々市市堀内３－４０ 076-248-6601 毎　週

16

清掃スタッフ（１日４時間、週３
日程）【黒部宇奈月温泉駅】

不問 パート労働者

株式会社　バロン  黒部市 他
1人

富山県富山市北代５２９８ 076-434-1881 毎　週

17

調理師（道の駅ＫＯＫＯくろべ
フードコート）

62歳以下 パート労働者

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

 黒部市 他
1人

富山県富山市湊入船町３番３０号 076-444-0035 毎　週

18

販売スタッフ 不問 パート労働者

株式会社　マルチョウ神戸屋 魚津市　他 土日祝他
3人

富山県富山市東岩瀬町３１５番地 076-438-0870 毎　週

19

一般清掃（アパホテル魚津駅前）
＃ロビー周り等のおそうじ

69歳以下 パート労働者

アルコット　株式会社  魚津市 他
2人

富山県富山市二口町３丁目５番地
－５

076-421-9330 毎　週

20

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

21

夜勤タクシー運転手（パートタイ
ム）

69歳以下 パート労働者

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 毎　週

22

蒲鉾の包装作業 不問 パート労働者

有限会社　中村蒲鉾  魚津市 土日
1人

富山県魚津市本町２丁目１４－９ 0765-22-0730 毎　週

23

看護補助者 不問 パート労働者

独立行政法人　労働者健康安全機
構　富山労災病院

 魚津市 土日祝他
2人

富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週

24

接客 18歳以上 パート労働者

株式会社　ジョイフル　富山魚津
店

 魚津市 他
5人

富山県魚津市吉島１１００－１ 0765-24-2303 毎　週

25

介護サポーター 59歳以下 パート労働者

医療法人健康長寿会　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 0765-78-2500 その他

26

調理補助スタッフ【青島保育園】 不問 パート労働者

株式会社メフォス北陸事業部　富
山支店

 魚津市 土日祝他
1人

富山県高岡市下関町４－５　北陸
読売会館７階

0766-26-6021 毎　週

27

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

5／5ページ


