
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

45人 他に分類されない卸売業
(1)8時00分～17時00分 171,000円～198,000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- 1092931

17人 市町村機関
154,600円～154,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 12人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は8時30分～20時00分 月額　34,890円まで 948人
年2回（前年度実績） 16040- 1093131

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00分～17時00分 215,000円～340,000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　15,000円まで 82人
年2回（前年度実績） 16040- 1101231

200人 病院
(1)8時30分～17時15分 174,400円～206,300円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 160人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 1104731

18人 一般乗用旅客自動車運送業

(1)6時30分～14時30分 172,300円～222,300円
雇用期間の定めなし (2)7時00分～17時00分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時00分～23時00分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　8,000円まで 18人
年2回（前年度実績）50,000円～150,000円 16040- 1106631

15,384人 都道府県機関
(1)8時30分～17時00分 154,600円～185,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7,000人 労災・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- 4461531

3人 耕種農業
(1)8時00分～17時30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　31,600円まで 3人
年1回（前年度実績）100,000円～ 16040- 1082331

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- 1084931

45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 147,187円～154,934円
雇用期間の定めなし 41人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040- 1085131

45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 145,637円～154,934円
雇用期間の定めなし 41人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040- 1086031

27人 旅館，ホテル
(1)7時00分～16時00分 243,600円～243,600円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 16人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
日額　400円まで 27人

16040- 1087831
4人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 170,000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　3,000円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040- 1088231

22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 142,410円～143,925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　5,000円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040- 1089531

1人 自動車小売業
(1)8時15分～17時30分 160,800円～241,200円

雇用期間の定めなし (2)8時45分～18時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時15分～18時30分 実費支給（上限あり）

日額　500円まで 1人
16040- 1090331

95人 その他の専門サービス業
(1)8時30分～17時30分 200,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 82人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 370人
年3回（前年度実績） 17080- 1835831

1,027人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 183,000円～233,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 594人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)12時00分～21時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　18,500円まで 11,465人
年2回（前年度実績） 15070- 2079531

025-371-4115 その他

16

販売・店舗運営職（リージョナル
社員）

35歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ  魚津市 他
1人

新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

 黒部市 土日祝他
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

1人
富山県魚津市上村木４８６－３ 0765-24-1818 毎　週

15

マネジャー職（黒部市民病院）
【就職氷河期世代限定求人】

35歳～54歳 正社員

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

0765-52-2046 毎　週

14

自動車用タイヤの整備作業 不問 正社員

株式会社　さとう  魚津市 他

13

建材部品加工 59歳以下 正社員

有限会社　プラコ長谷川  黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市犬山１０２

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市岡４９１－１ 0765-52-0562 その他

1人
富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番
地

0765-84-8111 その他

2人
富山県下新川郡朝日町桜町２０８
－２６

12

事務員 不問 正社員
変形（1
年単位）

飛弾配管工業株式会社

0765-52-2046 毎　週

11

フロントサービススタッフ【固定
残業４４時間】

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

小川温泉開発　株式会社  下新川郡朝
日町

他

10

建材部品加工（貼り付けライン） 59歳以下 正社員

有限会社　プラコ長谷川

2人
富山県黒部市犬山１０２

 黒部市 土日祝他
3人

富山県黒部市犬山１０２ 0765-52-2046 毎　週

1人
富山県魚津市宮津１２８８－１ 0765-24-2711 毎　週

 黒部市 土日祝他

9

建材部品加工（丁番ライン） 59歳以下 正社員

有限会社　プラコ長谷川

0765-83-2957 その他

8

ジュエリー・アクセサリー等の部
品組立・製品組立

59歳以下 正社員

株式会社　桑山　富山工場  魚津市 土日他

7

農業 35歳以下 正社員

株式会社　ＴＡＧＯＳＡＫＵ 
　　　　　　　　　　　　．

 下新川郡朝
日町

日他

不問 正社員以外

富山県庁

0765-72-1141 その他

5

タクシードライバー 18歳～64歳 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　入善タクシー  下新川郡入
善町

他

 魚津市　他 土日祝
5人

富山県富山市新総曲輪１－７ 076-431-4111 毎　週

6

学校事務（産育休代替職員）

不問 正社員以外
交替制あ
り

黒部市教育委員会  黒部市 他

2人
富山県下新川郡入善町入膳７０５
１

 下新川郡朝
日町

土日祝他
2人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週

1人
富山県魚津市住吉字野毛４０９９
－６

0765-24-1661 毎　週

0765-54-1162 その他

【先週１週間　　２月　２０日　～　２月　２４日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

介護支援専門員（在宅介護支援セ
ンター）

不問 正社員以外

あさひ総合病院

0765-54-2111 毎　週

3

総務 59歳以下 正社員

栄産業株式会社　魚津工場  魚津市 土日他

2

図書館業務「会計年度任用職員」

1

生産業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　卵のタカムラ

1人
富山県黒部市三日市１３０１ 

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市沓掛６３５

℡ 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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賃金
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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。

6人 他に分類されない卸売業
(1)8時30分～17時25分 171,500円～231,000円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

169人
年2回（前年度実績） 16040- 1073731

16人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 153,000円～173,000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
(3)12時00分～21時00分 実費支給（上限あり）

月額　15,000円まで 25人
年3回（前年度実績） 16040- 1077131

0人 情報処理・提供サービス業
(1)9時00分～18時00分 197,280円～270,000円

雇用期間の定めなし 0人 その他
実費支給（上限なし）

2人
45010- 5615631

0人 情報処理・提供サービス業
(1)9時00分～18時00分 260,800円～520,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0人 その他
実費支給（上限なし）

2人
45010- 5616931

11人 その他の道路貨物運送業
(1)7時35分～16時20分 198,000円～220,000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） 厚生
月額　7,000円まで 11人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040- 1059331

32人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 200,800円～200,800円

雇用期間の定めなし 31人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 32人
年2回（前年度実績） 16040- 1060131

18人 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

(1)8時00分～16時45分 210,000円～250,000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　15,000円まで 44人
年2回（前年度実績） 16040- 1062831

4人 燃料小売業
(1)8時30分～17時30分 203,250円～260,500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　18,700円まで 9人
年2回（前年度実績）50,000円～250,000円 16040- 1064531

4,812人 その他の運輸に附帯するサービス業

(1)7時00分～8時30分 1,500円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時30分～17時00分 456人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　26,000円まで 4,812人

13130- 6137931
4,812人 その他の運輸に附帯するサービス業

(1)6時45分～8時30分 1,500円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時30分～19時00分 456人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　26,000円まで 4,812人

13130- 6138131
7人 他に分類されない教育，学習支援業

(1)8時30分～15時15分 1,055円～1,055円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～16時45分 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
2,272人

16040- 1091631
200人 病院

(1)8時30分～17時00分 1,033円～1,655円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 160人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 1094031

200人 病院
(1)8時30分～17時00分 1,033円～1,655円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 160人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 1095831

200人 病院
(1)8時30分～17時00分 1,037円～1,037円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時30分～16時00分 160人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 1096231

200人 病院
(1)7時00分～15時30分 1,037円～1,037円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～16時30分 160人 雇用・労災・健康・厚生
(3)11時30分～20時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 1097531

200人 病院
(1)8時30分～17時00分 983円～1,037円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 160人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 1098431

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県黒部市荒俣４４ 0765-56-8857 その他

1人
富山県黒部市岡４３５ 0765-52-0208 その他

24

自動車整備士 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

高東商事株式会社

0765-72-5686 毎　週

23

金属材料製造・機械加工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

東洋ゼンマイ　株式会社  黒部市 日他

22

介護支援専門員 59歳以下 正社員

社会福祉法人　入善町社会福祉協
議会

 下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町上野２７９
３－１　入善町健康交流プラザ

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市東町４－１６ 0765-24-1122 その他

5人
宮崎県宮崎市橘通西１丁目２番２
５号 

0985-72-5900 毎　週

21

大型ダンプ・大型ミキサー運転手
【正社員】

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

経田運輸　株式会社

0985-72-5900 毎　週

20

システムエンジニア（契）／富山
営業所

不問 正社員以外

株式会社　リモワ  黒部市　他 土日祝他

19

ネットワークエンジニア（正）／
富山営業所

64歳以下 正社員

株式会社　リモワ  魚津市　他 土日祝他
5人

宮崎県宮崎市橘通西１丁目２番２
５号 

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町入膳７７９
１－７

0765-32-4870 その他

1人
富山県下新川郡入善町田中３０５ 0765-74-1682 毎　週

18

介護職員（グループホーム　華の
れん）【日勤】

64歳以下 正社員
交替制あ
り

東京堂　株式会社

17

倉庫管理及び配送業務 44歳以下 正社員

新興電気　株式会社　富山営業所  下新川郡入
善町

土日祝他

1

児童・生徒の送迎ドライバー（大
型）＜黒部市宇奈月町浦山＞

19歳以上 パート労働者

大新東株式会社  黒部市 他
1人

東京都江東区東雲２丁目１１－２
２　ニイチクビル５階

03-6365-6255 その他

2

児童・生徒の送迎ドライバー（大
型）＜黒部市山田新＞

19歳以上 パート労働者

大新東株式会社  黒部市 他
1人

東京都江東区東雲２丁目１１－２
２　ニイチクビル５階

03-6365-6255 その他

3

県民カレッジ新川地区センター
嘱託事務員

不問 パート労働者

富山県民生涯学習カレッジ　新川
地区センター

 魚津市 火日祝他
1人

富山県魚津市木下新１４４ 0765-22-4001 毎　週

4

看護師（病棟）【会計年度任用職
員】

不問 パート労働者

あさひ総合病院  下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週

5

看護師（外来）【会計年度任用職
員】

不問 パート労働者

あさひ総合病院  下新川郡朝
日町

土日祝他
2人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週

6

看護補助者【会計年度任用職員】 不問 パート労働者

あさひ総合病院  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週

7

介護福祉士【会計年度任用職員】 不問 パート労働者
交替制あ
り

あさひ総合病院  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週

8

病院受付事務員【会計年度任用職
員】

不問 パート労働者

あさひ総合病院  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週
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◎ 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。

200人 病院
(1)8時30分～17時00分 1,293円～1,733円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 160人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 1099731

200人 病院
(1)8時30分～17時00分 1,037円～1,037円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 160人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 1102531

200人 病院
(1)8時30分～17時00分 908円～908円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 160人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 1103431

200人 病院
(1)8時30分～17時00分 1,071円～1,267円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 160人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 1105331

18人 一般乗用旅客自動車運送業

1,000円～1,125円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 労災

実費支給（上限あり）
又は16時00分～1時30分 月額　6,000円まで 18人

年2回（前年度実績） 16040- 1107931
5人 建物サービス業

(1)9時00分～11時00分 910円～910円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～15時00分 0人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 25人

16040- 1109031
2人 建物サービス業

(1)8時00分～12時00分 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）
月額　5,000円まで 25人

16040- 1110531
4人 建物サービス業

(1)8時30分～12時00分 910円～910円
雇用期間の定めなし 0人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 25人

16040- 1111431
0人

管理，補助的経済活動を行う事業所（５６各種商品小売業）

(1)8時00分～17時00分 960円～1,200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 労災

(3)13時00分～17時00分 実費支給（上限あり）
月額　3,000円まで 70人

24010- 2838131
17人 市町村機関

943円～943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）
又は8時30分～20時00分 月額　34,890円まで 948人

年2回（前年度実績） 16040- 1081731
26人 特定貨物自動車運送業

970円～1,000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）
又は9時00分～18時00分 1,404人

16040- 1072431
25人 建物サービス業

(1)7時30分～11時30分 930円～950円
雇用期間の定めなし (2)7時30分～11時00分 8人 労災

(3)8時30分～11時30分 実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 223人

16040- 1074331
16人 老人福祉・介護事業

930円～1,300円
雇用期間の定めなし 15人 労災

実費支給（上限あり）
又は7時00分～14時00分 月額　15,000円まで 25人

年3回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040- 1078031
5人 旅館，ホテル

(1)11時30分～15時30分 920円～950円
雇用期間の定めなし 5人 労災

実費支給（上限あり）
日額　100円まで 11人

16040- 1079831
7人 その他の飲食店

910円～930円
雇用期間の定めなし 7人 労災

なし
又は9時00分～18時00分 7人

16040- 1080431
65人 児童福祉事業

(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） (2)13時00分～17時00分 50人 労災

(3)8時30分～12時30分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 2,272人
年2回（前年度実績） 16040- 1057431

9

薬剤師【会計年度任用職員】 不問 パート労働者

あさひ総合病院  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週

10

ホームヘルパー（在宅介護支援セ
ンター）

不問 パート労働者

あさひ総合病院  下新川郡朝
日町

土日祝他
2人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週

11

ホームヘルパー補助（在宅介護支
援センター）

不問 パート労働者

あさひ総合病院  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週

12

介護支援専門員（在宅介護支援セ
ンター）

不問 パート労働者

あさひ総合病院  下新川郡朝
日町

土日祝他
2人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週

13

タクシー乗務員 18歳以上 パート労働者

有限会社　入善タクシー  下新川郡入
善町

他
3人

富山県下新川郡入善町入膳７０５
１

0765-72-1141 毎　週

14

清掃（北日本新聞社　新川支社） 不問 パート労働者

株式会社　四葉クリーン  魚津市 土日祝他
1人

富山県黒部市吉田２１１２ 0765-32-4289 毎　週

15

清掃（特別養護老人ホーム　越路
さくら）

不問 パート労働者

株式会社　四葉クリーン  黒部市 他
2人

富山県黒部市吉田２１１２ 0765-32-4289 毎　週

16

清掃（有磯海サービスエリア　下
り）

不問 パート労働者

株式会社　四葉クリーン  魚津市 他
2人

富山県黒部市吉田２１１２ 0765-32-4289 毎　週

17

病院内駐在スタッフ（あさひ総合
病院）

不問 パート労働者

有限会社　プラム  下新川郡朝
日町

土日祝
3人

三重県四日市市高角町７２６－５ 090-6467-
5147

毎　週

18

図書館業務「会計年度任用職員」 不問 パート労働者
交替制あ
り

黒部市教育委員会  黒部市 他
6人

富山県黒部市三日市１３０１ 0765-54-2111 毎　週

19

事務職 不問 パート労働者

大和物流株式会社　富山東営業所  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市若栗１９０－１ 0765-56-5350 毎　週

20

日常的清掃【黒部峡谷鉄道株式会
社本社社屋】

59歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　谷口美装  黒部市 日他
2人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週

21

介護職員「グループホーム　華の
れん」

不問 パート労働者

東京堂　株式会社  下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町入膳７７９
１－７

0765-32-4870 毎　週

22

フロアスタッフ 不問 パート労働者

株式会社　第二東亜  黒部市 他
1人

富山県黒部市天池７０－２ 0765-54-2225 毎　週

23

ホールスタッフ 不問 パート労働者
交替制あ
り

ＧＲＡＴＩＮＥＲ  下新川郡入
善町

月他
1人

富山県下新川郡入善町上野２７９
３－１　サンウェル内

0765-32-5521 毎　週

24

洗濯職員【富山県会計年度任用職
員】

不問 パート労働者

富山県立黒部学園  黒部市 他
1人

富山県黒部市石田６７７１ 0765-52-1354 毎　週
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65人 児童福祉事業
(1)8時30分～16時45分 922円～922円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 50人 雇用・公災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 2,272人
年2回（前年度実績） 16040- 1058731

22人 書籍・文房具小売業
1,200円～1,500円

雇用期間の定めなし 6人 労災
実費支給（上限あり）

又は1時30分～5時00分の 月額　4,000円まで 22人
16040- 1061031

22人 各種物品賃貸業
1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 17人 労災
実費支給（上限なし）

又は8時30分～17時30分 175人
16040- 1065431

22人 各種物品賃貸業
(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） 17人 労災
なし

175人
16040- 1066731

22人 各種物品賃貸業
(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） 17人 労災
なし

175人
16040- 1067331

32人 市町村機関
(1)8時30分～17時15分 1,356円～1,356円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～12時30分 13人 公災
実費支給（上限あり）
月額　34,890円まで 948人
年2回（前年度実績） 16040- 1069931

163人 病院
(1)8時00分～10時00分 950円～1,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 121人 労災
(3)15時00分～17時00分 実費支給（上限あり）

日額　1,264円まで 365人
年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 1070231

8人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 1,000円～1,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～22時30分 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 1,561人

16010- 4251231
125人 他に分類されない小売業

(1)9時40分～14時50分 930円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時20分～18時50分 122人 労災

実費支給（上限なし）
670人

16010- 4270731
30人 計量証明業

(1)9時00分～17時00分 1,250円～1,300円
雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　20,900円まで 667人

16010- 4293231

25

営繕助手業務【富山県会計年度任
用職員】

不問 パート労働者

富山県立黒部学園  黒部市 金土日祝
1人

富山県黒部市石田６７７１ 0765-52-1354 毎　週

26

新聞配達 18歳以上 パート労働者

株式会社　小室新聞店  黒部市 他
2人

富山県黒部市正光寺新４２５ 0765-54-1362 毎　週

27

クリーンスタッフ 不問 パート労働者

株式会社ダスキン北陸　魚津営業
所

 魚津市 他
2人

富山県魚津市上村木２丁目１４２
２

0765-22-4889 毎　週

28

ルート配送 不問 パート労働者

株式会社ダスキン北陸　魚津営業
所

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市上村木２丁目１４２
２

0765-22-4889 毎　週

29

ルート配送 不問 パート労働者

株式会社ダスキン北陸　魚津営業
所

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市上村木２丁目１４２
２

0765-22-4889 毎　週

30

建築技術専門員 不問 パート労働者

黒部市教育委員会  黒部市
火木土日
祝他

1人
富山県黒部市三日市１３０１ 0765-54-2111 毎　週

31

送迎・業務補助（老人保健施設
ちょうろく）

60歳以上 パート労働者

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人

富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 毎　週

32

温浴施設の受付・管理運営（湯め
どころ宇奈月）

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ホクタテ  黒部市 火他
1人

富山県富山市中野新町１丁目２番
１０号

076-421-0400 毎　週

33

宝くじ販売員（富山県全域） 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　中部商事　富山支店  魚津市　他 他
3人

富山県富山市桜橋通り５番１３号
富山興銀ビル９階

076-442-2151 毎　週

34

水道メータ検針 不問 パート労働者

フジ地中情報　株式会社　北陸支
店

 魚津市　他 他
3人

富山県富山市今泉西部町９番地１ 076-495-5770 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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