
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

9人
その他の各種商品小売業（従業者が常時５０人未満のもの）

(1)8時00分～17時00分 164,300円～215,310円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)22時00分～7時00分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　100,000円まで 40,714人
年2回（前年度実績） 12020- 2357831

53人 冠婚葬祭業
(1)9時00分～17時30分 158,800円～203,600円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 19人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出・給付
月額　29,000円まで 508人
年2回（前年度実績） 16010- 6223731

10人 労働者派遣業
(1)8時30分～17時30分 177,760円～185,840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（上限なし）

100人
16010- 6266331

36人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)6時20分～15時00分 180,900円～201,000円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時40分 12人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)21時30分～6時30分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　10,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040- 1504031

36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 150,750円～180,900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）
又は8時20分～21時00分 月額　10,000円まで 60人

年2回（前年度実績） 16040- 1505831
8人 一般貨物自動車運送業

(1)7時30分～16時30分 270,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)7時00分～16時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生・その他

なし
8人

年2回（前年度実績） 16040- 1506231
136人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 180,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 32人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
136人

年2回（前年度実績） 16040- 1507531
136人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 210,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 32人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
136人

年2回（前年度実績） 16040- 1508431
136人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 180,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 32人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
136人

年2回（前年度実績） 16040- 1509731
136人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 180,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 32人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
136人

年2回（前年度実績） 16040- 1510931
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 (2)8時00分～17時00分 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）10,000円～ 16040- 1511131

32人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 170,000円～170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 31人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　21,500円まで 32人
年2回（前年度実績） 16040- 1515531

8人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 184,000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）
月額　12,000円まで 128人

16040- 1516431
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 月額　73,700円まで 4,557人

年2回（前年度実績） 18040- 1740431
5人 老人福祉・介護事業

(1)8時15分～17時15分 164,000円～171,000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　21,500円まで 12人
年2回（前年度実績） 16040- 1465931

5人 石工・れんが・タイル・ブロック工事業

(1)8時00分～17時00分 216,000円～345,600円
雇用期間の定めなし 2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 5人

16040- 1466131

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市上村木４３９番地１ 0765-22-3328 その他

1人
富山県下新川郡入善町椚山１３３
６ 

0765-74-8118 毎　週

16

タイル工、タイル工見習い 不問 正社員
変形（1
年単位）

小林タイル工業　株式会社

0776-72-1011 その他

15

介護職 59歳以下 正社員

有限会社　愛語会  下新川郡入
善町

日他

14

ベーカリー担当者【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
1人

福井県坂井市坂井町下新庄１５－
８－１

 黒部市 他
2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 毎　週

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

0765-72-5686 毎　週

13

セキュリティスタッフ 18歳～64歳 正社員

株式会社　オフィスケィ黒部営業
所

0765-52-2121 毎　週

12

介護保険請求事務【臨時職員】 不問 正社員以外

社会福祉法人　入善町社会福祉協
議会

 下新川郡入
善町

日他

11

看護師（デイサービス） 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
1人

富山県黒部市植木１９４－２

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市東山１６７－１ 0765-22-5211 その他

2人
富山県魚津市東山１６７－１ 0765-22-5211 その他

10

資材調達等の購買業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　セイキ

59歳以下 正社員

有限会社　開澤アルミ

0765-22-5211 その他

9

ＦＡ設備の組立作業 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　セイキ  魚津市 日他

8

機械設計 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　セイキ  魚津市 日他
1人

富山県魚津市東山１６７－１

59歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　開澤アルミ

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市東山１６７－１ 0765-22-5211 その他

2人
富山県下新川郡入善町浦山新２５
８

0765-78-0471 毎　週

7

ＦＡ設備の配線作業及び制御盤の
配線作業

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　セイキ

0765-52-1793 毎　週

6

配送アシスタント・倉庫荷役・仕
分け作業

45歳以下 正社員

株式会社　新川物流サービス  下新川郡入
善町

土日祝他

5

建材製品の部品付け・検査業務

不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　スキル  魚津市 土日祝

2

事務職 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

オークス　株式会社  魚津市　他 他
3人

富山県富山市中島４丁目２－１４

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市中新５７３－１

 黒部市 土日祝他
3人

富山県黒部市中新５７３－１ 0765-52-1793 毎　週

1人
富山県富山市内幸町７－９ 076-431-0439 毎　週

4

アルミ建材製品の部品付け・包装

 下新川郡朝
日町

他
4人

千葉県市川市市川１－９－２　サ
ンプラザ３５ビル

047-323-0106 毎　週

【先週１週間　３月　６日　～　３月　１０日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

1

コンビニエンスストアスタッフ
（地域社員）

18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

山崎製パン株式会社 
デイリーヤマザキ事業統括本部

076-441-7711 その他

3

事務的作業

℡ 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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その際はあしからずご了承ください。

73人 その他の技術サービス業
(1)8時30分～17時10分 170,000円～190,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 17人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　14,000円まで 149人

16040- 1467031
16人 金属加工機械製造業

(1)8時00分～17時00分 176,400円～230,000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）
57人

年2回（前年度実績） 16040- 1468831
38人 児童福祉事業

(1)7時00分～15時45分 211,000円～255,200円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 38人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時15分～19時00分 実費支給（上限あり）
又は7時00分～20時00分 月額　55,000円まで 96人

年2回（前年度実績） 16040- 1470731
38人 児童福祉事業

(1)7時00分～15時45分 178,500円～198,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時00分 38人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時15分～19時00分 実費支給（上限あり）
又は7時00分～20時00分 月額　55,000円まで 96人

年2回（前年度実績） 16040- 1471331
27人 旅館，ホテル

(1)6時00分～10時00分 250,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～20時00分 16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

16040- 1472631
8人 一般貨物自動車運送業

(1)7時30分～16時30分 280,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)7時00分～16時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生・その他

なし
8人

年2回（前年度実績） 16040- 1473931
31人 児童福祉事業

(1)7時00分～15時45分 178,500円～198,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時00分 31人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時15分～19時00分 実費支給（上限あり）
又は7時00分～19時00分 月額　55,000円まで 96人

年2回（前年度実績） 16040- 1474131
6人 電気通信・信号装置工事業

(1)8時00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・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- 1478531

16人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 176,400円～232,000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）

57人
年2回（前年度実績） 16040- 1480631

15人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 168,000円～234,500円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

57人
年2回（前年度実績） 16040- 1481931

16人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 151,200円～168,000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）

57人
年2回（前年度実績） 16040- 1482131

16人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 176,400円～230,000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）

57人
年2回（前年度実績） 16040- 1483031

31人 児童福祉事業
(1)7時00分～15時45分 211,000円～255,200円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 31人 雇用・労災・健康・厚生
(3)10時15分～19時00分 実費支給（上限あり）
又は7時00分～19時00分 月額　55,000円まで 96人

年2回（前年度実績） 16040- 1484831
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 300,000円～400,000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- 1486531

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 350,000円～500,000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- 1489331

34人 旅館，ホテル
(1)5時00分～19時00分 250,000円～270,000円

雇用期間の定めなし 15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 34人
年2回（前年度実績） 16040- 1491031

0765-62-1131 その他

32

寿司の調理作業　及び　調理 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

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

 魚津市 土日他
2人

富山県魚津市住吉字野毛４０９９
－６

0765-24-1661 毎　週

2人
富山県魚津市住吉字野毛４０９９
－６

0765-24-1661 毎　週

31

製造スタッフ（課長候補）【魚津
工場】

59歳以下 正社員

栄産業株式会社　魚津工場

0765-22-6351 その他

30

生産技術【魚津工場】 59歳以下 正社員

栄産業株式会社　魚津工場  魚津市 土日他

29

保育士 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

社会福祉法人　新川児童福祉会
かづみ認定こども園

 黒部市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島１３２

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市三ケ２２７ 0765-22-8611 毎　週

1人
富山県魚津市三ケ２２７ 0765-22-8611 毎　週

28

溶断工（見習い可） 64歳以下 正社員

株式会社　桜井工業

0765-22-8611 毎　週

27

穴明け作業（見習い可） 64歳以下 正社員

株式会社　桜井工業  魚津市 土日他

26

旋盤工 64歳以下 正社員

株式会社　桜井工業  魚津市 土日他
1人

富山県魚津市三ケ２２７

 魚津市 土日他
2人

富山県魚津市三ケ２２７ 0765-22-8611 毎　週

2人
富山県魚津市宮津４８８ 0765-24-6008 その他

25

機械組立工 64歳以下 正社員

株式会社　桜井工業

0765-22-6351 その他

24

通信作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

魚津電設　株式会社  魚津市 日祝

23

保育士 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

社会福祉法人　新川児童福祉会
かづみ認定こども園

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島１３２

 下新川郡入
善町

土日祝他
2人

富山県下新川郡入善町浦山新２５
８

0765-78-0471 毎　週

1人
富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番
地

0765-84-8111 その他

22

運転手 45歳以下 正社員

株式会社　新川物流サービス

0765-54-1642 その他

21

調理スタッフ【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

20

保育士 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

社会福祉法人　新川児童福祉会
おおふせ認定こども園

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市金屋６８番地

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市金屋６８番地 0765-54-1642 その他

1人
富山県魚津市三ケ２２７ 0765-22-8611 毎　週

19

保育教諭 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

社会福祉法人　新川児童福祉会
おおふせ認定こども園

0765-24-5670 毎　週

18

製缶工（見習い可） 64歳以下 正社員

株式会社　桜井工業  魚津市 土日他

17

購買事務 不問 正社員以外

ダイヤモンドエンジニアリング株
式会社　魚津事務所

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市釈迦堂１丁目７－２
２
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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　３月　６日　～　３月　１０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。

63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～160,000円
雇用期間の定めなし 29人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 1494531

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20分～17時00分 204,800円～272,600円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 4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　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 1495431

65人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)6時20分～15時00分 158,000円～190,000円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時40分 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 1496731

13人 管理，補助的経済活動を行う事業所（０１農業）

(1)7時30分～16時30分 200,000円～230,000円
雇用期間の定めなし 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 13人
年2回（前年度実績） 16040- 1497331

63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 186,800円～247,600円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 29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　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 1498631

63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 186,800円～186,800円
雇用期間の定めなし 29人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 1499931

63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 185,800円～185,800円
雇用期間の定めなし 29人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 1500331

13人 専修学校，各種学校
(1)8時15分～17時15分 203,904円～203,904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　35,000円まで 190人

16040- 1501631
1人 美容業

(1)9時30分～18時30分 162,000円～168,000円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時30分 1人 雇用・労災

(3)9時00分～17時00分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 1人

16040- 1503131
20人 自動車小売業

(1)9時30分～18時00分 164,120円～225,260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・財形

実費支給（上限あり） 厚生・拠出
月額　50,000円まで 482人

17080- 2590531
30人 児童福祉事業

165,424円～168,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 29人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は7時00分～19時00分 月額　50,000円まで 73人

16010- 5934031
9人 建物サービス業

(1)8時30分～17時30分 165,000円～200,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～22時00分 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 578人

16010- 5940931
19人 産業機械器具卸売業

(1)8時00分～16時30分 176,000円～260,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 給付
月額　22,000円まで 95人
年3回（前年度実績） 16010- 5991931

7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） 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　18,000円まで 93人

16040- 1425831
5人 建物サービス業

(1)8時00分～16時45分 164,930円～164,930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 5人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　18,000円まで 93人

16040- 1426231
93人 病院

(1)8時00分～17時00分 160,000円～168,000円
雇用期間の定めなし (2)5時00分～14時00分 89人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時30分～19時30分 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- 1431131

1人
富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 その他

0765-56-9730 毎　週

48

調理員 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他

47

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
1人

富山県黒部市荒俣１８８２番地１

 黒部市 土日他
1人

富山県黒部市荒俣１８８２番地１ 0765-56-9730 毎　週

1人
富山県富山市本郷２４１３番地の
１

076-434-2115 その他

46

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

076-434-1881 毎　週

45

建設機械整備士（富山・呉西・新
川支店）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

コマツ富山　株式会社  下新川郡入
善町　他

日祝他

44

施設管理・運営・事業企画全般
【あこやーの】

不問 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　バロン  黒部市 他
1人

富山県富山市北代５２９８

 黒部市 日祝
2人

富山県富山市大町１６－１ 076-492-2201 その他

2人
石川県野々市市横宮町３－１ 076-248-1120 その他

43

調理補助 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

社会福祉法人　富山学院福祉会

0765-52-5235 その他

42

整備士（サービスエンジニア）
（富山）

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　北陸マツダ  魚津市　他 火他

41

エステティシャン 39歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

エステスタジオ　ルーシャン  黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市植木１６４

 下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町田中１１１
番地

0765-72-0636 その他

1人
富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

0765-72-5770 毎　週

40

教習指導員 21歳以上 正社員以外
変形（1
年単位）

学校法人　富山県自動車学園　入
善自動車学校

0765-72-5770 毎　週

39

機械オペレーター及び部品付・検
査

64歳以下 正社員

有限会社　長崎新サッシ工業  黒部市 土日他

38

機械オペレーター及び検査 64歳以下 正社員

有限会社　長崎新サッシ工業  黒部市 土日他
1人

富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

 黒部市 土日他
1人

富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

0765-72-5770 毎　週

1人
富山県黒部市宇奈月町栃屋１１７
６番地

0765-65-2422 その他

37

機械オペレーター及び検査【交替
制】

64歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　長崎新サッシ工業

0765-72-5770 毎　週

36

農作業全般 44歳以下 正社員

農事組合法人浦山１２区  黒部市 日祝他

35

機械オペレーター及び検査 64歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　長崎新サッシ工業  黒部市 土日他
1人

富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

 黒部市 土日他
1人

富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

0765-72-5770 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

0765-72-5770 毎　週

34

機械オペレーター 64歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　長崎新サッシ工業

33

部品付・検査 64歳以下 正社員

有限会社　長崎新サッシ工業  黒部市 土日他
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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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その際はあしからずご了承ください。

16人 とび・土工・コンクリート工事業

(1)8時00分～17時00分 214,344円～330,905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）
日額　650円まで 16人
年2回（前年度実績） 16040- 1432031

47人 洗濯業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 35人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 170人
年2回（前年度実績）50,000円～100,000円 16040- 1435531

21人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 169,600円～296,800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　50,000円まで 155人

16040- 1436431
124人 老人福祉・介護事業

(1)6時15分～15時15分 162,000円～168,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 111人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　18,700円まで 140人
年2回（前年度実績） 16040- 1438331

66人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

(1)8時00分～16時50分 170,000円～200,000円
雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,500円まで 66人
年2回（前年度実績） 16040- 1441831

83人 病院
(1)8時00分～16時30分 300,000円～350,000円

雇用期間の定めなし 75人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は8時30分～17時00分 月額　50,000円まで 83人
16040- 1442231

35人 一般乗用旅客自動車運送業

(1)15時00分～0時00分 164,350円～173,000円
雇用期間の定めなし (2)17時00分～2時00分 7人 雇用・労災・健康・厚生

(3)18時00分～3時00分 なし
40人

年3回（前年度実績） 16040- 1443531
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- 1444431

71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 19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- 1452531

8人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 150,150円～161,700円

雇用期間の定めなし 8人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 223人

16040- 1454731
7人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 276,000円～368,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし 厚生
8人

年2回（前年度実績） 16040- 1458131
4人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 180,000円～220,000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- 1461431

1人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 180,000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）
月額　5,000円まで 130人
年2回（前年度実績） 17020- 1785131

3人 写真機・時計・眼鏡小売業
(1)10時00分～19時00分 217,150円～239,150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） 拠出
月額　50,000円まで 4,740人
年2回（前年度実績）535,500円～535,500円 22010- 7864731

4人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)10時00分～19時00分 176,225円～285,440円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は10時00分～22時00分 260人

年2回（前年度実績） 16010- 5808531
4,300人 その他の飲食料品小売業

(1)8時30分～17時30分 202,000円～320,000円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 2,800人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　36,780円まで 4,400人
年2回（前年度実績） 16020- 3447131

 黒部市　他 他
3人

富山県射水市流通センター水戸田
３－４

0766-56-7200 その他

1人
富山県富山市天正寺６８ 076-495-7176 毎　週

64

レジスタッフ（アルビス食品スー
パーレジ業務）：富山

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

アルビス　株式会社

054-275-5011 その他

63

店舗運営スタッフ（フィットネス
ジムＥｖｅｒｙ魚津江口店）

35歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　Ｐｒｏｃｅｅｄ  魚津市 他

62

店舗スタッフ（正社員）／魚津市 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　メガネトップ　（眼鏡
市場・アルク・レンズスタイル・

 魚津市 他
1人

静岡県静岡市葵区伝馬町８－６

 下新川郡入
善町

土日他
1人

石川県小松市上小松町丙４１－１ 0761-22-2115 毎　週

1人
富山県黒部市岡４９１－１ 0765-52-0562 その他

61

介護職【デイサービスＣｈａＣｈ
ａＣｈａ】

59歳以下 正社員

長寿メディカル　株式会社

0765-52-2540 その他

60

配管工 不問 正社員
変形（1
年単位）

飛弾配管工業株式会社  黒部市 日祝他

59

建設機械オペレーター 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　澤田土建  黒部市 日他
1人

富山県黒部市三日市２６７０

 下新川郡朝
日町

日他
2人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 その他

2人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

58

清掃員【あさひ総合病院】 59歳以下 正社員

株式会社　谷口美装

0765-56-7284 毎　週

57

窓シャッター枠の部品付け（ＹＫ
ＫＡＰ（株）荻生製造所）

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社  黒部市 土日他

56

生活支援員 59歳以下 正社員

社会福祉法人　くろべ福祉会  黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市吉田７４５－３

 魚津市 他
2人

富山県魚津市本町２－１４－２８ 0765-22-1030 その他

1人
富山県下新川郡朝日町道下９００ 0765-83-2299 毎　週

55

タクシードライバー 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　金閣自動車商会

0765-24-3666 毎　週

54

臨床工学士 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　　健心会　坂東病
院

 下新川郡朝
日町

日他

53

検査工及び機械オペレーター 35歳以下 正社員

北真工業　株式会社  魚津市 土日他
1人

富山県魚津市横枕２４８

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町舟見１６６
４番地

0765-78-1935 その他

2人
富山県下新川郡朝日町沼保字江上
１２２３－１

0765-83-1180 毎　週

52

調理員 59歳以下 正社員
交替制あ
り

社会福祉法人　舟見寿楽苑

0765-22-5252 その他

51

土木作業員・重機オペレーター
【朝日町】

不問 正社員以外

株式会社　深松組　北陸支店  下新川郡朝
日町

土日他

50

ルート集配 61歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　富山第一ドライクリー
ニング

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市三ケ７３９－１

 魚津市 日他
3人

富山県魚津市石垣新２２４２ 0765-22-3569 その他

49

鳶工、溶接工、クレーンオペレー
ター

44歳以下 正社員

有限会社　金盛工務店
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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　３月　６日　～　３月　１０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。

27人 専修学校，各種学校
(1)8時15分～17時15分 203,904円～203,904円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 7人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 190人

16040- 1392131
17人 木造建築工事業

(1)8時00分～16時45分 182,500円～316,700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　12,000円まで 17人
年2回（前年度実績）50,000円～700,000円 16040- 1394831

17人 木造建築工事業
(1)9時00分～17時45分 193,200円～327,370円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

17人
年3回（前年度実績）50,000円～1,350,000円 16040- 1395231

8人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～400,000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　10,000円まで 200人
年1回（前年度実績） 16040- 1398731

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- 1401531

16人 ソフトウェア業
(1)8時30分～17時30分 176,000円～300,000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 16人
年2回（前年度実績） 16040- 1402431

85人 電気工事業
(1)8時00分～16時45分 199,500円～254,500円

雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 拠出
85人

年2回（前年度実績） 16040- 1403731
85人 電気工事業

(1)8時00分～16時45分 232,000円～354,500円
雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 拠出
85人

年2回（前年度実績） 16040- 1404331
14人 製材業，木製品製造業

(1)7時40分～17時00分 189,000円～315,000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）
19人

年2回（前年度実績）30,000円～500,000円 16040- 1405631
42人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 149,820円～153,450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　16,100円まで 42人
年2回（前年度実績） 16040- 1407131

16人 ソフトウェア業
(1)8時30分～17時30分 200,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 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 16人
年2回（前年度実績） 16040- 1408031

104人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 161,800円～190,000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- 1409831

21人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 280,000円～380,000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　50,000円まで 155人
年3回（前年度実績）10,000円～350,000円 16040- 1410431

21人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 280,000円～380,000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　50,000円まで 155人
年3回（前年度実績）10,000円～350,000円 16040- 1412331

4人 遊戯場
(1)9時30分～18時30分 170,000円～170,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

300人
年2回（前年度実績） 16040- 1415131

6人 医療に附帯するサービス業

(1)9時00分～18時00分 195,000円～290,000円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
6人

年2回（前年度実績） 16040- 1417831

1人
富山県魚津市石垣新２８３６－１
６

0765-55-2130 毎　週

0765-57-6868 その他

80

看護師 59歳以下 正社員

株式会社　美来の杜  魚津市 土日他

79

総務事務 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ノースランド  黒部市 他
1人

富山県魚津市吉島２－４－２５

2人
富山県下新川郡朝日町沼保字江上
１２２３－１

0765-83-1180 毎　週

0765-83-1180 毎　週

78

土木技術者【朝日町】 59歳以下 正社員

株式会社　深松組　北陸支店  下新川郡朝
日町

土日他

77

建築技術者 59歳以下 正社員

株式会社　深松組　北陸支店  下新川郡朝
日町

土日他
2人

富山県下新川郡朝日町沼保字江上
１２２３－１

 黒部市 土日他
1人

富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 毎　週

3人
富山県魚津市本新町２－１１ 0765-24-8700 その他

76

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

0765-56-5111 その他

75

システムエンジニア・プログラ
マー（経験者対象）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北陸コンピュータービ
ジネス

 黒部市 日祝他

74

経理事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　エスケーテック  黒部市 日他
1人

富山県黒部市前沢２４２０

 黒部市 土日他
2人

富山県下新川郡入善町入膳４５５
－１

0765-72-1011 毎　週

1人
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8665 毎　週

73

木材加工・レジン製品製作 44歳以下 正社員

株式会社　米澤製材所

0765-54-8665 毎　週

72

配管設備企画・設計 不問 正社員

黒部エムテック　株式会社  黒部市 日祝他

71

ビル管理 不問 正社員

黒部エムテック　株式会社  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市吉田２００

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市本新町２－１１ 0765-24-8700 その他

1人
富山県魚津市宮津１２８８－１ 0765-24-2711 毎　週

70

システムエンジニア・プログラ
マー（未経験者対象）

35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北陸コンピュータービ
ジネス

0765-22-9207 毎　週

69

ジュエリー・アクセサリー等に使
用する部品の組立・仕上作業

59歳以下 正社員

株式会社　桑山　富山工場  魚津市 土日他

68

管理スタッフ 44歳以下 正社員

株式会社　美来  魚津市 他
1人

富山県魚津市吉島２－１－１

 魚津市 水他
3人

富山県魚津市湯上５１６ 0765-24-6330 その他

1人
富山県魚津市湯上５１６ 0765-24-6330 その他

67

木造住宅の営業 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

野島建設　株式会社

0765-52-1352 毎　週

66

現場監督 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

野島建設　株式会社  魚津市 日祝他

65

教習指導員 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

学校法人　富山県自動車学園　黒
部自動車学校

 黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市犬山５４番地
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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　３月　６日　～　３月　１０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。

83人 郵便局
(1)8時20分～17時20分 148,800円～148,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時35分～19時35分 34人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
日額　2,600円まで 84人
年2回（前年度実績） 16040- 1418231

19人 金属素形材製品製造業
(1)8時15分～17時00分 190,000円～400,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形・その他

実費支給（上限なし） 拠出
19人

年2回（前年度実績）300,000円～700,000円 16040- 1421631
6人 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く）

(1)8時00分～17時00分 190,000円～220,000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　31,600円まで 70人
年2回（前年度実績）10,000円～400,000円 22040- 1852831

11,052人 他に分類されない事業サービス業

(1)8時30分～17時30分 215,000円～325,000円
雇用期間の定めなし 2,968人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
11,900人

27020-18873931
11,052人 他に分類されない事業サービス業

(1)8時30分～17時30分 215,000円～325,000円
雇用期間の定めなし 2,968人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
11,900人

27020-18902931
1人 化学製品卸売業

260,000円～340,000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 57人
年2回（前年度実績） 13070-17532231

13人 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

180,000円～242,000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）
又は9時30分～19時40分 月額　25,000円まで 45人

年2回（前年度実績）80,000円～320,000円 16010- 5748631
13人 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

200,000円～330,000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）
又は9時30分～19時40分 月額　25,000円まで 45人

年2回（前年度実績）80,000円～320,000円 16010- 5752431
170人 病院

(1)8時00分～17時00分 200,000円～281,900円
雇用期間の定めなし (2)16時30分～8時30分 135人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 170人
年2回（前年度実績） 16040- 1379231

47人 一般貨物自動車運送業
(1)8時30分～17時30分 185,000円～197,600円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時00分 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 56人
年2回（前年度実績）100,000円～150,000円 16040- 1380731

19人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時55分 180,000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　17,000円まで 19人
年2回（前年度実績） 16040- 1381331

39人 建物サービス業
(1)8時00分～16時00分 230,000円～240,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～16時00分 19人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 49人
年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16040- 1383931

55人 非鉄金属素形材製造業
(1)8時00分～16時15分 233,850円～360,050円

雇用期間の定めなし (2)16時00分～0時15分 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時00分～8時15分 実費支給（上限あり）
月額　12,500円まで 55人
年2回（前年度実績）1,100,000円～1,680,000円 16040- 1384131

13人 板金・金物工事業
(1)7時45分～17時00分 180,000円～370,000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 13人
年2回（前年度実績） 16040- 1388531

13人 板金・金物工事業
(1)7時45分～17時00分 180,000円～370,000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 13人
年2回（前年度実績） 16040- 1389431

13人 板金・金物工事業
(1)7時45分～17時00分 160,000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　7,200円まで 13人
年2回（前年度実績） 16040- 1390631

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市沓掛字道上割３２５
９－１８

0765-54-2100 その他

2人
富山県黒部市沓掛字道上割３２５
９－１８

0765-54-2100 その他

96

金属加工補助 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　経塚組

0765-54-2100 その他

95

建築板金工 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　経塚組  黒部市 日他

94

施工管理（建築板金、建築塗装） 40歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　経塚組  黒部市 日他
1人

富山県黒部市沓掛字道上割３２５
９－１８

 黒部市 他
3人

富山県黒部市天神新８番地 0765-52-1111 その他

1人
富山県黒部市宇奈月温泉２２３ 0765-62-1603 その他

93

製造職【３交替勤務】 44歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ＪＸ金属三日市リサイクル　株式
会社

0765-24-5615 その他

92

業務管理補佐 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

北日本タスク　株式会社  黒部市 他

91

マシンオペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

アイ・ディック　株式会社  魚津市 日他
1人

富山県魚津市宮津２６５

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市荻生５８８－１ 0765-52-5752 その他

1人
富山県黒部市荻生８２１ 0765-54-5400 その他

90

事務職 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

荻生運輸倉庫　株式会社

076-422-2911 その他

89

正看護師・准看護師（病棟業務） 69歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　一志会　池田リハ
ビリテーション病院

 黒部市 他

88

販売スタッフ（魚津店） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　太陽スポーツ  魚津市 他
1人

富山県富山市黒瀬北町１－７－７

 魚津市 他
1人

富山県富山市黒瀬北町１－７－７ 076-422-2911 その他

1人
東京都渋谷区広尾１－４－８ 03-3444-0233 その他

87

販売スタッフ（魚津店） 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　太陽スポーツ

06-4709-8510 毎　週

86

【高圧・特殊ガス営業管理職】
（所長補佐）／魚津出張所

66歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

高千穂商事株式会社  魚津市 日他

85

（常派）電気設計（ソフト）技術
者

59歳以下 無期雇用派遣労働者

株式会社　スタッフサービス　大
阪第一オフィス

魚津市　他 土日祝他
2人

大阪府大阪市北区角田町８－１ 
大阪梅田ツインタワーズ・ノース

魚津市　他 土日祝他
2人

大阪府大阪市北区角田町８－１ 
大阪梅田ツインタワーズ・ノース

06-4709-8510 毎　週

1人
静岡県静岡市清水区辻１丁目１４
番２２号

054-367-0178 その他

84

（常派）生産技術者 59歳以下 無期雇用派遣労働者

株式会社　スタッフサービス　大
阪第一オフィス

0765-52-3230 その他

83

フォークリフトオペレーター／富
山営業所

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

第一倉庫　株式会社  下新川郡入
善町

日祝他

82

配管工（見習い可） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　高山鉄工所  黒部市 日他
2人

富山県黒部市沓掛４３９８

 魚津市 土日祝
1人

富山県魚津市本江字中の坪１００
７

0765-22-0300 毎　週

81

郵便窓口における引受・交付等事
務

不問 正社員以外
交替制あ
り

日本郵便株式会社　郵便事業総本
部　魚津郵便局
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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　３月　６日　～　３月　１０日に受理】
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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。

21人 機械修理業（電気機械器具を除く）

(1)8時00分～17時00分 220,000円～323,000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　15,000円まで 21人
年2回（前年度実績） 16040- 1391931

8人 その他の飲食料品小売業
(1)5時00分～14時00分 164,160円～172,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～19時00分 8人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

49,976人
年2回（前年度実績）6,000円～24,000円 17010- 7179131

9人 医薬品・化粧品等卸売業
(1)8時30分～17時15分 190,000円～225,000円

雇用期間の定めなし (2)6時30分～15時15分 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　80,000円まで 661人
年2回（前年度実績） 20020- 5162831

13人 建物サービス業
(1)6時30分～15時30分 147,220円～163,670円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時30分 4人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり）

月額　15,000円まで 223人
16040-    8130

8人 公認会計士事務所，税理士事務所

(1)9時00分～15時00分 950円～950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　20,900円まで 42人
年2回（前年度実績）10,000円～100,000円 16010- 6244031

3人 その他の飲食店
(1)17時00分～20時30分 1,000円～1,050円

雇用期間の定めなし 2人 労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 110人

16010- 5954431
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- 5963431

31人 銀行（中央銀行を除く）
(1)9時00分～17時00分 1,150円～1,150円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 20人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

4,522人
16010- 5831531

31人 銀行（中央銀行を除く）
(1)9時00分～16時00分 920円～920円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 20人 労災
実費支給（上限なし）

4,522人
16010- 5848231

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- 5639231

6人 他に分類されない小売業
(1)10時00分～14時00分 1,300円～1,300円

雇用期間の定めなし 5人 労災
実費支給（上限あり）

又は17時00分～21時00分 月額　35,000円まで 64人
年2回（前年度実績） 16010- 5714631

14人 老人福祉・介護事業
(1)8時20分～12時00分 1,058円～1,058円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～16時50分 12人 労災
なし

14人
16040- 1512031

6人 他に分類されない小売業
910円～1,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時30分～17時15分 月額　5,000円まで 6人
16040- 1513831

12人 老人福祉・介護事業
(1)9時00分～16時00分 1,100円～1,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～15時30分 11人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は8時30分～16時00分 月額　5,000円まで 12人
年2回（前年度実績）10,000円～ 16040- 1517731

8人 建物サービス業
1,000円～1,320円

雇用期間の定めなし 0人 労災
実費支給（上限あり） 厚生

又は8時00分～22時00分 月額　12,000円まで 128人
16040- 1518331

5人 老人福祉・介護事業
930円～950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15分～17時00分 月額　21,500円まで 12人
年2回（前年度実績）30,000円～50,000円 16040- 1464631

100

清掃【黒部峡谷鉄道駅舎清掃・車
内清掃】

不問 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　谷口美装 黒部市 他
10人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週

 魚津市 土日祝他
1人

長野県松本市双葉８－１０ 0263-27-6540 毎　週

1人
石川県金沢市西念３丁目１１番３
４号

076-222-9908 毎　週

99

物流職（配送業務）（魚津市） 59歳以下 正社員
交替制あ
り

鍋林　株式会社

0765-52-2819 その他

98

調理員（師）（越野荘） 不問 正社員以外
交替制あ
り

日清医療食品株式会社　近畿支店
北陸営業所

 黒部市 他

97

建設機械の整備と販売 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　黒部重機  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市沓掛４３５９－２

1

会計事務補助（魚津営業所） 不問 パート労働者

税理士法人　タックス総研  魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市新庄北町２４番２４
号

076-451-8868 毎　週

2

食器洗浄（北陸電力（株）魚津寮
内食堂）

不問 パート労働者

株式会社　ユニード  魚津市 土日祝
1人

富山県富山市八尾町舘本郷１２９
８

076-454-4513 毎　週

3

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

4

銀行内部事務全般（新川地区の支
店）

不問 パート労働者

株式会社　北陸銀行  魚津市 土日祝他
2人

富山県富山市堤町通り１－２－２
６

076-423-7111 毎　週

5

銀行内部事務（新川地区の支店） 不問 パート労働者

株式会社　北陸銀行  魚津市 土日祝他
2人

富山県富山市堤町通り１－２－２
６

076-423-7111 毎　週

6

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

7

販売職（魚津店） 不問 パート労働者
交替制あ
り

エルサカエ　富山総本店  魚津市 他
2人

富山県富山市奥田町３－１４ 076-431-3200 毎　週

8

看護師（介護士） 69歳以下 パート労働者

特定非営利活動法人　あいの風  黒部市 日
2人

富山県黒部市宇奈月町栃屋１５１
－４

0765-65-1881 毎　週

9

調理員【オープニングスタッフ】 不問 パート労働者

くろべの太陽　株式会社  黒部市 他
2人

富山県黒部市若栗２７８８番地１ 0765-52-0173 その他

10

看護師（富山型デイサービス） 不問 パート労働者

特定非営利活動法人　三樹福寿会  黒部市 日他
1人

富山県黒部市植木１９４－２ 0765-52-2121 毎　週

11

セキュリティスタッフ 18歳以上 パート労働者

株式会社　オフィスケィ黒部営業
所

 黒部市 他
2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 毎　週

12

介護職 不問 パート労働者

有限会社　愛語会  下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町椚山１３３
６ 

0765-74-8118 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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その際はあしからずご了承ください。

16人 一般貸切旅客自動車運送業

(1)6時40分～8時00分 1,714円～1,857円
雇用期間の定めなし (2)15時40分～17時50分 2人 労災

なし
16人

16040- 1469231
77人 百貨店，総合スーパー

(1)8時00分～13時00分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～17時00分 53人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　30,000円まで 1,052人

年2回（前年度実績）14,800円～95,600円 16040- 1475031
77人 百貨店，総合スーパー

910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 53人 労災

実費支給（上限あり）
又は7時00分～13時00分 月額　30,000円まで 1,052人

年2回（前年度実績）14,800円～95,600円 16040- 1476831
77人 百貨店，総合スーパー

(1)6時00分～15時00分 1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 53人 労災

実費支給（上限あり）
又は6時00分～15時00分 月額　30,000円まで 1,052人

年2回（前年度実績）14,800円～95,600円 16040- 1477231
31人 児童福祉事業

1,005円～1,201円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 31人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～18時00分 月額　55,000円まで 96人

16040- 1479431
60人 その他の食料品製造業

(1)8時00分～15時00分 908円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 28人 労災・健康

実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 60人
年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040- 1485231

51人 一般貨物自動車運送業
(1)11時00分～20時00分 1,100円～1,100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（上限あり）
月額　20,000円まで 4,963人

16040- 1490131
123人 老人福祉・介護事業

(1)8時00分～10時00分 1,250円～1,250円
雇用期間の定めなし (2)15時15分～17時15分 96人 労災

実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 280人

16040- 1492831
3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 950円～1,100円
雇用期間の定めなし (2)17時00分～20時30分 2人 労災

一定額
月額　3,000円まで 3人
年1回（前年度実績）20,000円～50,000円 16040- 1493231

1人 美容業
(1)9時00分～16時00分 910円～950円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～18時30分 1人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 1人

16040- 1502931
7人 建物サービス業

(1)8時00分～12時10分 917円～917円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 6人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　18,000円まで 93人

16040- 1424031
57人 行政機関

(1)9時00分～15時30分 920円～920円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 25人 公災

実費支給（上限なし）
53,274人

16040- 1427531
57人 行政機関

(1)9時00分～15時30分 920円～920円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 25人 公災

実費支給（上限なし）
53,274人

16040- 1428431
113人 百貨店，総合スーパー

(1)6時00分～15時00分 1,030円～1,130円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)7時00分～16時00分 83人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は6時00分～16時00分 月額　72,450円まで 4,557人

年2回（前年度実績）0円～80,000円 16040- 1430931
1人 耕種農業

(1)8時00分～17時00分 1,100円～1,100円
雇用期間の定めなし (2)7時00分～16時30分 0人 労災

(3)5時00分～14時00分 実費支給（上限あり）
月額　3,000円まで 2人

16040- 1433831
12人 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業

(1)9時00分～16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　3,000円まで 12人

16040- 1434231

13

スクールバス運転手 不問 パート労働者

朝日観光バス　株式会社  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市宇奈月町浦山７０８
４－４

0765-65-7766 毎　週

14

日配食品スタッフ（マックスバ
リュ黒部コラーレ前店）

不問 パート労働者

マックスバリュ北陸　株式会社
マックスバリュ黒部コラーレ前店

 黒部市 他
1人

富山県黒部市植木７７１番１ 0765-54-3522 その他

15

お惣菜スタッフ（マックスバリュ
黒部コラーレ前店）

不問 パート労働者

マックスバリュ北陸　株式会社
マックスバリュ黒部コラーレ前店

 黒部市 他
1人

富山県黒部市植木７７１番１ 0765-54-3522 その他

16

水産スタッフ【経験者】（マック
スバリュ黒部コラーレ前店）

不問 パート労働者

マックスバリュ北陸　株式会社
マックスバリュ黒部コラーレ前店

 黒部市 他
1人

富山県黒部市植木７７１番１ 0765-54-3522 その他

17

保育士 不問 パート労働者

社会福祉法人　新川児童福祉会
かづみ認定こども園

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉島１３２ 0765-22-6351 毎　週

18

学校給食配送員 不問 パート労働者

石川製麺　株式会社  魚津市 他
1人

富山県魚津市大海寺野６２１ 0765-24-5511 その他

19

仕分け作業員（フルタイムパー
ト）

不問 パート労働者

トナミ運輸株式会社　黒部営業所  黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市沓掛字道上割２００
０－１７

0765-54-1113 毎　週

20

送迎運転手 不問 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

日他
1人

富山県下新川郡入善町小杉　６４ 0765-78-2500 その他

21

ホールスタッフ 不問 パート労働者

黄鶴楼  下新川郡入
善町

水他
2人

富山県下新川郡入善町青木９２８
－１

0765-74-2002 毎　週

22

エステティシャン補助 不問 パート労働者

エステスタジオ　ルーシャン  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市植木１６４ 0765-52-5235 毎　週

23

清掃作業 不問 パート労働者

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 土日祝他
1人

富山県黒部市荒俣１８８２番地１ 0765-56-9730 毎　週

24

事務補助 不問 パート労働者

魚津税務署  魚津市 土日祝他
4人

富山県魚津市新金屋１－１２－３
１（魚津合同庁舎内）

0765-24-1370 毎　週

25

事務補助 不問 パート労働者

魚津税務署  魚津市 土日祝他
2人

富山県魚津市新金屋１－１２－３
１（魚津合同庁舎内）

0765-24-1370 毎　週

26

ベーカリー担当 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ＰＬＡＮＴ（ＳＵＰＥ
Ｒ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ黒

 黒部市 他
1人

富山県黒部市立野１７５番１ 0765-55-1300 毎　週

27

野菜の生産管理、収穫、箱詰め等 不問 パート労働者

ヒロタクファーム  下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町高畠３５３
－２

090-9762-
5516

毎　週

28

組立 不問 パート労働者

ＢＨ電装  黒部市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉野５３７－２ 0765-24-7433 毎　週
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60人 その他の食料品製造業
(1)7時00分～16時00分 908円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 28人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 60人
年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040- 1437731

3人 障害者福祉事業
(1)22時00分～7時00分 559円～559円

雇用期間の定めなし 2人 労災・その他
なし

52人
16040- 1445731

32人 障害者福祉事業
910円～960円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 26人 雇用・労災・健康・厚生
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 52人
16040- 1446331

6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 6人 労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 200人

16040- 1450831
2人 建物サービス業

(1)5時00分～8時00分 950円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)6時00分～9時00分 2人 労災

(3)7時00分～10時00分 実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 223人

16040- 1453431
30人 建物サービス業

(1)9時30分～14時30分 950円～1,000円
雇用期間の定めなし 20人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 223人

16040- 1455331
8人 建物サービス業

(1)8時00分～12時15分 910円～980円
雇用期間の定めなし 8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 223人

16040- 1456631
4人 各種食料品小売業

(1)10時15分～15時00分 920円～920円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 4人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
185人

16040- 1459031
11人 各種食料品小売業

(1)8時00分～16時00分 920円～920円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,400円まで 185人

16040- 1460531
8人 建物サービス業

(1)9時00分～16時00分 920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（上限あり）
月額　12,000円まで 128人

16040- 1463331
47人 郵便局

(1)6時50分～12時35分 1,010円～1,010円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 29人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　2,600円まで 191,000
年2回（前年度実績）192,047円～192,047円 16040- 1393031

170人 病院
(1)8時00分～13時30分 1,100円～1,200円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～15時30分 135人 雇用・労災
(3)10時00分～14時00分 実費支給（上限あり）

月額　20,000円まで 170人
16040- 1396531

29人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 1,030円～1,330円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 24人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
170人

16040- 1397431
8人 建物サービス業

(1)8時00分～12時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 3人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 200人

16040- 1399331
4人 一般診療所

(1)8時45分～12時45分 1,000円～1,100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 4人

16040- 1400231
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～12時00分 950円～1,000円
雇用期間の定めなし 51人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 269人
年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040- 1406931

29

ルート配送員 不問 パート労働者

石川製麺　株式会社  魚津市 水日他
1人

富山県魚津市大海寺野６２１ 0765-24-5511 毎　週

30

宿直員 18歳以上 パート労働者

社会福祉法人　くろべ福祉会  黒部市 土日祝他
3人

富山県黒部市吉田７４５－３ 0765-56-7284 毎　週

31

生活支援員 不問 パート労働者

社会福祉法人　くろべ福祉会  黒部市 土日祝他
3人

富山県黒部市吉田７４５－３ 0765-56-7284 毎　週

32

清掃スタッフ／黒部市（急募！） 不問 パート労働者

株式会社　美来  黒部市 土日他
1人

富山県魚津市吉島２－１－１ 0765-22-9207 毎　週

33

日常清掃【黒部川水力センター】 不問 パート労働者

株式会社　谷口美装  黒部市 土日祝
2人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週

34

清掃【宇奈月グランドホテル】 不問 パート労働者

株式会社　谷口美装  黒部市 他
8人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週

35

清掃員【あさひ総合病院】 不問 パート労働者

株式会社　谷口美装  下新川郡朝
日町

日祝
2人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 その他

36

対面サービス 不問 パート労働者

株式会社　エッセン  黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市中新７１－１ 0765-52-5260 毎　週

37

調理員・対面サービス 不問 パート労働者

株式会社　エッセン  黒部市 土日他
2人

富山県黒部市中新７１－１ 0765-52-5260 毎　週

38

総合事務スタッフ 不問 パート労働者

株式会社　オフィスケィ黒部営業
所

 黒部市 土日祝他
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 毎　週

39

荷物の集荷・配達 不問 パート労働者

日本郵便株式会社　郵便事業総本
部　黒部郵便局

 黒部市 他
1人

富山県黒部市三日市３９９３ 0765-52-0300 なし

40

調理員（調理補助） 不問 パート労働者
交替制あ
り

医療法人社団　一志会　池田リハ
ビリテーション病院

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市荻生８２１ 0765-54-5400 毎　週

41

介護職員 不問 パート労働者

社会福祉法人　魚津市社会福祉協
議会

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市新金屋２丁目１３－
２６

0765-22-8388 毎　週

42

清掃スタッフ 不問 パート労働者

株式会社　美来  魚津市 土日祝他
2人

富山県魚津市吉島２－１－１ 0765-22-9207 毎　週

43

医療事務兼看護助手 不問 パート労働者

こいずみクリニック  黒部市 日祝
1人

富山県黒部市牧野７８０－１ 0765-56-6006 その他

44

建材部品の運搬 59歳以下 パート労働者

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

0765-52-1330 毎　週
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3人 園芸サービス業
(1)9時00分～16時00分 950円～950円

雇用期間の定めなし 2人 その他
一定額
日額　200円まで 3人

16040- 1416031
45人 海面漁業

(1)8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00分 1人 労災

なし
45人

年2回（前年度実績）100,000円～100,000円 16040- 1419531
24人 その他の化学工業

(1)9時00分～17時00分 908円～960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　10,000円まで 24人
年2回（前年度実績）50,000円～ 16040- 1422931

24人 その他の化学工業
(1)9時00分～17時00分 908円～960円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～16時00分 16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～17時00分 月額　10,000円まで 24人

年2回（前年度実績）50,000円～ 16040- 1423131
6人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～16時30分 930円～930円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 6人 労災

(3)12時30分～16時30分 実費支給（上限あり）
月額　6,000円まで 8人

16040- 1376131
25人 水産食料品製造業

910円～950円
雇用期間の定めなし 21人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～16時55分 月額　10,000円まで 28人

年2回（前年度実績）10,000円～20,000円 16040- 1378831
9人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～12時30分 1,100円～1,100円
雇用期間の定めなし 9人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 9人

16040- 1382631
70人 その他の飲食料品小売業

(1)7時30分～15時30分 910円～1,060円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時30分～16時00分 50人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　36,780円まで 4,400人

16020- 3582731
1人 その他の飲食料品小売業

950円～1,000円
雇用期間の定めなし 0人 労災

実費支給（上限あり）
又は7時00分～13時00分 月額　10,000円まで 33人

16070-  873431
5人 燃料小売業

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は5時30分～22時30分 月額　20,000円まで 164人

年2回（前年度実績）10,000円～30,000円 17010- 7276131

45

チューリップ球根の掘取・収穫・
除根作業、温室内作業

不問 パート労働者

高木園芸  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市三ケ２８１２ 0765-24-4525 その他

46

事務 不問 パート労働者

魚津水産株式会社  魚津市 日祝
1人

富山県魚津市本町一丁目２番２３
号

0765-22-2150 その他

47

品質検査 不問 パート労働者

有限会社　エヌエイチワイ  下新川郡朝
日町

日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町舟川新１２
８－１

0765-82-2626 その他

48

箱詰及び袋詰め作業・検品作業 不問 パート労働者

有限会社　エヌエイチワイ  下新川郡朝
日町

日祝他
2人

富山県下新川郡朝日町舟川新１２
８－１

0765-82-2626 その他

1人
富山県滑川市上小泉２１８３番地 076-475-0341 毎　週

50

袋詰・箱詰作業員 64歳以下 パート労働者

株式会社　四十物昆布  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市生地中区３３９－５ 0765-57-0321 毎　週

51

介護職 不問 パート労働者

変形
（1ヶ月

アルビス　株式会社  黒部市 他
2人

富山県射水市流通センター水戸田
３－４

0766-56-7200 毎　週

49

介護職【富山型デイサービス　カ
エルの子】

不問 パート労働者

特定非営利活動法人　ゆきあかり
 

 下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県下新川郡朝日町草野１１８
番地３

0765-83-2216 毎　週

53

配達業務（黒部配送センター） 不問 パート労働者

株式会社　サンフーズ  黒部市 水土日他

特定非営利活動法人　ありそ  下新川郡朝
日町

土日他
1人

富山県黒部市荒俣６６ 090-8268-
0928

毎　週

54

セルフガソリンスタンド店員（セ
ルフ朝日店）

不問 パート労働者

カナショク　株式会社  下新川郡朝
日町

他
2人

石川県金沢市南森本町ロ９８ 076-257-2545 毎　週

52

アルビス黒部店　長時間パート
販売職

不問 パート労働者
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