
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

47人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 156,000円～164,400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 56人
年2回（前年度実績） 16040- 5767121

16人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 195,500円～240,400円

雇用期間の定めなし 12人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

44人
年2回（前年度実績） 16040- 5768021

4人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)9時00分～18時00分 170,000円～200,000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）
35人

年2回（前年度実績） 16040- 5770521
40人 労働者派遣業

(1)8時20分～17時00分 200,000円～200,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時10分～0時50分 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 18,600人

16040- 5772321
40人 労働者派遣業

(1)6時30分～15時10分 200,000円～200,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)13時00分～21時40分 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 18,600人

16040- 5773621
40人 労働者派遣業

(1)6時30分～15時10分 200,000円～200,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)13時00分～21時40分 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)21時30分～6時40分 実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 18,600人

16040- 5774921
113人 病院

(1)8時30分～17時15分 215,200円～306,200円
雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　20,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5775121

113人 病院
(1)8時30分～17時15分 183,200円～215,200円

雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)6時30分～15時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5776021

113人 病院
(1)8時30分～17時15分 215,200円～306,200円

雇用期間の定めなし 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　20,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5777721

113人 病院
(1)17時00分～9時00分 205,000円～291,600円

雇用期間の定めなし 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　20,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5778821

113人 病院
(1)8時30分～17時15分 176,000円～262,300円

雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5779221

113人 病院
(1)8時30分～17時15分 176,000円～262,300円

雇用期間の定めなし 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5780621

40人 労働者派遣業
(1)8時30分～17時10分 200,000円～200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時10分～0時50分 3人 雇用・労災・健康・厚生
(3)0時10分～8時50分 実費支給（上限あり）

月額　15,000円まで 18,600人
16040- 5781921

113人 病院
(1)17時00分～9時00分 166,600円～249,800円

雇用期間の定めなし 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5782121

113人 病院
(1)8時30分～17時15分 183,200円～215,200円

雇用期間の定めなし 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5783021

113人 病院
(1)8時30分～17時15分 150,200円～199,600円

雇用期間の定めなし (2)6時30分～15時15分 73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） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5784721

 魚津市 他
3人

富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他

1人
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他

16

介護職・看護助手（日勤のみ） 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

0765-22-1567 その他

15

介護福祉士（日勤のみ） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他

14

夜勤専従准看護師 18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人

富山県魚津市大光寺２８７

 黒部市 日他
10人

富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 その他

2人
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他

13

製造職【ＹＫＫ（株）黒部事業
所】

18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

0765-22-1567 その他

12

准看護師（日勤） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他

11

准看護師（夜勤あり） 18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人

富山県魚津市大光寺２８７

 魚津市 他
2人

富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他

2人
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他

10

夜勤専従看護師 18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

0765-22-1567 その他

9

看護師（日勤） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 日他

8

介護福祉士（夜勤あり） 18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人

富山県魚津市大光寺２８７

 魚津市 他
2人

富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他

10人
富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 その他

7

看護師（夜勤有り） 18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

0765-54-2122 その他

6

製造職【ＹＫＫ（株）黒部事業
所】

18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 黒部市 日他

5

製造職【ＹＫＫ（株）黒部事業
所】

不問 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 黒部市 日他

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ささや木  下新川郡入
善町

他

10人
富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

 黒部市 日他
10人

富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 その他

1人
富山県魚津市北中６９１－１ 0765-24-0962 毎　週

0765-52-5752 その他

【先週１週間　　１０月　２４日　～　１０月　２８日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

製造職【ＹＫＫ（株）黒部事業
所】

18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

0765-32-3786 毎　週

3

販売 44歳以下 正社員

富山県鮭鱒漁業協同組合（ケイソ
ン冷蔵）

 魚津市 水他

2

看護職

1

トラック運転手（４ｔ） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

荻生運輸倉庫　株式会社

2人
富山県下新川郡入善町青島４０１
番地１

 黒部市 他
1人

富山県黒部市荻生５８８－１

℡ 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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◎ 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。

113人 病院
(1)8時30分～17時15分 150,200円～199,600円

雇用期間の定めなし 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5785821

7人 病院
(1)8時30分～17時15分 150,200円～199,600円

雇用期間の定めなし (2)15時00分～9時00分 5人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5786221

20人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 173,100円～226,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 16人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～9時00分 実費支給（上限なし）

44人
年2回（前年度実績） 16040- 5761221

45人 他に分類されない卸売業
(1)9時00分～16時00分 141,750円～141,750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- 5762521

40人 労働者派遣業
(1)8時00分～16時45分 184,000円～184,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 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 18,600人

16040- 5763421
4人 市町村機関

(1)8時30分～17時15分 172,700円～172,700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　31,600円まで 497人
年2回（前年度実績） 16040- 5765621

129人 病院
(1)8時45分～17時30分 170,000円～190,000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- 5753221

2人 機械設計業
(1)9時00分～17時30分 250,000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）
月額　30,000円まで 12人

16040- 5755421
14人 老人福祉・介護事業

(1)16時00分～10時00分 166,600円～169,300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）
又は7時00分～21時00分 月額　10,000円まで 15人

年2回（前年度実績） 16040- 5758921
12人 経済団体

(1)8時30分～17時15分 160,000円～185,000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）
月額　13,000円まで 12人
年2回（前年度実績） 16040- 5759121

21人 冠婚葬祭業
(1)8時00分～17時00分 221,000円～275,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～16時00分 11人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時00分～11時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 21人
年2回（前年度実績）30,000円～500,000円 16040- 5760821

6人 一般土木建築工事業
(1)7時30分～16時30分 172,000円～193,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～19時00分 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 76人
年3回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 5736821

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 (2)9時00分～19時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　7,200円まで 12人
年2回（前年度実績）30,000円～500,000円 16040- 5738521

5人 自動車小売業
(1)9時00分～18時00分 200,000円～500,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～19時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　7,200円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040- 5739421

6人 清涼飲料製造業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 6人
年2回（前年度実績）50,000円～ 16040- 5741121

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 150,000円～180,000円
雇用期間の定めなし 44人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 269人
年2回（前年度実績） 16040- 5743721

0765-52-1330 毎　週

32

建材部品の組立（ＹＫＫＡＰ
（株）越湖製造所）

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社  黒部市 土日他
1人

富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町上飯野２４
１－２

0765-72-4452 その他

3人
富山県魚津市天神野新７４２ 090-3888-

0014
毎　週

31

生産職 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

入善ウォーター　株式会社

090-3888-
0014

毎　週

30

自動車の整備、清掃、商品の管理 59歳以下 正社員

Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ株式会社

 魚津市 日祝他

29

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
3人

富山県魚津市天神野新７４２

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市新町１ 0765-52-1200 その他

6人
富山県下新川郡朝日町下山新２ 0765-83-2140 その他

28

石油スタンドでの店頭販売及び配
達

不問 正社員以外
変形（1
年単位）

桜井建設　株式会社

0765-22-1200 毎　週

27

葬祭業全般（セレモニースタッ
フ）

59歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　高松葬祭  下新川郡朝
日町

他

26

一般事務 30歳以下 正社員

魚津商工会議所  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市釈迦堂１－１２－１
８

 黒部市 他
1人

富山県黒部市立野１２９－１ 0765-32-5363 その他

1人
富山県魚津市新金屋１－１１ー７ 
レジデンス前田１階

0765-23-4050 毎　週

25

介護職（グループホーム／夜勤あ
り）

18歳～64歳 正社員
交替制あ
り

特定非営利活動法人　木ここち

0765-31-6200 毎　週

24

機械設計技術者、電気設計技術者 59歳以下 正社員

トーヨー技研株式会社　富山支店  魚津市 土日祝他

23

介護職（デイサービス） 59歳以下 正社員

医療法人　深川病院  魚津市 土日他
1人

富山県魚津市東尾崎３４８４－１

 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３２５
５番地

0765-72-1100 毎　週

10人
富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 その他

22

運転手 不問 正社員以外

入善町役場

0765-54-1162 その他

21

製造職【ＹＫＫ（株）黒部事業
所】

不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 黒部市 日他

20

現場事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

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

 下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町青島４０１
番地１

0765-32-3786 その他

2人
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他

19

介護職 64歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　ささや木

0765-22-1567 その他

18

介護職（夜勤有り） 18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他

17

介護職員（日勤のみ） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
1人

富山県魚津市大光寺２８７
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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　２４日　～　１０月　２８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。

19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 180,000円～300,000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）
49人

年2回（前年度実績） 16040- 5745221
18人 他に分類されない卸売業

(1)4時30分～12時00分 245,000円～255,000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） 給付
月額　5,000円まで 18人
年2回（前年度実績） 16040- 5747421

8人 歯科診療所
(1)8時40分～18時40分 210,000円～260,000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）600,000円～900,000円 16040- 5751721

19人 金属素形材製品製造業
(1)8時20分～17時00分 141,400円～171,700円

雇用期間の定めなし 13人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 19人
年2回（前年度実績）60,000円～300,000円 16040- 5723921

19人 金属素形材製品製造業
(1)8時20分～17時00分 161,600円～197,960円

雇用期間の定めなし 13人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 19人
年2回（前年度実績）60,000円～300,000円 16040- 5724121

21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～16時40分 144,000円～144,000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　8,000円まで 76人
年2回（前年度実績） 16040- 5728221

393人 自動車・同附属品製造業
(1)8時00分～17時00分 195,840円～228,480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
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 393人
年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040- 5729521

4人 一般診療所
(1)8時00分～17時00分 210,000円～240,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時00分～15時00分 実費支給（上限あり）

月額　15,000円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040- 5730321

4人 一般診療所
(1)8時00分～17時00分 160,000円～185,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時00分～15時30分 実費支給（上限あり）

月額　15,000円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040- 5731621

6人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～16時30分 264,000円～308,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
なし

6人
年2回（前年度実績） 16040- 5733121

6人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～16時30分 220,000円～264,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
なし

6人
年2回（前年度実績） 16040- 5734021

29人 加工紙製造業
(1)8時30分～17時00分 158,000円～166,000円

雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 29人
年2回（前年度実績） 16040- 5735721

6人 建物サービス業
(1)8時15分～17時30分 181,000円～259,800円

雇用期間の定めなし (2)16時30分～0時30分 0人 雇用・労災・健康・厚生
(3)0時00分～8時30分 実費支給（上限あり）

月額　15,000円まで 24,161人
年2回（前年度実績） 16010-22399421

1人 労働者派遣業
(1)8時30分～17時30分 192,000円～192,000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（上限なし）

556人
16010-22431021

3人 労働者派遣業
(1)8時20分～17時20分 197,760円～197,760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（上限なし）

867人
16010-22344721

0人 労働者派遣業
(1)9時00分～18時00分 192,000円～192,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　12,000円まで 556人

16010-22300921

1人
富山県富山市下新町５－２３　イ
ンテック富山第三ビル

076-444-8789 毎　週

076-431-6611 その他

48

事務 不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　高志インテック
ヒューマ事業部

 魚津市 土日祝

47

＜未経験ＯＫ！＞ガラス器具の洗
浄や事務サポート業務

不問 有期雇用派遣労働者
変形
（1ヶ月

ＷＤＢ　株式会社　富山支店  魚津市 日祝他
1人

富山県富山市桜橋通り１－１８
北日本桜橋ビル７Ｆ

 黒部市 土日祝他
1人

富山県富山市下新町５－２３　イ
ンテック富山第三ビル

076-444-8789 毎　週

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

46

事務職 不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　高志インテック
ヒューマ事業部

0765-52-0532 その他

45

施設管理業務（富山労災病院） 59歳以下 正社員
交替制あ
り

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 魚津市 他

44

ダンボール製品の組立作業 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

黒部紙業　株式会社  黒部市 日他
1人

富山県黒部市石田１１６８－２１

 下新川郡朝
日町

日祝他
2人

富山県下新川郡朝日町荒川１３４
－１３

0765-82-1862 その他

1人
富山県下新川郡朝日町荒川１３４
－１３

0765-82-1862 その他

43

土木作業員 不問 正社員

有限会社　大建興業

0765-56-6938 その他

42

土木施工管理技士 不問 正社員

有限会社　大建興業  下新川郡朝
日町

日祝他

41

医療事務・受付事務 不問 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　しのざき小児科  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市三日市１０６２

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市三日市１０６２ 0765-56-6938 その他

1人
富山県下新川郡入善町入膳２４５
８

0765-72-5813 その他

40

看護業務 不問 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　しのざき小児科

0765-22-0393 毎　週

39

総務・人事スタッフ 不問 正社員以外

アイシン新和　株式会社  下新川郡入
善町

日他

38

作業員（検査・組立・バリ取り） 64歳以下 正社員

有限会社　辻口工業  魚津市 土日他
1人

富山県魚津市大海寺野５００８

 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

1人
富山県魚津市上村木１－２－１０
奥村ビル２Ｆ

0765-32-3466 毎　週

37

アルミ建材建具の組立・梱包 64歳以下 正社員

有限会社　奥村サッシ

0765-24-5757 毎　週

36

アルミ建材建具の組立 64歳以下 正社員

有限会社　奥村サッシ  黒部市 土日祝他

35

歯科衛生士 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

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市持光寺１８３ 0765-24-4848 その他

1人
富山県魚津市川縁５－７ 0765-22-3694 その他

34

鮮魚荷受け、鮮魚運搬　出荷業
務、水産加工

69歳以下 正社員

ヨ八魚問屋　株式会社

33

搬入・組立・施工業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　広浜  魚津市 日祝他
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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　２４日　～　１０月　２８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 老人福祉・介護事業
(1)8時15分～17時15分 170,000円～185,000円

雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 35人
年2回（前年度実績）200,000円～400,000円 16070- 3452521

12人 老人福祉・介護事業
(1)8時15分～17時15分 160,000円～165,000円

雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 35人
年2回（前年度実績）200,000円～400,000円 16070- 3454321

11人 建物サービス業
(1)8時15分～17時00分 908円～908円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時45分～16時30分 11人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 24,161人

16010-22554821
2人 建物サービス業

(1)8時00分～12時30分 930円～940円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～17時30分 2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　15,000円まで 24,161人

16010-22555221
129人 病院

(1)8時45分～17時30分 1,600円～1,600円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 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

16040- 5769721
4人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

930円～1,100円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
又は9時00分～18時00分 35人

年2回（前年度実績）30,000円～200,000円 16040- 5771421
4人 洗濯業

910円～910円
雇用期間の定めなし 4人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～12時00分 月額　3,000円まで 170人

16040- 5787521
4人 公認会計士事務所，税理士事務所

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～17時00分 月額　12,900円まで 4人

16040- 5788421
1人 建物サービス業

(1)8時30分～16時00分 908円～908円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時00分～17時00分 0人 労災

実費支給（上限あり）
月額　4,000円まで 140人

17080- 8698621
30人 酒類製造業

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 12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 30人

16040- 5737221
5人 自動車小売業

(1)8時00分～13時00分 1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～16時00分 2人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～15時00分 月額　7,200円まで 5人

16040- 5740921
6人 清涼飲料製造業

(1)8時00分～17時00分 1,000円～1,000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　20,000円まで 6人

16040- 5744821
26人 ガラス・同製品製造業

950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 22人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～17時00分 月額　3,000円まで 26人

16040- 5746521
3人 他に分類されない卸売業

(1)4時30分～7時30分 1,500円～1,500円
雇用期間の定めなし 0人 労災

なし
18人

年2回（前年度実績） 16040- 5748321
10人 建物サービス業

(1)8時00分～16時00分 1,000円～1,000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）
日額　400円まで 163人
年2回（前年度実績）30,000円～70,000円 16040- 5749621

15人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

1,050円～1,050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）
又は9時00分～23時00分 月額　50,000円まで 23,385人

13070-69557521

076-475-6876 毎　週

50

介護職（お達者くらぶ小摺戸） 69歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　お達者くらぶ  下新川郡入
善町

日他
1人

富山県滑川市中川原３５０－１番
地

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県滑川市中川原３５０－１番
地

076-475-6876 毎　週

49

看護師（お達者くらぶ小摺戸） 69歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　お達者くらぶ

1

受付案内他事務作業（富山労災病
院）

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 土日祝他
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

黒部市民病院電話交換業務 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

 黒部市 土日祝他
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

3

経理・総務事務 不問 パート労働者

医療法人　深川病院  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 毎　週

4

販売 不問 パート労働者

富山県鮭鱒漁業協同組合（ケイソ
ン冷蔵）

 魚津市 水他
1人

富山県魚津市北中６９１－１ 0765-24-0962 毎　週

5

清掃員（入善町） 不問 パート労働者

株式会社　富山第一ドライクリー
ニング

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県魚津市三ケ７３９－１ 0765-22-5252 毎　週

6

税理士業務補助（経験者） 64歳以下 パート労働者

大和幸弘税理士・社労士事務所  魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市上村木１ー６－５ 0765-22-7856 毎　週

7

駐車場整理業務（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
3人

石川県野々市市堀内３－４０ 076-248-6601 毎　週

8

酒造作業業務 不問 パート労働者

銀盤酒造　株式会社  黒部市 火木日他
1人

富山県黒部市荻生４８５３－３ 0765-54-1181 その他

9

貿易事務、ウェブサイト管理、商
品の清掃、撮影アップロード

59歳以下 パート労働者

Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ株式会社

 魚津市 土日祝
2人

富山県魚津市天神野新７４２ 090-3888-
0014

毎　週

10

生産職 不問 パート労働者
変形（1
年単位）

入善ウォーター　株式会社  下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町上飯野２４
１－２

0765-72-4452 その他

11

清掃 不問 パート労働者

株式会社　佐藤アンプル製作所  下新川郡入
善町

土日祝他
2人

富山県下新川郡入善町上飯野２４
１

0765-74-0373 毎　週

12

鮮魚荷受け、鮮魚運搬　出荷業
務、水産加工

69歳以下 パート労働者

ヨ八魚問屋　株式会社  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市持光寺１８３ 0765-24-4848 その他

13

工場内の清掃スタッフ【アイシン
新和＋他】

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

土日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

14

接客・調理（丸亀製麺　黒部店）
＊急募＊

不問 パート労働者

株式会社丸亀製麺  黒部市 他
3人

東京都渋谷区道玄坂１－２１－１
渋谷ソラスタ１９階

03-4221-8900 その他

4／5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　２４日　～　１０月　２８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。

19人 金属素形材製品製造業
920円～920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20分～17時00分 月額　10,000円まで 19人
年2回（前年度実績）60,000円～70,000円 16040- 5722621

5人 病院
(1)7時30分～16時30分 1,200円～1,800円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 5人 雇用・労災
(3)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり）
又は7時30分～18時30分 月額　7,100円まで 5人

16040- 5726721
2人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)10時00分～14時00分 932円～932円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 2人 労災

実費支給（上限なし）
2人

16040- 5727821
4人 一般診療所

(1)8時00分～12時00分 1,200円～1,500円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040- 5732921

12人 他に分類されない小売業
(1)17時00分～19時30分 908円～908円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 9人 労災
実費支給（上限あり）
月額　7,900円まで 11,465人

18040- 5531321

15

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

16

看護師、准看護師 59歳以下 パート労働者
交替制あ
り

山本クリニック  下新川郡入
善町

日祝他
2人

富山県下新川郡入善町入膳１３９
－３

0765-74-0110 毎　週

17

食堂職員 不問 パート労働者

富山県立魚津工業高等学校後援会  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市浜経田３３３８ 0765-22-2577 毎　週

18

看護業務 不問 パート労働者

医療法人社団　しのざき小児科  黒部市 水日祝他
1人

富山県黒部市三日市１０６２ 0765-56-6938 毎　週

19

レジ担当（コメリ朝日店）アルバ
イト

不問 パート労働者

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 下新川郡朝
日町

他
2人

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 
株式会社コメリ　北陸ストアサ

0776-67-3400 その他
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