
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

13人 配達飲食サービス業
(1)10時30分～19時30分 225,000円～265,000円

雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生・その他

(3)13時00分～22時00分 実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 935人
年2回（前年度実績） 01020-12634111

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 187,440円～187,440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 30人

16040- 5508311
2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） 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 6人

16040- 5509611
2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） 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 6人

16040- 5510811
2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） 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 6人

16040- 5511211
2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 6人

16040- 5512511
2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 6人

16040- 5513411
2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 6人

16040- 5514011
28人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 176,000円～341,000円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生

なし
30人

年2回（前年度実績） 16040- 5515311
12人 歯科診療所

(1)8時30分～17時30分 180,000円～310,000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）
月額　10,000円まで 12人
年2回（前年度実績） 16040- 5516611

4人 歯科診療所
(1)10時15分～19時15分 213,700円～243,400円

雇用期間の定めなし (2)9時15分～18時15分 4人 雇用・労災・その他
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040- 5517911

9人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)3時30分～12時00分 170,000円～200,000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）
46人

年2回（前年度実績） 16040- 5518111
15人 自動車小売業

(1)9時30分～18時30分 173,700円～222,800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
月額　100,000円まで 375人
年2回（前年度実績） 17010-25460011

15人 自動車小売業
(1)9時30分～18時30分 177,700円～243,600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
月額　100,000円まで 375人
年2回（前年度実績） 17010-25470611

10人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時30分～17時30分 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～8時29分 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　30,000円まで 224人
年3回（前年度実績） 16010-21888811

2人 労働者派遣業
(1)8時00分～17時00分 194,206円～219,537円

雇用期間の定めなし (2)16時45分～0時45分 0人 雇用・労災・健康・厚生
(3)0時30分～8時30分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 80人
16020-13182411

 黒部市 日祝他
1人

富山県高岡市大坪町３丁目７－４
０　大坪ビル４Ｆ

0766-24-8413 その他

2人
富山県富山市稲荷元町１丁目１－
１１

076-433-6171 その他

16

ホース製造業務【トヨックス】 18歳以上 無期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　ステップ

076-225-8111 毎　週

15

設備管理 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　日本空調北陸  黒部市　他 他

14

整備士（富山県） 不問 正社員以外

株式会社　ホンダ四輪販売北陸  魚津市　他 火水他
2人

石川県金沢市大豆田本町甲５６０

 魚津市　他 火水他
2人

石川県金沢市大豆田本町甲５６０ 076-225-8111 毎　週

1人
富山県黒部市生地中区３６５ 0765-57-0101 毎　週

13

営業スタッフ（富山県） 不問 正社員以外

株式会社　ホンダ四輪販売北陸

0765-24-2181 毎　週

12

鮮魚セリ、冷蔵庫管理 18歳～44歳 正社員
変形（1
年単位）

くろべ漁業協同組合  黒部市 水日他

11

歯科衛生士 35歳以下 正社員
交替制あ
り

せき矯正歯科医院  魚津市 月金祝他
1人

富山県魚津市上村木１－１４－３
１

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市本江１３０９－１４ 0765-32-5585 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町上野１１７
４７

0765-72-3056 その他

10

受付・歯科助手 59歳以下 正社員

医療法人社団ＴＤＯ（ほんごう歯
科診療室）

0765-32-4021 毎　週

9

型枠工、又は見習い 69歳以下 正社員
変形（1
年単位）

吉原建設　株式会社  下新川郡入
善町

日他

8

電気配線（制御盤組立、機械配
線）

不問 正社員

株式会社　Ｄ－Ｆａｃｔｏｒｙ  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町泊２６０

 下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町泊２６０ 0765-32-4021 毎　週

1人
富山県下新川郡朝日町泊２６０ 0765-32-4021 毎　週

7

機械組立 不問 正社員

株式会社　Ｄ－Ｆａｃｔｏｒｙ

0765-32-4021 毎　週

6

機械設計 不問 正社員

株式会社　Ｄ－Ｆａｃｔｏｒｙ  下新川郡朝
日町

土日祝他

5

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

不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　エムテックス宝田  黒部市 日他

1人
富山県下新川郡朝日町泊２６０

 下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町泊２６０ 0765-32-4021 毎　週

1人
富山県下新川郡朝日町泊２６０ 0765-32-4021 毎　週

0138-31-0141 毎　週

【先週１週間　　１１月　２２日～　１１月　２６日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

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

0765-57-0117 その他

3

機械設計 不問 正社員以外

株式会社　Ｄ－Ｆａｃｔｏｒｙ  下新川郡朝
日町

土日祝他

2

（請）ゴム製品製造（黒部市）

1

宅配ピザ店　エリアマネージャー
候補（北陸エリア）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　テンフォー

1人
富山県黒部市生地中区５８

 魚津市 他
1人

北海道函館市柏木町２４番１９号

℡ 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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50人 一般土木建築工事業
(1)8時30分～17時30分 350,000円～550,000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 325人
年2回（前年度実績）0円～500,000円 15010-36700711

3人 洗濯業
(1)8時00分～17時00分 210,000円～240,000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 54人
年2回（前年度実績） 16010-21824411

14人 金属被覆・彫刻業，熱処理業（ほうろう鉄器を除く）

(1)8時00分～17時00分 205,000円～240,000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　10,000円まで 15人
年1回（前年度実績） 16040- 5495611

6人 清涼飲料製造業
(1)8時00分～17時00分 171,200円～222,560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 6人

16040- 5496911
12人 経済団体

(1)8時30分～17時15分 150,000円～170,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時30分～19時15分 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 23人
年2回（前年度実績） 16040- 5481811

12人 経済団体
(1)8時30分～17時15分 150,000円～170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時30分～19時15分 11人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 23人
年2回（前年度実績） 16040- 5482211

27人 老人福祉・介護事業
(1)8時00分～17時00分 165,000円～200,000円

雇用期間の定めなし (2)17時00分～10時00分 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 50人
年2回（前年度実績） 16040- 5483511

2人 海面漁業
(1)2時00分～10時00分 200,000円～350,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
なし

2人
年1回（前年度実績）50,000円～50,000円 16040- 5489111

6人 塗装工事業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 6人

16040- 5491511
6人 塗装工事業

(1)8時00分～17時00分 270,000円～390,000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　25,000円まで 6人

16040- 5492411
16人 自動車小売業

(1)9時30分～18時30分 1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 2人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時30分～18時30分 月額　150,000円まで 375人

年2回（前年度実績）10,000円～30,000円 17010-25455911
30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～16時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし 15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- 5505511
30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 900円～1,000円
雇用期間の定めなし 15人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 30人

16040- 5506411
400人 市町村機関

(1)9時00分～14時30分 878円～878円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 200人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
400人

16040- 5507011
1人 建物サービス業

(1)7時00分～16時00分 877円～877円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0人 労災

実費支給（上限あり）
月額　4,000円まで 140人

17080- 8837011
19人 児童福祉事業

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 19人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時00分 月額　13,400円まで 19人

年1回（前年度実績） 16040- 5497111

0765-78-2280 その他

26

土木施工管理技士 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ツーライン  下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町舟見２４８
９

 下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町舟見２４８
９

0765-78-2280 その他

1人
富山県下新川郡朝日町境２５－１ 0765-83-1900 その他

25

土木作業員 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ツーライン

0765-22-8938 毎　週

24

漁師 18歳以上 正社員

株式会社　大徳漁業  下新川郡朝
日町

他

23

看護職 18歳～64歳 正社員
交替制あ
り

八光エステイト　有限会社  魚津市 他
1人

富山県魚津市本江１０３０番地

 黒部市 他
1人

富山県黒部市若栗３２１２－１ 0765-57-2850 その他

1人
富山県黒部市若栗３２１２－１ 0765-57-2850 その他

22

観光業務全般（予約関係） 不問 正社員以外
交替制あ
り

一般社団法人　黒部・宇奈月温泉
観光局

0765-72-4452 その他

21

観光業務全般 不問 正社員以外
交替制あ
り

一般社団法人　黒部・宇奈月温泉
観光局

 黒部市 他

20

生産職 不問 正社員以外
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

 黒部市 土日他
1人

富山県黒部市前沢堂田１９４７番
地１

0765-54-0526 毎　週

1人
富山県富山市西二俣９１４ 076-434-0038 その他

19

配送業務、熱処理作業一般 40歳以下 正社員

有限会社　中谷熱処理技研

025-244-7311 毎　週

18

集配 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　淀川ランドリー  黒部市 他

17

土木技術者（現場経験者・黒部
市）

64歳以下 正社員

株式会社　エムエーシー　新潟事
務所

 黒部市 土日祝他
3人

新潟県新潟市中央区東大通２－２
－９－７０８

1

自動車ディーラーでの受付・事務
アルバイト（富山県）

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　ホンダ四輪販売北陸  魚津市　他 火水他
2人

石川県金沢市大豆田本町甲５６０ 076-225-8111 毎　週

2

ゴム製品製造（自社）９：００～
１６：００

不問 パート労働者

有限会社　エムテックス宝田  黒部市 日他
1人

富山県黒部市生地中区５８ 0765-57-0117 毎　週

3

ゴム製品製造（自社）９：００～
１２：００

不問 パート労働者

有限会社　エムテックス宝田  黒部市 日他
1人

富山県黒部市生地中区５８ 0765-57-0117 毎　週

4

事務補助員 不問 パート労働者

魚津市役所  魚津市 土日祝
2人

富山県魚津市釈迦堂１丁目１０－
１

0765-23-1020 毎　週

5

常駐警備（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 土日祝他
1人

石川県野々市市堀内３－４０ 076-248-6601 毎　週

6

保育補助 不問 パート労働者

宗教法人　華王寺　川原保育園  魚津市 土日祝他
2人

富山県魚津市双葉町４－３ 0765-22-0543 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　　１１月　２２日～　１１月　２６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。

24人 旅館，ホテル
(1)11時00分～15時00分 950円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～21時00分 5人 労災
実費支給（上限あり）
日額　1,090円まで 39人

16040- 5498711
33人 旅館，ホテル

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

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 15,600人
年2回（前年度実績） 16040- 5499811

7人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)3時00分～7時00分 1,500円～1,500円
雇用期間の定めなし 1人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 26人

16040- 5500911
8人 その他の食料品製造業

900円～1,125円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 5人 労災

なし
又は8時00分～13時00分 8人

16040- 5501111
83人 郵便局

(1)9時00分～14時45分 900円～900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）
日額　2,600円まで 150,000

16040- 5484411
27人 老人福祉・介護事業

(1)8時00分～16時30分 1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)17時00分～10時00分 13人 労災

(3)8時00分～13時00分 実費支給（上限なし）
50人

年2回（前年度実績）5,000円～50,000円 16040- 5485011
83人 郵便局

(1)8時00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） 28人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　2,600円まで 150,000

16040- 5486311
83人 郵便局

(1)12時00分～19時45分 1,000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）
日額　2,600円まで 150,000

16040- 5487611
8人 建物サービス業

(1)7時30分～12時00分 880円～880円
雇用期間の定めなし 8人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 223人

16040- 5488911
50人 旅館，ホテル

(1)9時00分～18時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 21人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 50人

16040- 5490211
19人 再生資源卸売業

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 労災

なし
又は8時00分～16時30分 19人

16040- 5494311

7

料飲サービス 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ホテルアクア黒部  黒部市 他
2人

富山県黒部市天神新３５３－１ 0765-54-1000 毎　週

8

フロント（早番） 不問 パート労働者
交替制あ
り

ルートインジャパン株式会社
（ルートイン魚津）

 魚津市 他
1人

富山県魚津市上村木２－３－３９ 0765-22-7411 毎　週

9

市場業務補助作業員 18歳以上 パート労働者

魚津漁業協同組合  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市漁港定坊割 0765-24-0068 毎　週

10

麩の製造補佐、麩の袋詰め 不問 パート労働者

有限会社　高瀬製麸所  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市本新町２７－４ 0765-24-7377 毎　週

11

一般事務 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 土日祝
1人

富山県黒部市三日市３９９３ 0765-52-0300 毎　週

12

看護師 64歳以下 パート労働者
交替制あ
り

八光エステイト　有限会社  魚津市 他
1人

富山県魚津市本江１０３０番地 0765-22-8938 毎　週

13

郵便物配達 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 日他
1人

富山県黒部市三日市３９９３ 0765-52-0300 毎　週

14

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 日他
1人

富山県黒部市三日市３９９３ 0765-52-0300 毎　週

15

清掃【特別養護老人ホーム越之
湖】

不問 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

16

設備係 59歳以下 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

17

資源物収集運搬及び選別作業 59歳以下 パート労働者

株式会社　新川リサイクルセン
ター

 黒部市 日
5人

富山県黒部市荒俣４８７－１ 0765-56-9850 その他

　「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   　  １２月１日（水） 午前９時３０分～午後３時３０分

  　  １２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       １２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。
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