
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

10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ヶ月未満） 9人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

50人
16010- 4177031

12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ヶ月未満） 10人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

50人
16010- 4180731

18人 労働者派遣業
(1)9時00分～17時30分 181,800円～181,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 15人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

50人
16010- 4184131

17人 他に分類されない非営利的団体

(1)8時15分～17時15分 176,300円～203,700円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～8時30分 15人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
520人

年2回（前年度実績） 16010- 4228431
7人 燃料小売業

(1)8時30分～17時00分 161,700円～191,100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）
7人

年2回（前年度実績） 16040- 1030531
13人 産業廃棄物処理業

(1)8時00分～16時30分 200,000円～300,000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）200,000円～500,000円 16040- 1031431

13人 産業廃棄物処理業
(1)8時00分～16時30分 146,300円～200,200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- 1032731

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- 1033331

13人 産業廃棄物処理業
(1)8時00分～16時30分 200,000円～300,000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）200,000円～500,000円 16040- 1034631

235人 貴金属・宝石製品製造業
(1)8時30分～17時30分 170,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 156人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　25,000円まで 472人
年2回（前年度実績）350,000円～860,000円 16040- 1036131

510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 181,238円～193,737円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 120人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　21,600円まで 14,000人

16040- 1038831
15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～17時00分 152,544円～252,000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　5,000円まで 30人

16040- 1047231
3人 老人福祉・介護事業

(1)9時00分～18時00分 160,000円～200,000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　7,000円まで 81人
年2回（前年度実績） 16040- 1049431

6人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 280,000円～400,000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
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 6人
年2回（前年度実績） 16040- 1050631

19人 市町村機関
(1)8時00分～16時45分 174,800円～174,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時15分～1時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時30分～12時30分 実費支給（上限あり）

月額　35,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16040- 1052131

11人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 159,000円～185,000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　12,000円まで 56人
年2回（前年度実績） 16040- 1053031

14

現場施工管理技士 60歳以上 正社員以外
変形（1
年単位）

蛭谷建設工業　株式会社  下新川郡朝日
町

日他

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市宇奈月町下立６５６ 0765-65-0013 その他

1人
富山県魚津市北鬼江３１３－２ 0765-23-1024 毎　週

ＹＫＫ　ＡＰ株式会社  黒部市 土日他

1人
富山県下新川郡朝日町蛭谷４３６

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市吉島１１１８－１ 0765-24-0315 毎　週

2人
富山県黒部市生地中区５８ 0765-57-0117 毎　週

16

事務職 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　此川運輸

0765-84-8828 その他

15

ごみ処理施設管理 18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

新川広域圏事務組合  下新川郡朝日
町

土日祝他

1人
富山県黒部市吉田２００

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市宮津１２８８－１ 0765-24-2711 毎　週

1人
富山県黒部市犬山６７４－１６ 0765-56-5060 その他

13

事務 65歳以下 正社員

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

0765-54-8571 毎　週

12

散水ホース巻き作業（自社） 不問 正社員

有限会社　エムテックス宝田  黒部市 土日他

11

建材商品の手配・窓口及び関連業
務

不問 正社員以外

10

ジュエリー・アクセサリー等に使
用するチェーンの洗浄・検査

59歳以下 正社員

株式会社　桑山　富山工場

0765-56-5060 その他

9

フォークリフト作業員 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

8

手選別作業 64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

64歳以下 正社員

株式会社　シミズ  魚津市 日他

1人
富山県黒部市犬山６７４－１６

 黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市犬山６７４－１６ 0765-56-5060 その他

1人
富山県黒部市犬山６７４－１６ 0765-56-5060 その他

 黒部市 土日他

1人
富山県魚津市友道１００８

 黒部市 他
1人

富山県富山市金屋５５５ 076-443-8800 毎　週

3人
富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週

7

手選別作業 64歳以下 正社員以外
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

0765-24-7000 その他

6

機械オペレータ（重機等） 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

5

ガソリンスタンド店員（配達業務
配達スタッフ）

 黒部市 土日祝他
1人

富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週

【先週１週間　　２月　１３日～　２月　１７日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

介護職員（とやま生協　輝くろ
べ）

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

とやま生活協同組合

076-492-0077 毎　週

3

一般事務 不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　ライフワーク北陸  黒部市 土日祝他

2

製造（試作）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

1

受付案内事務 不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　ライフワーク北陸

1人
富山県富山市新庄町１５７－１

℡ 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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5人 燃料小売業
152,880円～159,600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7時30分～19時30分の 月額　10,000円まで 5人
年2回（前年度実績）50,000円～700,000円 16040- 1055231

110人 病院
(1)8時30分～17時00分 245,000円～305,000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　18,400円まで 147人
年2回（前年度実績） 16040- 1056531

5人 化学製品卸売業
(1)0時30分～8時45分 170,000円～300,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～16時45分 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30分～0時45分 実費支給（上限なし）
50人

年2回（前年度実績） 13040-26751431
3人 共済事業，少額短期保険業

(1)9時00分～17時15分 173,500円～173,500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（上限なし）
3,472人

年2回（前年度実績） 16010- 4158931
2人 運送代理店

(1)9時00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

実費支給（上限あり） 拠出
月額　20,000円まで 68人

16020- 2477331
29人 電気工事業

(1)8時00分～17時00分 171,400円～304,000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） 給付
月額　24,800円まで 29人
年2回（前年度実績） 16040- 1013531

29人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 171,400円～304,000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） 給付
月額　24,800円まで 29人
年2回（前年度実績） 16040- 1014431

9人 自動車整備業
(1)9時00分～18時30分 280,000円～660,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～18時00分 4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 12人
年2回（前年度実績）100,000円～690,000円 16040- 1018931

235人 貴金属・宝石製品製造業
(1)8時30分～17時30分 170,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 156人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　25,000円まで 472人
年2回（前年度実績）260,000円～800,000円 16040- 1019131

25人 金属加工機械製造業
(1)8時15分～17時00分 185,000円～200,000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- 1021231

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- 1023431
235人 貴金属・宝石製品製造業

(1)8時30分～17時30分 170,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 156人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 拠出
月額　25,000円まで 472人
年2回（前年度実績）350,000円～860,000円 16040- 1024731

235人 貴金属・宝石製品製造業
(1)8時30分～17時30分 170,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 156人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　25,000円まで 472人
年2回（前年度実績）350,000円～860,000円 16040- 1025331

10人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 204,600円～303,050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 10人
年2回（前年度実績）180,000円～500,000円 16040- 1026631

5人 農耕用品小売業
(1)8時00分～17時00分 213,500円～253,500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）
13人

年2回（前年度実績） 16040- 1027931
20人 スポーツ施設提供業

(1)8時00分～17時00分 170,000円～230,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 13人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし） 厚生
20人

年2回（前年度実績） 16040- 1028131

32

フロント営業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

棚山観光開発　株式会社  下新川郡朝日
町

他

株式会社　桑山　富山工場  魚津市 土日他

1人
富山県下新川郡朝日町棚山３４０

 下新川郡入善
町

日祝他
1人

富山県魚津市友道２２７０ 0765-24-0696 その他

2人
富山県魚津市江口４０５番地 0765-24-7755 その他

0765-84-8800 その他

1人
富山県魚津市宮津１２８８－１

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市宮津１２８８－１ 0765-24-2711 毎　週

1人
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8571 その他

31

農業機械全般の修理・販売 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

明石農機販売株式会社

0765-24-2711 毎　週

30

大型ダンプトラック運転手 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　清河工業  魚津市 日他

29

ジュエリー・アクセサリー等に使
用するチェーンの仕上作業

59歳以下 正社員

28

ジュエリー・アクセサリー等に使
用するチェーンの切断作業

59歳以下 正社員

株式会社　桑山　富山工場

0765-22-0637 その他

27

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

26

機械オペレーター 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

23

技術職（電工） 59歳以下 正社員

ユウホー設備　株式会社  魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市三ケ２２７　 
　　　　　　（魚津企業団地内）

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市宮津１２８８－１ 0765-24-2711 毎　週

1人
富山県魚津市天神野新７４２ 090-3888-0014 毎　週

全国労働者共済生活協同組合連合
会　富山推進本部 

 魚津市 土日祝他

2人
富山県魚津市末広町６番３５号

 魚津市 土日祝他
2人

富山県魚津市末広町６番３５号 0765-22-5711 毎　週

2人
富山県高岡市二塚１１７０ 0766-62-0120 その他

25

ジュエリー製品の生産管理業務
（事務と軽作業）

59歳以下 正社員

株式会社　桑山　富山工場

0765-22-5711 毎　週

24

自動車の整備、車検、塗装、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

1人
富山県富山市奥田新町７－４１

 魚津市 他
1人

東京都港区虎ノ門３－１８－１９ 03-3578-7878 その他

1人
富山県魚津市江口１７８４－１ 0765-22-3486 毎　週

22

技術職（設備機械工） 59歳以下 正社員

ユウホー設備　株式会社

076-432-9135 毎　週

21

地場運転手（車検車両や修理車両
等の納車・引取り）【魚津】

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ＨＲＳ  魚津市 日祝他

20

共済ショップ（店舗）での組合員
対応（接客）業務【魚津】

不問 正社員以外

19

ガス精製・圧縮・出荷業務／魚津
市

18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

エア・ウォーター・ハイドロ　株
式会社

0765-72-0111 毎　週

18

作業療法 64歳以下 正社員

医療法人社団　信和会（魚津神経
サナトリウム）

 魚津市 木日祝

17

ガソリンスタンド業務 不問 正社員
交替制あ
り

真岩石油　有限会社  下新川郡入善
町

他
2人

富山県下新川郡入善町荒又６０
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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
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賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）
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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。
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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。

5人 建物サービス業
(1)9時30分～18時00分 180,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　12,000円まで 128人
年2回（前年度実績）30,000円～30,000円 16040- 1029031

12人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時30分～14時30分 200,000円～240,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 11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） 給付
月額　30,000円まで 17,708人
年2回（前年度実績） 17010- 5149031

24人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時00分～14時00分 200,000円～240,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 23人 雇用・労災・健康・厚生

(3)11時00分～20時00分 実費支給（上限あり） 給付
月額　30,000円まで 17,708人
年2回（前年度実績） 17010- 5160731

19人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時30分～14時30分 164,160円～181,440円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時00分～15時00分 18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 17,708人
年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010- 5209631

5人 医薬品・化粧品等卸売業
(1)8時45分～18時15分 250,000円～400,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 拠出
2,290人

年2回（前年度実績） 13010-18833731
3人 労働者派遣業

(1)8時00分～16時50分 219,240円～234,900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)21時00分～5時50分 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 114人

16040-  999631
3人 労働者派遣業

(1)8時00分～17時00分 183,840円～191,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～5時00分 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 114人

16040- 1000931
11人 労働者派遣業

(1)8時00分～17時00分 176,000円～200,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～5時00分 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 114人

16040- 1001131
1人 各種物品賃貸業

(1)8時30分～17時30分 188,000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　20,000円まで 1人
年2回（前年度実績） 16040- 1004231

6人 その他の繊維製品製造業
(1)8時30分～17時30分 200,000円～240,000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） 厚生
月額　10,000円まで 6人

16040- 1008331
6人 その他の繊維製品製造業

(1)8時30分～17時30分 160,000円～160,000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） 厚生
月額　10,000円まで 6人

16040- 1009631
31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 170,000円～220,000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　30,000円まで 31人
年2回（前年度実績） 16040- 1010031

143人 百貨店，総合スーパー
(1)6時00分～15時00分 206,150円～281,650円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 95人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 拠出
又は6時00分～22時30分の 月額　73,700円まで 4,557人

年2回（前年度実績） 18040- 1187531
143人 百貨店，総合スーパー

(1)6時00分～15時00分 206,150円～281,650円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 95人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 拠出
又は6時00分～22時30分の 月額　73,700円まで 4,557人

年2回（前年度実績） 18040- 1188431
127人 病院

(1)9時00分～17時30分 177,000円～252,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～13時00分 101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-  982931

127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 101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-  983131

変形
（1ヶ月

医療法人　深川病院  魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 毎　週

1人
富山県魚津市東尾崎３４８４－１

 黒部市 他
1人

福井県坂井市坂井町下新庄１５－
８－１

0776-72-1011 その他

1人
福井県坂井市坂井町下新庄１５－
８－１

0776-72-1011 その他

0765-31-6200 その他

48

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

47

看護師（入院調整・外来） 59歳以下 正社員

46

惣菜売場担当者【ＰＬＡＮＴ黒部
店】

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ＰＬＡＮＴ

0765-72-4344 その他

45

青果売場担当者【ＰＬＡＮＴ黒部
店】

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ＰＬＡＮＴ  黒部市 他

44

製品の検査業務　（未経験者歓
迎）

44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

41

会場設営員 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　羽黒  魚津市 他

1人
富山県下新川郡入善町道古１８３

 魚津市 土日祝他
2人

富山県魚津市友道９３３ 0765-24-5566 毎　週

1人
富山県魚津市友道９３３ 0765-24-5566 毎　週

交替制あ
り

株式会社アイティ興産  下新川郡入善
町

土日他

1人
富山県魚津市大海寺新６９４－１

 下新川郡入善
町

日他
2人

富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136 その他

2人
富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136 毎　週

43

縫製加工 44歳以下 正社員

株式会社　ＪＲＳ　内張

0765-22-3118 その他

42

縫製加工・取付 44歳以下 正社員

株式会社　ＪＲＳ　内張  魚津市 土日祝他

2人
富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

 魚津市 日祝他
1人

東京都千代田区丸の内１－９－２ 
グラントウキョウサウスタワー１

03-6838-2857 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

40

自動車ゴム製品製造 18歳以上 有期雇用派遣労働者
変形（1
年単位）

株式会社アイティ興産

0765-74-1136 毎　週

39

砂型成型業務 18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社アイティ興産  下新川郡入善
町

土日他

38

車載部品の仕上げ・検査業務 18歳以上 有期雇用派遣労働者

37

薬剤師／富山県魚津市（共創未来
本江薬局）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ファーマみらい

076-262-5900 その他

36

調理補助（有磯苑）富山県下新川
郡朝日町

不問 正社員以外
交替制あ
り

富士産業　株式会社  下新川郡朝日
町

他

35

栄養士（富山労災病院）富山県魚
津市六郎丸

59歳以下 正社員
交替制あ
り

富士産業　株式会社  魚津市 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

 下新川郡朝日
町

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

1人
富山県黒部市新牧野１０３番地
ファーストビル内３Ｆ 

0765-52-1139 その他

34

調理師（有磯苑）下新川郡朝日町 59歳以下 正社員
交替制あ
り

富士産業　株式会社

33

カフェスタッフ（イタリアントマ
ト　Ｃａｆｅ．Ｊｒ魚津店）

64歳以下 正社員

株式会社　オフィスケィ黒部営業
所

 魚津市 他
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21人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～180,000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　35,000円まで 155人
年3回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040-  984031

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-  989731

9人 一般貨物自動車運送業
(1)8時15分～17時00分 218,500円～312,500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 9人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040-  990931

89人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 178,000円～200,000円

雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
91人

年2回（前年度実績） 16040-  993831
27人 一般貨物自動車運送業

(1)8時30分～17時30分 206,000円～235,000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 27人
年2回（前年度実績）160,000円～300,000円 16040-  994231

1人 美容業
(1)9時00分～18時00分 170,000円～200,000円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時00分 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 1人

16040-  995531
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） 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
2,200人

23020-11727231
5人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 300,000円～450,000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　8,400円まで 2,041人
年2回（前年度実績） 16020- 2331131

8人 自動車・同附属品製造業
(1)8時00分～16時30分 159,390円～165,600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　8,000円まで 8人
年2回（前年度実績） 16040-  968031

6人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 250,000円～450,000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 7人
年2回（前年度実績） 16040-  969831

6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 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 7人
年2回（前年度実績） 16040-  970431

8人 その他の生産用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 150,000円～300,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 拠出
月額　20,000円まで 9人

16040-  972331
7人 歯科診療所

(1)8時30分～18時20分 158,000円～173,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 5人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時30分～12時30分 実費支給（上限あり）
月額　6,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040-  974931

8人 その他の生産用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 150,000円～300,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 9人

16040-  979531
9人 他に分類されない事業サービス業

(1)8時30分～17時15分 167,750円～167,750円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時30分～15時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 9人

16040-  980331
14人 一般貨物自動車運送業

(1)8時00分～17時00分 201,600円～201,600円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時00分～1時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
又は0時00分～9時00分の 月額　10,000円まで 2,200人

年2回（前年度実績）50,000円～ 16040-  981631

64

製造作業職 18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

アサヒロジ株式会社　名古屋支社
北陸支店

0765-32-4021 毎　週

63

営繕及び送迎 不問 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　魚津エムエス  魚津市 日祝他

62

電気配線（制御盤組立、機械配
線）

不問 正社員以外

株式会社　Ｄ－Ｆａｃｔｏｒｙ  下新川郡朝日
町

土日祝他

 下新川郡入善
町

他
1人

富山県下新川郡入善町若栗新３２
１－１　アサヒ飲料株式会社北陸

0765-78-2809 毎　週

1人
富山県魚津市大光寺２８４

59

現場監督（見習い） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　北陸緑化  魚津市 日祝他

1人
富山県下新川郡朝日町泊２６０

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市若栗２５３５ 0765-57-2525 その他

1人
富山県下新川郡朝日町泊２６０ 0765-32-4021 毎　週

0765-22-1567 毎　週

株式会社ＮＩＰＰＯ　北陸統括事
業所

 魚津市 土日他

1人
富山県魚津市釈迦堂１－１３－１

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市釈迦堂１－１３－１ 0765-22-3192 その他

1人
富山県下新川郡入善町青木１１１
７

0765-72-0672 毎　週

61

歯科衛生士 不問 正社員

前田歯科クリニック

0765-22-3192 その他

60

機械組立 不問 正社員以外

株式会社　Ｄ－Ｆａｃｔｏｒｙ  下新川郡朝日
町

土日祝他

1人
富山県射水市中野字野宮６１２

 魚津市 他
1人

愛知県名古屋市中区錦１－１９－
２４　名古屋第１ビル６Ｆ

052-203-5115 その他

1人
富山県黒部市三日市３３３１ 0765-52-0819 その他

58

現場管理技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　北陸緑化

0766-52-1381 毎　週

57

検査員 59歳以下 正社員

福澤精密工業　株式会社  下新川郡入善
町

土日他

56

舗装施工技術員 59歳以下 正社員

55

料金収受員（トール職社員）
（請）／魚津市

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

0765-76-0380 その他

54

美容師／アシスタント 不問 正社員

Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＫＡＲＵ
Ａ

 黒部市 月他

53

地場ドライバー（大型） 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

50

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  黒部市 他

2人
富山県下新川郡入善町下飯野２１
８－１

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市道坂１０３ 0765-32-8231 その他

1人
富山県魚津市吉野６８４－２ 0765-22-5843 その他

1人
富山県黒部市荻生５８８－１

 下新川郡朝日
町

土日他
1人

富山県下新川郡朝日町沼保字江上
１２２３－１

0765-83-1180 毎　週

52

一般事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北陸精機

0765-52-5752 その他

51

長距離運転手（４トン） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

冨士運送　有限会社  魚津市 他

49

一般事務 35歳以下 正社員

株式会社　深松組　北陸支店
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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　　２月　１３日～　２月　１７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 スポーツ施設提供業
66,500円～70,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 13人 労災
実費支給（上限なし）

又は8時00分～17時00分の 20人
16040-    6330

20人 スポーツ施設提供業
106,400円～112,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 13人 労災
実費支給（上限なし）

又は8時00分～17時00分の 20人
16040-    7230

17人 他に分類されない非営利的団体

(1)8時15分～16時45分 950円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時00分～8時30分 15人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
520人

16010- 4227531
5人 建物サービス業

(1)5時30分～9時30分 1,100円～1,100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　20,000円まで 1,561人

16010- 4243531
1人 建物サービス業

(1)8時00分～11時00分 1,000円～1,000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 24,161人

16010- 3932231
10人 書籍・文房具小売業

(1)9時00分～18時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は9時00分～18時00分の 月額　22,750円まで 574人

16040- 1035931
2人 都道府県機関

(1)8時30分～17時15分 922円～922円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　28,240円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040- 1039231

38人 都道府県機関
(1)8時30分～16時50分 923円～923円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　34,890円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040- 1040731

38人 都道府県機関
(1)8時30分～17時00分 1,008円～1,077円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　44,520円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040- 1041331

2人 都道府県機関
(1)8時30分～12時00分 922円～922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　28,240円まで 70人

16040- 1043931
2人 都道府県機関

(1)8時30分～17時15分 922円～922円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　28,240円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040- 1044131

2人 都道府県機関
(1)8時30分～12時00分 922円～922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　28,240円まで 70人

16040- 1045031
15人 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業

(1)9時00分～12時00分 908円～1,000円
雇用期間の定めなし 7人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 30人

16040- 1046831
2人 都道府県機関

(1)8時30分～12時00分 922円～922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　28,240円まで 70人

16040- 1048531
3人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

910円～910円
雇用期間の定めなし 2人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時50分～15時00分の 月額　2,000円まで 3人

16040- 1051931
5人 燃料小売業

910円～1,200円
雇用期間の定めなし 1人 労災

なし
又は7時30分～19時30分の 5人

年2回（前年度実績）20,000円～60,000円 16040- 1054831

66

フロント営業 不問 正社員以外
交替制あ
り

棚山観光開発　株式会社  下新川郡朝日
町

他
2人

富山県下新川郡朝日町棚山３４０ 0765-84-8800 その他

65

マスター室業務 不問 正社員以外
交替制あ
り

棚山観光開発　株式会社  下新川郡朝日
町

他
1人

富山県下新川郡朝日町棚山３４０ 0765-84-8800 毎　週

2

清掃員（とちの湯） 不問 パート労働者

株式会社　ホクタテ  黒部市 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

1

介護職員（とやま生協　輝くろ
べ）

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

とやま生活協同組合  黒部市 他
1人

富山県富山市金屋５５５ 076-443-8800 毎　週

4

総務事務・人事労務 不問 パート労働者

株式会社　明文堂プランナー  下新川郡入善
町

土日祝
1人

富山県下新川郡朝日町沼保９０９
－２（管理本部：下新川郡入善町

0765-74-8202 毎　週

3

清掃業務（ＪＡ魚津） 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
火水金土
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

6

河川巡視員【会計年度任用職員】 不問 パート労働者

富山県新川土木センター  下新川郡入善
町

土日祝他
1人

富山県魚津市新宿１０－７　 
富山県魚津総合庁舎内

0765-22-9114 毎　週

5

ダム管理員（朝日小川ダム管理
所）

不問 パート労働者

富山県新川土木センター  下新川郡朝日
町

土日祝他
1人

富山県魚津市新宿１０－７　 
富山県魚津総合庁舎内

0765-22-9114 毎　週

8

ダム清掃員（舟川ダム管理所） 不問 パート労働者

富山県新川土木センター  下新川郡入善
町

土日祝他
1人

富山県魚津市新宿１０－７　 
富山県魚津総合庁舎内

0765-22-9114 毎　週

7

建築審査補助員【会計年度任用職
員】

不問 パート労働者

富山県新川土木センター  下新川郡入善
町

土日祝他
1人

富山県魚津市新宿１０－７　 
富山県魚津総合庁舎内

0765-22-9114 毎　週

10

ダム清掃員（朝日小川ダム管理
所）

不問 パート労働者

富山県新川土木センター  下新川郡朝日
町

土日祝他
1人

富山県魚津市新宿１０－７　 
富山県魚津総合庁舎内

0765-22-9114 毎　週

9

ダム管理員（大谷ダム管理所） 不問 パート労働者

富山県新川土木センター  黒部市 土日祝他
1人

富山県魚津市新宿１０－７　 
富山県魚津総合庁舎内

0765-22-9114 毎　週

12

ダム清掃員（大谷ダム管理所） 不問 パート労働者

富山県新川土木センター  黒部市 土日祝他
1人

富山県魚津市新宿１０－７　 
富山県魚津総合庁舎内

0765-22-9114 毎　週

11

ゴム製品製造（自社） 不問 パート労働者

有限会社　エムテックス宝田  黒部市 土日他
3人

富山県黒部市生地中区５８ 0765-57-0117 毎　週

14

ガソリンスタンド業務 不問 パート労働者

真岩石油　有限会社  下新川郡入善
町

他
2人

富山県下新川郡入善町荒又６０ 0765-72-0111 毎　週

13

建材用部品製造 不問 パート労働者

有限会社　河岸建材  魚津市 土日他
1人

富山県魚津市友道１５８２－６ 0765-22-2375 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
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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。
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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)18時30分～8時30分 910円～940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
日額　410円まで 118人

16040- 1015731
18人 書籍・文房具小売業

(1)2時00分～4時00分 1,700円～2,000円
雇用期間の定めなし 10人 労災

なし
18人

年2回（前年度実績） 16040- 1016331
9人 自動車整備業

(1)13時00分～17時00分 1,300円～1,500円
雇用期間の定めなし 4人 労災

実費支給（上限あり）
月額　7,200円まで 12人

16040- 1017631
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- 1020831

27人 旅館，ホテル
(1)13時00分～22時00分 910円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)17時00分～22時00分 16人 労災
実費支給（上限あり）
日額　400円まで 27人

16040- 1003831
5人 食料・飲料卸売業

910円～930円
雇用期間の定めなし 5人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～14時00分の 日額　100円まで 9人

16040- 1005531
65人 都道府県機関

(1)11時00分～16時30分 922円～922円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 12人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　34,890円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040- 1006431

43人 パン・菓子製造業
(1)6時00分～9時00分 910円～910円

雇用期間の定めなし 25人 労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 57人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040- 1007731

19人 建物サービス業
(1)9時30分～14時00分 950円～1,000円

雇用期間の定めなし 17人 労災
なし

70人
16040-  985831

5人 建物サービス業
(1)7時30分～10時30分 950円～1,000円

雇用期間の定めなし (2)16時15分～19時15分 4人 労災
実費支給（上限あり）
月額　3,000円まで 70人

16040-  986231
14人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)9時00分～13時00分 910円～910円
雇用期間の定めなし 14人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 98人

16040-  988431
12人 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業

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

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 13人

16040-  991131
22人 書籍・文房具小売業

(1)2時00分～2時30分 1,500円～1,500円
雇用期間の定めなし (2)2時30分～3時30分 10人 労災

なし
又は2時30分～5時00分の 22人

16040-  992031
451人 その他の電気機械器具製造業

(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） 143人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　108,000円まで 83,001人

16040-  996431
38人 都道府県機関

(1)13時00分～17時00分 922円～922円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　9,890円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040-  997731

66人 都道府県機関
(1)9時00分～16時30分 922円～922円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 13人 公災
実費支給（上限なし）

2,272人
年2回（前年度実績） 16040-  962431

16

新聞配達 不問 パート労働者

有限会社　北日本新聞　魚津南部
販売店

 魚津市 他
1人

富山県魚津市吉島１２４－３ 0765-22-7821 その他

15

生活支援兼世話人兼夜間支援員 18歳以上 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

木金
2人

富山県下新川郡入善町浦山新２２
０８

0765-78-1131 毎　週

18

薬剤補助者 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
1人

富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週

17

一般事務、簡単な経理業務、書類
の作成

59歳以下 パート労働者

三井自動車　株式会社  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市天神野新７４２ 090-3888-0014 毎　週

20

食品のパック詰、清掃、雑務 不問 パート労働者
交替制あ
り

有限会社　大野商店  魚津市 他
1人

富山県魚津市真成寺町２－２４ 0765-22-0005 その他

19

サービススタッフ 不問 パート労働者

小川温泉開発　株式会社  下新川郡朝日
町

他
1人

富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番
地

0765-84-8111 毎　週

22

パン製造員【６：００～９：０
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
1人

富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-3321 毎　週

21

業務補助員【会計年度任用職員】 不問 パート労働者

富山県新川土木センター  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市新宿１０－７　 
富山県魚津総合庁舎内

0765-22-9114 毎　週

24

清掃員 64歳以下 パート労働者
交替制あ
り

有限会社　新川建装  魚津市 他
2人

富山県魚津市諏訪町１－２４ 0765-23-0126 毎　週

23

清掃員 64歳以下 パート労働者

有限会社　新川建装  魚津市 他
5人

富山県魚津市諏訪町１－２４ 0765-23-0126 毎　週

26

ゴム加工・ホース巻き 64歳以下 パート労働者

有限会社　寺田化成  黒部市 土日
2人

富山県黒部市栃沢１０９ 0765-54-0353 毎　週

25

施設の補助業務（しんせい花の
丘）

64歳以下 パート労働者

有限会社　真成  黒部市 土日祝
1人

富山県黒部市新牧野３４９　ユ
アーズビル黒部Ｂ棟

0765-57-3070 毎　週

28

一般事務（庶務） 不問 パート労働者

京セラ株式会社　富山入善工場  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５６０
番地

0765-74-2811 毎　週

27

新聞配達 18歳以上 パート労働者

有限会社　北日本新聞　川上新聞
店

 魚津市 他
1人

富山県魚津市新金屋２－８－３ 0765-22-2779 その他

30

逓送業務（会計年度任用職員） 不問 パート労働者

魚津警察署  魚津市
火木土日
祝他

1人
富山県魚津市本江１０００ 0765-24-0110 毎　週

29

事務補助【会計年度任用職員】 不問 パート労働者

富山県新川土木センター  下新川郡入善
町

土日祝他
1人

富山県魚津市新宿１０－７　 
富山県魚津総合庁舎内

0765-22-9114 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　　２月　１３日～　２月　１７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。

5人 自動車小売業
(1)10時00分～16時00分 950円～1,000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）

5人
16040-  966931

2人 婦人・子供服小売業
(1)10時00分～16時00分 910円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時00分～20時00分 2人 労災
(3)17時00分～20時00分 実費支給（上限あり）

月額　5,000円まで 3人
16040-  967131

6人 その他の生産用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 910円～1,000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～15時00分の 月額　20,000円まで 9人

16040-  971731
50人 旅館，ホテル

(1)9時00分～15時00分 910円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 21人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 50人

16040-  973631
27人 旅館，ホテル

(1)23時30分～4時30分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)23時30分～5時30分 16人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
日額　400円まで 27人

16040-  975131
27人 旅館，ホテル

(1)9時30分～14時00分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 16人 労災

実費支給（上限あり）
日額　400円まで 27人

16040-  976031
20人 行政機関

1,123円～1,317円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 10人 雇用・公災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は9時00分～17時00分の 月額　55,000円まで 68,479人

年2回（前年度実績） 16040-  977831
20人 行政機関

1,708円～1,921円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 10人 公災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～17時00分の 月額　55,000円まで 68,479人

年2回（前年度実績） 16040-  978231
13人 燃料小売業

1,300円～1,700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

実費支給（上限なし）
又は7時00分～22時00分の 240人

16020- 2441431
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- 2412031

32

婦人服の販売 不問 パート労働者
交替制あ
り

有限会社　ボンジュール  魚津市 他
2人

富山県魚津市相木新１３－２ 0765-24-7710 その他

31

事務員 不問 パート労働者

ドバイオートリサイクル　株式会
社

 魚津市 土日祝
1人

富山県魚津市横枕１４３番地７ 0765-32-3177 毎　週

34

浴場清掃 不問 パート労働者

株式会社　宇奈月延対寺荘  黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月温泉５３ 0765-62-1234 毎　週

33

機械組立補助 不問 パート労働者

株式会社　Ｄ－Ｆａｃｔｏｒｙ  下新川郡朝日
町

土日祝他
2人

富山県下新川郡朝日町泊２６０ 0765-32-4021 毎　週

36

清掃スタッフ 不問 パート労働者

小川温泉開発　株式会社  下新川郡朝日
町

他
1人

富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番
地

0765-84-8111 毎　週

35

風呂清掃 18歳以上 パート労働者
交替制あ
り

小川温泉開発　株式会社  下新川郡朝日
町

他
2人

富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番
地

0765-84-8111 毎　週

38

労働基準監督官（非常勤） 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

37

労災・労働保険調査員 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

40

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

39

ガソリンスタンド接客販売業務
【呉東地区２～３店舗で勤務】

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ＳＨＩＭＡＲＳ 魚津市　他 他
3人

富山県射水市庄西町２丁目６番６
２号

0766-82-3157 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   　  ３月１日（水） 午前９時３０分～午後３時３０分

  　  ３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       ３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。

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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