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清掃 商業施設 清掃業務(港町） 8：30～10：00 2 3-4 /週 管理 魚津市 魚津市役所 宿日直
① 17:30～翌8：30
② 8：30～17：30

4 2-3 /週

清掃 測量会社 清掃業務（上村木） 8：00-11：30 2 1 /週 管理 魚津市 横枕浄配水場の宿日直
宿 17:00～翌8：30
日   8：30～17：00

4 2-3 /週

清掃 建設会社 清掃業務（三ケ） 8：00-10：00 1 5 /週 管理 魚津市教育委員会 魚津水族館夜間管理 17:00-翌8：30 3 2-3 /週

清掃 食品製造会社 清掃（大光寺） 8：00-12：00 1 5 /週 管理 福祉関係　Ａ 老人施設夜間管理(友道） 17：30～翌8：30 3 2-3 /週

清掃 スーパー 食器等洗浄（江口） 15：00-17：00 1 4-5 /週 管理 福祉関係　Ａ 老人施設夜間管理(大光寺） 17：15～翌8：15 3 2-3 /週

清掃 車両整備 清掃業務（川縁）
8：00-11：00 or
8：30-11：30

2 2-3 /週 管理 福祉関係　Ａ 老人施設夜間管理(大光寺） 18：30～翌7：30 3 2-3 /週

清掃 製造業 清掃業務（宮津）
8：30-11：30　or
13：30-16：30

2 2-3 /週 管理 福祉関係　Ａ 老人施設夜間管理（新金屋） 19：00～翌7：30 3 2-3 /週

清掃 観光ホテル 浴場清掃 10：00-15：00 1 3-4 /週 管理 福祉関係　Ａ 老人施設宿直業務（片貝） 19：30～翌7：00 3 2-3 /週

除草 魚津市 公園施設除草
9：00-14：45
8：30-14：00

40 3-4 /週 管理 福祉関係　Ｂ 老人施設夜間管理（友道） 17：30～翌8：30 3 2-3 /週

除草 富山県文化振興財団 新川文化ホール除草 8：30-15：30 4 3 /週 管理 福祉関係　Ｃ 老人施設夜間管理（北鬼江） 17：00～翌9：00 3 2-3 /週

除草
公共・企業・一般家
庭

手取り除草
8：00-16：00

自由裁量
/週 管理 福祉関係　Ｃ 老人施設夜間管理（仏田） 17：00～翌8：30 3 2-3 /週

草刈 公共・企業・一般家庭刈払機除草 8：00-16：00 20 /週 管理 運送業　A ドライバー点呼業務 早朝4：30-7：30 2 3-4 /週

剪定 公共・企業・一般家庭樹木剪定・伐採・雪吊り 8：00-16：00 23 /週 管理2 魚津市 市営駐輪場（自転車）整理 6：45-9：00 3 3-4 /週

運搬
公共・企業・一般家
庭

草や剪定屑の運搬作業 必要の都度 3 /週 管理2 魚津市 市庁舎駐車場管理 7：00-8：30 2 2 /週

散布 公共・企業・一般家庭樹木薬剤散布 必要の都度 8 /週 受付 体育協会 総合体育館受付業務（本江） 17：30～21：30 2 1 /週

イベ 公共・企業・一般家庭
搬入出作業（会場・イベント
設営）

必要の都度 /週 受付 体育協会
桃山公園夜間管理（大海寺
新）

17：30～21：30 3 2-3 /週

清掃 公共・企業・一般家庭
臨時的な清掃（アパート・個
人宅）

必要の都度 /週 受付 施設管理公社 パークゴルフ場受付（三ケ） 8：30～17：15 3 2 /週

障子 公共・企業・一般家庭障子・襖張替え 8：30-15：30 6 /週 窓口他 施設管理公社
ミラージュランドチケット販
売

8：30～17：15 3 - /週

筆耕
公共・企業・一般家
庭

筆耕関係（宛名・賞状書き） 依頼の都度・自由裁量 /週 案内他 施設管理公社 埋没林博物館案内係 8：30～17：15 2 - /週

この一覧は、センター会員の「主な継続した就業先」であり、短期の仕事は含まれていません。 案内他 魚津市
しんきろうロードでの観光案
内・清掃

9：00-16：00 3 不定 /週

現在、会員が働いておられる仕事先一覧です。募集状況についてはお尋ねください。 調査 調査会社 公的機関の開示情報転記 AM中 1 1 /週

調査 空き家管理 写真撮影・目視確認 自由裁量 1 2-3 /月

車両 福祉関係　Ａ デイサービス送迎（大光寺）
8：15～9：15

16：00～17：00
5 5 /週

車両 福祉関係　Ａ デイサービス送迎（経田）
8：20～9：20

15：50～16：50
1 5 /週

車両 福祉関係　Ａ デイサービス送迎（片貝）
8：20～9：20

15：50～16：50
1 2-3 /週

車両 福祉関係　Ａ デイサービス送迎（住吉）
8：15～9：15

16：00～17：00
1 5 /週
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車両 福祉関係　Ｂ デイサービス送迎（友道）
8：30～9：30
16：30～17：30

5 4-5 /週 清掃 魚津市 横枕浄配水場の清掃 8：30-12：00 1 1 /週

車両 福祉関係　Ｃ デイサービス送迎（仏田）
8：20～9：20
16：15～17：15

1 4-5 /週 清掃 魚津市教育委員会 地区公民館13館清掃 主に8：30-12：00 18 1～3 /週

車両 福祉関係　Ｄ デイサービス送迎（吉島）
8：15～9：30
15：45～17：00

2 4-5 /週 清掃 魚津市教育委員会 埋没林博物館清掃 8：30-15：00他 7 2-4 /週

車両 福祉関係　Ｄ デイサービス送迎（大町）
8：15～9：30
15：45～17：00

1 4-5 /週 清掃 魚津市教育委員会 市立図書館清掃
① 7：30-12：00
② 13：30-16：30他

4 4 /週

運搬 建材会社
富山~高岡への製品運送（川
縁）

概ね8：30-17：00 2 2-3 /週 清掃 魚津市教育委員会 市役所第一分庁舎の清掃 8:00-11:00 1 3 /週

運搬 燃料会社 呉東地区での配送 おおむね午前中 1 2-3 /週 清掃 魚津市教育委員会 旧小学校体育館トイレ清掃 自由裁量（約1H/回） 2 1-2 /週

配布 魚津市 広報うおづ　仕訳・配送 月に１度、エリア別 15 1 /月 清掃 魚津市教育委員会 片貝山荘の清掃 自由裁量（約2H/回） 1 1 /月

配布 放送会社 ＴＶ番組表配布
月に１度、エリア別
期間内で自由裁量

30 1 /月 清掃 体育協会
トイレ清掃（天神山グラウン
ド）

自由裁量（約1.5H/回） 1 1 /週

軽作業 魚津市・民間企業 埋蔵文化財発掘調査 9：00-16：30 不定期 /週 清掃 体育協会 体育施設清掃(本江）
8：30-10：30　or

8：30-11：30
2 3-4 /週

軽作業 福祉関係　Ｂ
老人施設でのエアコン清掃
（友道）

やや自由裁量 1 2-3 /週 清掃 体育協会 体育施設清掃(北鬼江）
①8：30-12：00
②13：00-17：00

4 3-4 /週

軽作業 建材会社 資材加工・管理（大海寺野）
8：10-12：00
8：30-12：00

1 5 /週 清掃 福祉関係　Ａ 建物清掃（本江） 15：00～16：00 1 2 /週

軽作業 食品製造会社 食品製造補助（大海寺野） 9：00-15：00 1 4 /週 清掃 福祉関係　Ａ 老人福祉施設清掃（大光寺）
8：00-11：30 or
8：30-12：00

5 3-4 /週

軽作業 ガス会社 給ガス業務（北鬼江）
 12：00-16：00

 16：00-19：00　他
4 4 /週 清掃 福祉関係　Ｂ

①老人施設清掃
②洗濯物整理

① 7：45～12：00
② 12：30～14：30

9 3-4 /週

軽作業 電機会社 容器洗浄（青柳） 8：30～12：30 3 3-4 /週 清掃 福祉関係　Ｃ 福祉施設（新金屋） AM　2Ｈ 1 2 /週

軽作業 ゴルフ施設 環境整備（小川寺） 7：30-11：30 2 4 /週 清掃 福祉関係　Ｃ デイ施設清掃（吉島） 13：30～17：00 2 3-4 /週

軽作業 建設会社 車両点検 自由裁量 1 1 /週 清掃 福祉関係　Ｃ デイ施設除菌（吉島） 16：30～17：30 2 3-4 /週

軽作業 リサイクル会社 資源ゴミ分別
①　8：00-12：00
② 13：00-17：00

2 5 /週 清掃 福祉関係　Ｃ デイ施設清掃（本町） 14：00～17：00 2 3 /週

軽作業 林業 樹木の育成・出荷作業 7：30-12：00 2 5 /週 清掃 福祉関係　Ｄ 老人施設清掃（仏田） 9：00～13：00 2 3 /週

配膳等 福祉施設　A 朝食の配膳・見守り（大光寺） 6：30～8：30 1 3-4 /週 清掃 設計会社 社屋清掃（釈迦堂）
①8：15-11：45
②13：00-17：00

5 3-5 /週

調理等 福祉施設　B 介護職（配膳等） 6：00～9：30 1 3-4 /週 清掃 ガス会社 清掃業務（北鬼江） 8：00-12：00 2 2-3 /週

清掃 魚津市 魚津市役所 庁舎清掃 7:30-11:30　(3.5H） 3 3-4 /週 清掃 ガス会社 清掃業務（北鬼江） 8：00～10：00 1 3 /週

清掃 魚津市 魚津市役所 庁舎除菌
8：15-11：45
13：00-16：30

4 2-3 /週 清掃 製造会社 清掃業務（西尾崎） 8：30-12：00 1 1 /週

清掃 魚津市 市立保育園 除菌 13：30-14：30 10 2-3 /週 清掃 飲食業 清掃業務（駅前新町） 午前中2時間 2 3 /週

清掃 魚津市 魚津駅地下道の清掃 自由裁量（朝方２H） 1 4 /週 清掃 電工会社 清掃業務（宮津） 8：00-11：00 1 1 /週

清掃 魚津市 市道地下道の清掃 自由裁量（約2.5H/回） 1 3 /週 清掃 企業～個人 アパート清掃
月に１～２回、

エリア別　自由裁量
多 /週

清掃 魚津市 魚津市第二分庁舎の清掃 7：30-11：00 1 3 /週 清掃 建設会社 清掃（港町） 8：00-12：00 1 2 /週
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