
月給
(1)8時45分～18時00分

（ ）
TEL 025-752-5522 （従業員数 9人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

（ ） (2)10時00分～19時00分
TEL 025-757-8332 （従業員数 4人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給
(1)9時00分～18時00分

（ ） (2)8時00分～17時00分
TEL 025-750-1101 （従業員数 100人 ） (3)11時00分～20時00分

～ 就業場所: 十日町市
厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-757-1832 （従業員数 22人 ）

～ 就業場所: 十日町市
厚生

月給 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

（ ）
TEL 025-757-8131 （従業員数 23人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

（ ）
TEL 025-758-3868 （従業員数 7人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給
(1)8時30分～17時30分

（ ）
TEL 025-758-3868 （従業員数 7人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-758-4348 （従業員数 10人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分 調理師 あれば尚可

（ ） (2)8時30分～16時30分
TEL 025-758-4348 （従業員数 10人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分 看護師 必須

（ ） (2)7時30分～16時30分 准看護師 必須

TEL 025-597-2020 （従業員数 64人 ） (3)9時00分～18時00分
～ 就業場所: 十日町市

月給
(1)8時30分～17時30分 作業療法士 必須

（ ） 理学療法士 必須

TEL 025-597-2020 （従業員数 64人 ）
～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分 ２級土木施工管理技士 必須

（ ）
TEL 025-768-2527 （従業員数 20人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時50分 三級自動車整備士 必須

（ ）
TEL 025-768-4186 （従業員数 3人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時50分 三級自動車整備士 必須

（ ）
TEL 025-768-4186 （従業員数 3人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分

（ ）
TEL 025-768-2527 （従業員数 20人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給
(1)8時45分～18時00分

（ ）
TEL 025-752-5522 （従業員数 9人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給
(1)8時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-765-2867 （従業員数 12人 ）

～ 就業場所: 津南町

月給 変形（1年単位）
(1)18時00分～3時00分 中型自動車免許 必須

（ ） (2)23時00分～8時00分
TEL 025-757-6111 （従業員数 70人 ）

～ 就業場所: 十日町市

面
 
接
 
に
 
は
 
ハ
 
ロ
 
ー
 
ワ
 
ー
 
ク
 
が
 
発
 
行
 
す
 
る
 

「
紹
 
介
 
状

」
　
が
 
必
 
要
 
で
 
す

。

【 2月21日(金) 号 】
≪次回の発行は2/28(金)です.≫

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

必須

トラック運転手（２ｔ・４ｔ） 18歳～61歳 プリヴェ運輸株式会社
十日町支店

十日町市北鐙坂２４０８ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 220,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  356601正社員

土木作業員・重機オペレー
ター

64歳以下 有限会社　藤ノ木建設 津南町大字下船渡戊１０７８番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 170,850円～
241,200円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  353501正社員

パソコンメンテナンス・営業 不問 有限会社　豊楽 十日町市高山８４１－１　サンマリズ　１階 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 165,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  352201
情報処理系の資格があれば尚可

正社員

土木作業員 18歳～59歳 羽鳥建設　株式会社 十日町市木落５３１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 240,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  363301正社員

自動車整備工（経験者） 不問 株式会社　井川自動車 十日町市新町新田２０７－２ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 198,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  362001正社員

自動車整備工 30歳以下 株式会社　井川自動車 十日町市新町新田２０７－２ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

キャリア形成 163,000円～
195,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  361501正社員

土木施工管理 18歳～59歳 羽鳥建設　株式会社 十日町市木落５３１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 280,000円～
330,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  360201正社員

機能訓練指導員（正社員） 18歳～59歳 社会福祉法人　松代福
祉会

十日町市太平６６４－４ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 171,300円～
230,485円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  384801正社員

看護職員 18歳～59歳 社会福祉法人　松代福
祉会

十日町市太平６６４－４ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 179,300円～
275,375円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  381101正社員

（請）調理員（そば処あてま） 不問 株式会社　美郷 十日町市馬場癸４３４５－３（珠川） 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 146,475円～
211,575円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  378501正社員 十日町市馬場癸１２３９

（請）屋外管理業務 35歳以下 株式会社　美郷 十日町市馬場癸４３４５－３（珠川） 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

キャリア形成 150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  377201正社員 十日町市馬場癸１２３９

一般事務員 不問 株式会社　キョウワ 十日町市新宮乙２２６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

不問 150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  371601正社員

営業 35歳以下 株式会社　キョウワ 十日町市新宮乙２２６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

キャリア形成 200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  370301正社員

営業・企画（きもの加工部） 59歳以下 角屋　株式会社 十日町市本町２丁目３４０番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 180,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  393201正社員

測量技師（本社） 59歳以下 株式会社　十日町測量 十日町市高田町六丁目７７番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 172,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  392801正社員

システムエンジニア・プログラ
マー

59歳以下 株式会社　フジミック新
潟

十日町市泉町９２番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

定年を上限 180,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

3人 15080-  391701正社員

販売員（十日町店） 59歳以下 株式会社　カメラショッ
プユザワ

十日町市昭和町１丁目１５４－４９ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  389601正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080-  396301正社員

加入保険等 必要な免許資格

総務事務補佐 不問 有限会社　豊楽 十日町市高山８４１－１　サンマリズ　１階 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 165,000円～
200,000円

職　　　　種
雇用形態・雇用期間

年齢・指針
・求人数

賃　　　金 求　人　者　名 所在地・就業場所 就　業　時　間

2月13日(木)～2月19日(水)受理分 

  Tel 025-757-2407  Fax 025-752-6402 

    ◎ 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取消となっている場合があります。ご了承ください。 

    ◎ 「ハローワークインターネットサービス」でも求人をご覧いただけます。 https://www.hellowork.go.jp 

フルタイム（正社員） 
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加入保険等 必要な免許資格
職　　　　種

雇用形態・雇用期間
年齢・指針
・求人数

賃　　　金 求　人　者　名 所在地・就業場所 就　業　時　間

月給 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分 大型自動車免許 必須

（ ） (2)18時00分～3時00分
TEL 025-757-6111 （従業員数 70人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分 大型自動車免許 必須

（ ） (2)18時00分～3時00分
TEL 025-757-6111 （従業員数 70人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 中型自動車免許 必須

（ ）
TEL 025-757-6111 （従業員数 70人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給
(1)8時30分～17時00分 危険物取扱者（乙種） あれば尚可

（ ）
TEL 025-752-3186 （従業員数 5人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給 変形（1年単位）
(1)8時15分～17時30分

（ ）
TEL 025-758-3115 （従業員数 42人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-750-7577 （従業員数 12人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

（ ）
TEL 025-757-2191 （従業員数 4人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給 交替制あり
(1)8時30分～17時15分

（ ）
TEL 025-757-5566 （従業員数 391人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-758-3149 （従業員数 8人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給
(1)8時30分～17時30分

（ ）
TEL 025-596-3015 （従業員数 89人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給
(1)8時30分～17時00分

（ ）
TEL 025-765-1600 （従業員数 3人 ）

R2.3.1 ～ R3.3.31 就業場所: 津南町

時給 交替制あり

（ ）
TEL 0258-47-2700 （従業員数 48人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給 変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～18時00分

（ ）
TEL 025-240-0315 （従業員数 3人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給
(1)9時00分～16時30分

（ ）
TEL 025-752-2079 （従業員数 9人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給
(1)9時00分～16時00分

（ ）
TEL 025-757-3111 （従業員数 15人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給
(1)9時00分～16時00分 保育士 必須

（ ）
TEL 025-757-3111 （従業員数 5人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給 交替制あり
保育士 必須

（ ）
TEL 025-757-3111 （従業員数 5人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

トラック運転手（２ｔ・４ｔ・日帰
り）

61歳以下 プリヴェ運輸株式会社
十日町支店

十日町市北鐙坂２４０８ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 208,220円～
208,220円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  359401正社員

大型トラック運転手（１２ｔ） 18歳～61歳 プリヴェ運輸株式会社
十日町支店

十日町市北鐙坂２４０８ 雇用・労災・健
康・厚生

定年を上限 245,980円～
245,980円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  358101正社員

大型トラック運転手（１２ｔ） 18歳～61歳 プリヴェ運輸株式会社
十日町支店

十日町市北鐙坂２４０８ 雇用・労災・健
康・厚生

定年を上限 245,980円～
245,980円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  357901正社員

職　　　　種
雇用形態・雇用期間

年齢・指針
・求人数

賃　　　金 求　人　者　名 所在地・就業場所 就　業　時　間 加入保険等 必要な免許資格

会計年度任用職員（一般）
〔農務補助〕

不問 新潟県立十日町総合
高等学校

十日町市高山４６１番地 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 153,600円～
153,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  397601
普通自動車免許（ＡＴ可）

正社員以外
食品加工員 59歳以下 十日町地域森林組合 十日町市大黒沢１７８９－１ 雇用・労災・健

康・厚生・財形
定年を上限 139,776円～

141,440円
雇用期間の定めなし

1人 15080-  386501正社員以外
警備業 18歳以上 株式会社　サンプラス

十日町営業所
十日町市高山４丁目５６８番地 雇用・労災・健

康・厚生

普通自動車運転免許　　あれば尚可

法令の規定により年
齢制限がある 168,000円～

178,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

3人 15080-  388301正社員以外
配達員（十日町店） 不問 株式会社　滝沢印刷

（文具館タキザワ）
十日町市本町２丁目３２５番地２ 雇用・労災・健

康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

不問 145,964円～
152,753円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  373101正社員以外
事務 不問 新潟県立十日町病院 十日町市高田町三丁目南３２番地９ 雇用・労災・健

康・厚生
不問 148,260円～

251,622円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  375701正社員以外
きのこ製造員【収穫工】 不問 農事組合法人　十日町

森林きのこ組合
十日町市大黒沢１７８９－６ 雇用・労災・健

康・厚生
不問 149,640円～

153,120円
雇用期間の定めなし

2人 15080-  379001正社員以外
施設管理員 64歳以下 社会福祉法人　松涛会

介護老人保健施設　希
望の里　松涛園

十日町市浦田２９５５－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 148,500円～
148,500円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  383701正社員以外
事務員 不問 苗場山麓ジオパーク振

興協議会
津南町大字下船渡乙８３５番地　農と縄文
の体験実習館なじょもん内

雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 141,000円～
141,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  350701正社員以外
販売員（レジ部）【ピアレマー
ト十日町店】

59歳以下 株式会社　スポット　 長岡市新産３－６－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

定年を上限 148,025円～
148,025円

雇用期間の定めなし

1人 15020- 1788101 又は8時00分～21時30
分の間の8時間程度正社員以外 十日町市高山字水上８２０番地１３外

職　　　　種
雇用形態・雇用期間

年齢・指針
・求人数

賃　　　金 求　人　者　名 所在地・就業場所 就　業　時　間 加入保険等 必要な免許資格

ビューティースタッフ（十日町
市）

不問 資生堂ジャパン株式会
社　関東・甲信越事業
部　新潟オフィス

新潟市中央区弁天３－２－３　ニッセイ新
潟駅前ビル５Ｆ

雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

不問
830円～830円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 15010- 5871201パート労働者 十日町市字川端　イオン十日町店

労災・労働保険専門員 不問 十日町労働基準監督
署

十日町市稲荷町２丁目９番地３ 雇用・公災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 1,339円～1,514
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  394501パート労働者
（障）一般事務補助（川西支
所　地域振興課）

不問 十日町市役所 十日町市千歳町３丁目３ 雇用・公災・健
康・厚生

不問
897円～897円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  395001パート労働者 十日町市水口沢１２番地

ファミリー・サポート・アドバイ
ザー（子育て支援課）

不問 十日町市役所 十日町市千歳町３丁目３ 雇用・労災・健
康・厚生

不問 1,028円～1,028
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 15080-  398901パート労働者 十日町市本町２丁目４番地１

副センター長（子育て支援課
児童センター）

不問 十日町市役所 十日町市千歳町３丁目３ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 1,224円～1,224
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 15080-  399101 又は8時30分～18時15
分の間の7時間パート労働者 十日町市学校町１丁目８０８番地６
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フルタイム（正社員以外） 

パート 
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加入保険等 必要な免許資格
職　　　　種

雇用形態・雇用期間
年齢・指針
・求人数

賃　　　金 求　人　者　名 所在地・就業場所 就　業　時　間

時給
(1)9時00分～16時00分 日商簿記２級 あれば尚可

（ ）
TEL 025-757-3111 （従業員数 27人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給
(1)9時00分～16時00分

（ ）
TEL 025-757-3111 （従業員数 5人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給
(1)9時00分～16時00分

（ ）
TEL 025-757-3111 （従業員数 10人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給 交替制あり
(1)7時30分～9時30分 大型自動車免許 必須

（ ） (2)14時30分～16時30分
TEL 025-757-5511 （従業員数 18人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給

（ ）
TEL 025-757-8332 （従業員数 4人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給
(1)8時30分～15時20分

（ ）
TEL 025-766-2638 （従業員数 13人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 津南町

時給
(1)7時00分～12時00分

（ ）
TEL 025-752-0033 （従業員数 150人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給 交替制あり
(1)8時00分～10時00分

（ ） (2)8時00分～11時00分
TEL 025-757-8259 （従業員数 2人 ） (3)8時00分～12時00分

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)8時30分～15時00分

（ ）
TEL 025-758-3868 （従業員数 7人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給
(1)8時30分～15時20分

（ ） (2)7時15分～14時05分
TEL 025-757-5566 （従業員数 391人 ） (3)12時10分～19時00分

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給
(1)9時00分～15時00分

（ ）
TEL 025-761-7700 （従業員数 3人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給
(1)8時30分～16時45分 大型特殊自動車免許 必須

（ ） 中型自動車免許 必須

TEL 025-766-2638 （従業員数 13人 ）
R2.3.1 ～ R2.3.31 就業場所: 津南町

厚生
時給

(1)8時45分～11時45分
（ ）

TEL 025-752-5522 （従業員数 9人 ）
～ 就業場所: 十日町市

時給 交替制あり
(1)10時00分～19時00分

（ ）
TEL 054-275-5011 （従業員数 4人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給

（ ）
TEL 0258-62-7011 （従業員数 5人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給 変形（1年単位）

（ ）
TEL 025-768-4186 （従業員数 3人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給

（ ）
TEL 025-752-2449 （従業員数 22人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給

（ ）
TEL 025-752-2449 （従業員数 22人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給 交替制あり

（ ）
TEL 0258-47-2700 （従業員数 48人 ）

～ 就業場所: 十日町市

法人監査事務員（医療介護
課　介護保険係）

不問 十日町市役所 十日町市千歳町３丁目３ 雇用・公災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 1,296円～1,296
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 15080-  400001パート労働者
一般事務補助（松之山診療
所）

不問 十日町市役所 十日町市千歳町３丁目３ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問
897円～897円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 15080-  401301パート労働者 十日町市松之山１５９６番地１

一般事務補助（松代支所　地
域振興課地域振興係）

不問 十日町市役所 十日町市千歳町３丁目３ 雇用・公災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問
897円～897円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 15080-  402601パート労働者 十日町市松代３２５２番地１

（請）運転手 不問 特定非営利活動法人
支援センター　あんし
ん

十日町市高田町三丁目西３７１番地１ 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

不問 1,000円～1,000
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  387001パート労働者
一般事務補助（十日町店） 不問 株式会社　カメラショッ

プユザワ
十日町市昭和町１丁目１５４－４９ 労災 普通自動車運転免許　　必須

不問
900円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15080-  390401 又は10時00分～17時00
分の間の3時間程度パート労働者

事務補助 不問 新潟県妙法育成牧場 津南町大字上郷宮野原７３２９ 雇用・労災・健
康・厚生

不問 1,061円～1,061
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  365901パート労働者
デリカ（揚げ物・寿司） 64歳以下 イオンリテール　株式

会社　（イオン十日町
店）

十日町市川端丑７８４－１ 雇用・労災

定年を上限

850円～850円雇用期間の定めなし

1人 15080-  366101 又は13時00分～22時00
分の間の5時間パート労働者

（請）日常清掃（十日町市）
【急募】

不問 有限会社　アセス 十日町市木落５５８－２ 労災

不問
830円～860円雇用期間の定めなし

1人 15080-  368701パート労働者 十日町市学校町

事務員 不問 株式会社　キョウワ 十日町市新宮乙２２６ 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

不問
830円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15080-  369801パート労働者
看護補助者（パート勤務） 不問 新潟県立十日町病院 十日町市高田町三丁目南３２番地９ 雇用・労災・健

康・厚生
不問

897円～1,486円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  376801パート労働者
事務・出荷係 不問 有限会社　いち粒 十日町市高山２丁目８１９－７ 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

不問
860円～900円雇用期間の定めなし

1人 15080-  380901パート労働者
家畜飼養管理 不問 新潟県妙法育成牧場 津南町大字上郷宮野原７３２９ 雇用・労災・厚

生

普通自動車運転免許　　必須

不問 1,195円～1,195
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 15080-  382401パート労働者
総務・総務補佐 不問 有限会社　豊楽 十日町市高山８４１－１　サンマリズ　１階 雇用・労災・健

康・厚生
不問

850円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15080-  385201 又は8時45分～18時00
分の間の3時間程度パート労働者

（障）店舗スタッフ／十日町
市

不問 株式会社　メガネトップ　（眼
鏡市場・アルク・レンズスタイ
ル・レンズダイレクト）

静岡県静岡市葵区伝馬町８－６ 雇用・労災・健
康・厚生

不問
875円～925円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 22010- 4020801パート労働者 十日町市高山７１３番１

塾講師（十日町市） 不問 明光義塾（株式会社
Ｃ．Ｐ．Ｃ）

見附市市野坪町１２２７－１ 労災

不問 1,181円～1,200
円

雇用期間の定めなし

3人 15040- 1596401 又は16時25分～21時40
分の間の3時間程度パート労働者 十日町市高田町２丁目－２９１－１５

自動車整備工（補助） 不問 株式会社　井川自動車 十日町市新町新田２０７－２ 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

不問 1,000円～1,250
円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  364601 又は8時30分～17時50
分の間の4時間以上パート労働者

830円～830円雇用期間の定めなし

1人 15080-  355301 又は9時00分～17時10
分の間の7時間程度パート労働者

作業スタッフ【急募】（５Ｈ） 不問 株式会社　高橋クリー
ニング店

十日町市山本町１丁目２０２番地８ 雇用・労災

不問
830円～850円雇用期間の定めなし

1人 15080-  354001 又は9時00分～17時10
分の間の5時間程度パート労働者
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販売員（レジ部）【ピアレマー
ト十日町店】

59歳以下 株式会社　スポット　 長岡市新産３－６－１２ 雇用・労災

定年を上限

850円～950円雇用期間の定めなし

1人 15020- 1793301 又は8時00分～21時30
分の間の5時間程度パート労働者 十日町市高山字水上８２０番地１３外

作業スタッフ（７Ｈ） 不問 株式会社　高橋クリー
ニング店

十日町市山本町１丁目２０２番地８ 雇用・労災・健
康・厚生

不問

求人説明会や就職に関するセミナー等の情報が手軽に確認できます。 

十日町・津南の企業情報等もチェックできます。 

ぜひ、ご利用ください。 新潟ワークナビ 十日町  検 索 
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十日町市 市民福祉部 健康づくり推進課　保健師　　　等

13:30 ～ 16:15 会場：
ハローワーク十日町　　相談室
【予約申込・お問合せ】025-757-2407

予約制となります　相談無料
相談内容の秘密は守られますので安心
してご相談ください。。

生活や身体と心・経済面などの様々な悩みを
一人で抱えず専門家に相談してみませんか。

生活・健康相談会

3 月 10 日 ㊋ 相談担当者
十日町地域振興局 健康福祉部（十日町保健所）  精神保健福祉相談員

清津峡渓谷トンネル
ミオンなかさと

現在募集中の職業訓練のご案内 興味のある方は、お気軽に窓口にてご相談ください

訓練期間
４月～１年間、又は２年間

長期高度人材育成コース　　　【公共職業訓練】
≪訓練場所：長岡市、上越市、新潟市の各専門学校≫

募集期間
～３月上旬まで

主な訓練コース：　介護福祉士、保育士、応用情報技術者、調理師、美容師、その他
定員　コースに
より５～１０名

10:00 ～ 11:00 主な職種：

≪フルタイム≫受付及びエントランスホールサービス（清津峡渓谷トンネ
ル）【15080-308401】【15080-80501】調理師（ミオンなかさと）

【15080-33301】施設清掃管理（ミオンなかさと）【15080-2848891】
【15080-2750891】ホール係（ミオンなかさと）【15080-2758491】≪
パート≫調理補助及び洗浄（ミオンなかさと）【15080-280201】

就業場所：

2 月 25 日 ㊋ 株式会社　なかさと

14:30 ～ 15:20 職業相談（予約制）

求人説明会 会場： ハローワーク十日町 ２Ｆ会議室

13:00 ～ 14:30 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　相談室
対象：１５歳～３９歳
の無業で就職希望の方

２０名

3 月 18 日 ㊌ 長岡サポステ出張相談会（説明及び職業適性検査）

13:30 ～ 15:30 会場： 十日町市総合福祉センター（サンクロス十日町） 定員：

２０名

3 月 6 日 ㊎ 再就職支援セミナー（基本 コース）

10:00 ～ 11:00 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室 定員：

◆参加するには、申込みが必要となります。　お電話等によりお申し込みください。

より良い就職を実現するためのセミナー等

2 月 26 日 ㊌ ジョブカード活用セミナー
「ジョブカード」について　＊就職活動のポイントを踏まえた活用方法について

親の介護が負担、借金が減らない、眠れない・・・など、 

一人で抱え込まずご相談ください。 


