
月給 交替制あり
(1)8時00分～17時00分

（ ） (2)8時30分～17時30分
TEL 0258-89-3600 （従業員数 7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

（ ）
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)7時45分～17時15分

（ ） (2)7時45分～17時00分
TEL 025-752-2275 （従業員数 31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 025-755-2211 （従業員数 21人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給 変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分

（ ）
TEL 025-761-1004 （従業員数 6人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給 変形（1年単位）
(1)7時45分～17時00分

（ ）
TEL 025-768-2193 （従業員数 6人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給 変形（1年単位）
(1)7時45分～17時00分

（ ）
TEL 025-768-2193 （従業員数 6人 ）

～ 就業場所: 十日町市

年俸制 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

（ ） (2)7時15分～16時15分
TEL 025-765-5322 （従業員数 11人 ） (3)12時00分～21時00分

～ 就業場所: 十日町市

拠出
月給 変形（1年単位）

(1)7時45分～17時00分
（ ） (2)7時45分～17時15分

TEL 025-752-2275 （従業員数 31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 03-6854-1411 （従業員数 5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 03-6854-1411 （従業員数 5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 025-752-2734 （従業員数 25人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時15分 第三種電気主任技術者 必須

（ ） (2)15時50分～8時30分
TEL 025-758-4307 （従業員数 24人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時45分

（ ）
TEL 025-758-4167 （従業員数 12人 ）

～ 就業場所: 十日町市

年俸制 変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

（ ） (2)8時30分～17時30分
TEL 025-761-7400 （従業員数 49人 ） (3)11時00分～20時00分

～ 就業場所: 十日町市

拠出
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ユニットバス・システムキッチ
ン取付（本社）経験者

不問 信越スペースシステ
ム　株式会社

十日町市芋沢６３番地 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 255,000円～
305,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  549601正社員

介護職員（グループホームゆ
きんこ）

18歳～64歳 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５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
161,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  560801正社員 十日町市四日町１３３２番地　グループホーム　ゆきんこ

仕上工 59歳以下 魚沼整染　株式会社 十日町市山谷１２５３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

定年を上限
165,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  545201正社員

（請）下水道処理施設・上水
道施設の運転管理

18歳～45歳 ミユキメンテナンス
株式会社

十日町市伊達甲１６９６－９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

法令の規定により年
齢制限がある 200,000円～

280,000円
雇用期間の定めなし

1人 15080-  548301正社員 十日町市下水処理センター、十日町市上排水場いずれかの勤務です。

営業／十日町営業所 59歳以下 株式会社　アクティオ 東京都中央区日本橋３－１２－２　朝日ビ
ルヂング７Ｆ

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
166,560円～
286,450円

雇用期間の定めなし

1人 13010-27903201正社員 十日町市高山３丁目１２２番地１　十日町営業所

機械整備／十日町営業所 59歳以下 株式会社　アクティオ 東京都中央区日本橋３－１２－２　朝日ビ
ルヂング７Ｆ

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
166,560円～
286,450円

雇用期間の定めなし

1人 13010-27910801正社員 十日町市高山３丁目１２２番地１　十日町営業所

介護職員（小規模多機能型
居宅介護）【とこしえ　りあん】

18歳～64歳 株式会社　スマイル
パートナーズ

津南町大字下船渡戊９４４－１ 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
154,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  573601正社員 十日町市妻有町西３丁目１－１７

土木施工管理技士 59歳以下 南雲土建　株式会社 十日町市川治１１７０－３ 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
250,000円～
330,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  576401
土木施工管理技士　１級か２級の
いずれか必要正社員

土木作業員及び重機オペ
レーター

61歳以下 株式会社　魚沼重機
工業

十日町市山野田３１０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限
184,450円～
217,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  565601正社員

草刈り・土木軽作業 45歳以下 株式会社　魚沼重機
工業

十日町市山野田３１０－１ 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
184,450円～
217,000円

雇用期間の定めなし

3人 15080-  572301
刈払機取扱作業者安全衛生教育
済み正社員

総務 59歳以下 株式会社　長谷川砂
利

十日町市下条１丁目６０ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限
200,000円～
290,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  582601正社員

一般土木作業員 18歳～64歳 押木建設　株式会社 十日町市上野甲８５２－２ 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～
225,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  586701正社員

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-  579201正社員

土木作業員 18歳～59歳 南雲土建　株式会社 十日町市川治１１７０－３ 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～
242,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  581301正社員

雇用期間の定めなし

3人 15022-  408701
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

正社員

加入保険等 必要な免許資格

サービススタッフ 44歳以下 ＪｉＭＯ　株式会社（お
そうじ本舗小千谷十
日町店）

長岡市川口中山１７６ 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

キャリア形成
170,000円～
250,000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

一般事務員 不問 株式会社　キョウワ

【 3月13日(金) 号 】

≪次回の発行は3/20(金)です.≫

3月5日(木)～3月11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
(1)8時00分～17時30分

（ ）
TEL 025-752-3295 （従業員数 1人 ）

～ 就業場所: 十日町市

年俸制 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

（ ）
TEL 025-761-7400 （従業員数 101人 ）

～ 就業場所: 十日町市

拠出
月給 変形（1年単位）

(1)7時45分～17時00分
（ ）

TEL 025-758-2250 （従業員数 19人 ）
～ 就業場所: 十日町市

年俸制 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

（ ） (2)7時00分～16時00分
TEL 025-761-7400 （従業員数 101人 ） (3)22時00分～7時00分

～ 就業場所: 十日町市

拠出
月給 変形（1年単位）

(1)7時45分～17時00分
（ ）

TEL 025-758-2250 （従業員数 19人 ）
～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)7時45分～17時00分

（ ）
TEL 025-758-2250 （従業員数 19人 ）

～ 就業場所: 十日町市

年俸制 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

（ ）
TEL 025-761-7400 （従業員数 101人 ）

～ 就業場所: 十日町市

拠出
月給 変形（1年単位）

(1)7時45分～17時00分
（ ）

TEL 025-758-2250 （従業員数 19人 ） 大型特殊自動車免許 必須

～ 就業場所: 十日町市

年俸制 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

（ ）
TEL 025-761-7400 （従業員数 101人 ）

～ 就業場所: 十日町市

拠出
月給 変形（1年単位）

(1)7時45分～17時00分
（ ）

TEL 025-758-2250 （従業員数 19人 ）
～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)7時45分～17時00分

（ ）
TEL 025-758-2250 （従業員数 19人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分

（ ） (2)14時30分～23時30分
TEL 025-752-4521 （従業員数 18人 ） (3)23時00分～8時00分

～ 就業場所: 十日町市

月給 交替制あり

（ ）
TEL 0256-33-6042 （従業員数 9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

（ ） (2)3時00分～12時00分 大型自動車免許 あれば尚可

TEL 025-755-2211 （従業員数 21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

（ ） (2)3時00分～12時00分 大型自動車免許 あれば尚可

TEL 025-757-8269 （従業員数 10人 ）
～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)7時45分～16時45分

（ ）
TEL 025-752-3952 （従業員数 6人 ）

～ 就業場所: 津南町

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 その他の保安関係資格 あれば尚可

（ ） (2)10時00分～19時00分 中型自動車免許 あれば尚可

TEL 025-763-4822 （従業員数 24人 ） (3)13時00分～22時00分
～ 就業場所: 十日町市
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土木技術職員（経験者） 18歳～64歳 宮沢建設　株式会社 十日町市馬場丁１３９２ 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
230,000円～
340,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  533101
１級土木施工管理技士、２級土木
施工管理技士のいずれか正社員

（請）焼却場運転管理業務 18歳～45歳 有限会社　十日町廃
棄物清掃公社

十日町市高山３丁目１０７－２ 雇用・労災・健
康・厚生・その
他

普通自動車運転免許　　必須

法令の規定により年
齢制限がある 160,620円～

169,400円
雇用期間の定めなし

1人 15080-  537201正社員 十日町市丑９１５－２　エコクリーンセンター

施設ケアマネージャー（まほ
ろばの里川治）

64歳以下 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５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
201,000円～
255,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  531601正社員

土木技術職員（未経験・見習
可）

18歳～64歳 宮沢建設　株式会社 十日町市馬場丁１３９２ 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～
215,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  532901正社員

看護職員（まほろばの里川
治）

64歳以下 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

定年を上限
206,000円～
305,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  529801
正看護師又は准看護師資格

正社員

重機オペレーター（経験者） 18歳～64歳 宮沢建設　株式会社 十日町市馬場丁１３９２ 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
223,000円～
253,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  530301正社員

作業員（経験者） 18歳～64歳 宮沢建設　株式会社 十日町市馬場丁１３９２ 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
203,000円～
256,500円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  527401正社員

重機オペレーター（未経験・
見習可）

18歳～64歳 宮沢建設　株式会社 十日町市馬場丁１３９２ 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～
215,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  528701正社員

作業員（未経験者） 18歳～64歳 宮沢建設　株式会社 十日町市馬場丁１３９２ 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
179,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  524601正社員

介護職員（まほろばの里川
治）

18歳～64歳 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

定年を上限
161,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

3人 15080-  526101正社員

事務 不問
十日町電気工事協同組
合（新潟県電気工事工業
組合　十日町支部）

十日町市泉町１００番地１６ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 142,000円～
153,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  521501正社員

事務職員（まほろばの里川
治）

45歳以下 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 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
157,000円～
189,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  523301正社員

1人 15040- 2348701 又は7時00分～20時30
分の間の8時間程度正社員以外 十日町市丑９００－２　ムサシ食品館　十日町店

運転手 18歳以上 株式会社　長谷川砂
利

十日町市下条１丁目６０ 雇用・労災・健
康・厚生

法令の規定により年
齢制限がある 220,000円～

270,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15080-  584101正社員以外

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

グロサリー担当（食品館十日
町店・契約社員）【急募】

不問 アークランドサカモト
株式会社

三条市上須頃４４５番地 雇用・労災・健
康・厚生

不問 174,000円～
350,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

（請）調理員（津南病院） 不問 株式会社　トックス 十日町市新座甲３９０番地－１ 雇用・労災・健
康・厚生

不問 168,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  566901正社員以外 津南町大字下船渡丁２６８２　津南町立　津南病院

生コン車運転手 18歳以上 三和生コン　株式会
社

十日町市中条９８８ 雇用・労災・健
康・厚生

法令の規定により年
齢制限がある 220,000円～

270,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15080-  585401正社員以外

施設管理 18歳以上 株式会社　なかさと 十日町市上山己２１３３番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

法令の規定により年
齢制限がある 149,400円～

173,500円
雇用期間の定めなし

1人 15080-  568401正社員以外 十日町市宮中己４１９７番地

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

必須

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

必須

フルタイム（正社員以外） 
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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 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

（ ） (2)10時00分～19時00分
TEL 025-763-4822 （従業員数 24人 ） (3)13時00分～22時00分

～ 就業場所: 十日町市

日給
(1)8時00分～16時45分

（ ）
TEL 025-757-3118 （従業員数 4人 ）

R2.4.1 ～ R2.7.29 就業場所: 十日町市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

（ ） (2)9時30分～18時30分
TEL 025-763-2669 （従業員数 54人 ） (3)10時00分～19時00分

～ R2.3.31 就業場所: 十日町市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～15時00分 管理栄養士 あれば尚可

（ ） (2)7時00分～16時00分
TEL 025-763-2669 （従業員数 54人 ） (3)8時45分～17時45分

～ R2.3.31 就業場所: 十日町市

時給 交替制あり
(1)5時00分～14時30分

（ ） (2)8時00分～17時30分
TEL 025-761-7066 （従業員数 11人 ）

～ 就業場所: 津南町

月給
(1)8時30分～17時15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 ）
R2.4.1 ～ R2.9.30 就業場所: 津南町

厚生
時給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
（ ） (2)21時00分～5時00分

TEL 025-781-6355 （従業員数 32人 ）
～ 就業場所: 十日町市

時給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

（ ） (2)21時00分～5時00分
TEL 025-781-6355 （従業員数 32人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

（ ） (2)21時00分～5時00分
TEL 025-781-6355 （従業員数 32人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

（ ） (2)21時00分～5時00分
TEL 025-781-6355 （従業員数 32人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

（ ） (2)21時00分～5時00分
TEL 025-781-6355 （従業員数 32人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給
(1)8時30分～17時15分

（ ）
TEL 025-792-7077 （従業員数 10人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

日給 交替制あり
(1)10時00分～18時00分

（ ） (2)11時00分～19時00分
TEL 03-5495-3618 （従業員数 1人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給 交替制あり
(1)10時30分～14時30分

（ ） (2)14時30分～19時00分
TEL 025-256-8605 （従業員数 5人 ） (3)19時00分～23時15分

～ 就業場所: 十日町市

日給
(1)9時15分～15時50分 危険物取扱者（乙種） あれば尚可

（ ）
TEL 025-752-3575 （従業員数 68人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 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)9時10分～16時00分

（ ）
TEL 025-765-2145 （従業員数 8人 ）

R2.5.1 ～ R2.10.31 就業場所: 津南町
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館内清掃ならび客室清掃係 不問 株式会社　なかさと 十日町市上山己２１３３番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　あれば尚可

不問 144,088円～
147,560円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  571001正社員以外 十日町市宮中己４１９７番地

介護業務（七川荘） 18歳以上 社会福祉法人　なか
さと福祉会

十日町市上山己２７３９ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

法令の規定により年
齢制限がある 140,260円～

210,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

4人 15080-  542401正社員以外

調理員（貝野小学校） 不問 十日町市教育委員会 十日町市水口沢１２番地 雇用・労災・健
康・厚生

不問 145,800円～
147,900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  575101正社員以外 十日町市本屋敷丁５８－１　貝野小学校

カット野菜・加工場のスタッ
フ・作業者

64歳以下 株式会社ミスズアグリ
津南農産加工セン
ター

　津南町大字谷内７６４５ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限
154,080円～
155,792円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  525901正社員以外

調理員 不問 社会福祉法人　なか
さと福祉会

十日町市上山己２７３９ 雇用・労災・健
康・厚生

不問 142,260円～
213,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  544801
調理師、栄養士のいずれか

正社員以外

トラック運転手（２ｔ又は３ｔ）及
び交通誘導員

18歳以上 株式会社　トスネット
上信越　魚沼営業所

南魚沼市美佐島９８番地１　１Ｆ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

法令の規定により年
齢制限がある 142,760円～

172,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15120- 1283401正社員以外

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・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 180,000円～
180,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15080-  538501正社員以外

交通誘導員（ＮＴＴ関連） 18歳以上 株式会社　トスネット
上信越　魚沼営業所

南魚沼市美佐島９８番地１　１Ｆ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

法令の規定により年
齢制限がある 142,760円～

172,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15120- 1285801正社員以外

交通誘導員（建設現場等） 18歳以上 株式会社　トスネット
上信越　魚沼営業所

南魚沼市美佐島９８番地１　１Ｆ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

法令の規定により年
齢制限がある 142,760円～

172,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15120- 1284701正社員以外

列車見張員 18歳以上 株式会社　トスネット
上信越　魚沼営業所

南魚沼市美佐島９８番地１　１Ｆ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

法令の規定により年
齢制限がある 145,760円～

182,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

3人 15120- 1282101正社員以外

交通誘導員（東北電力関連） 18歳以上 株式会社　トスネット
上信越　魚沼営業所

南魚沼市美佐島９８番地１　１Ｆ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

法令の規定により年
齢制限がある 142,760円～

172,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15120- 1286201正社員以外

パート労働者 十日町市川端丑７８４－１　イオン十日町店

事務補助 不問 新潟県農業共済組合
魚沼支所

魚沼市井口新田５４７－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 142,000円～
142,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15121-  418401正社員以外 十日町市北新田１６９番地

新潟県立十日町高等
学校

十日町市本町西一丁目２０３ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　あれば尚可

不問 1,100円～1,100
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  577701パート労働者

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

婦人服販売員（イオン十日町
店）

不問 イギン　株式会社 東京都港区港南１－８－２３　Ｓｈｉｎａｇａｗａ
ＨＥＡＲＴ４階

労災

不問
928円～1,071円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 13040-31853601

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-  580001パート労働者

買場景品買取（十日町市下
川原）

64歳以下 有限会社　丸善商事 新潟市中央区長潟１丁目９－３３ 労災 普通自動車運転免許　　必須

定年を上限

850円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15010- 8760801
普通自動車免許（通勤用）

パート労働者 十日町市下川原寅乙１８８　十日町店

会計年度任用職員（学校技
術（用務）業務）

不問

会計年度任用職員（一般）
（農耕補助）

不問 新潟県農業総合研究
所　高冷地農業技術
センター

津南町大字中深見乙７９１０ 雇用・労災・健
康・厚生

不問 1,082円～1,082
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  583901パート労働者

パート 

ハローワーク十日町　求人情報　20200313（金）発行　3 / 5



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 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～14時00分 司書 あれば尚可

（ ） (2)13時30分～19時00分
TEL 025-750-5100 （従業員数 18人 ） (3)14時00分～19時30分

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給
(1)8時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-765-3700 （従業員数 70人 ）

～ 就業場所: 津南町

時給
(1)9時00分～16時00分

（ ）
TEL 025-757-3111 （従業員数 12人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給

（ ）
TEL 025-752-3465 （従業員数 10人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)9時00分～16時00分

（ ）
TEL 025-755-8330 （従業員数 7人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)8時15分～16時15分

（ ）
TEL 025-757-3118 （従業員数 90人 ）

R2.4.1 ～ R2.7.27 就業場所: 十日町市

時給
(1)8時15分～16時15分

（ ）
TEL 025-757-3118 （従業員数 90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 025-757-3118 （従業員数 90人 ）

R2.4.1 ～ R2.7.27 就業場所: 十日町市

日給
(1)9時10分～16時00分

（ ）
TEL 025-765-2145 （従業員数 8人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 津南町

時給 交替制あり
(1)8時30分～17時30分

（ ） (2)11時45分～19時45分
TEL 025-752-2300 （従業員数 92人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)8時30分～17時30分 保育士 あれば尚可

（ ）
TEL 025-752-3587 （従業員数 40人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給
(1)14時00分～18時30分 保育士 あれば尚可

（ ） 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） あれば尚可

TEL 025-752-3587 （従業員数 40人 ） 小学校教諭免許（専修・１種・２種） あれば尚可

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給

（ ）
TEL 025-752-2734 （従業員数 25人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給 交替制あり
(1)8時30分～11時30分

（ ） (2)9時00分～11時30分
TEL 025-757-1177 （従業員数 2人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)8時30分～15時30分 調理師 必須

（ ）
TEL 025-757-0133 （従業員数 19人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給 交替制あり
(1)7時00分～16時00分

（ ） (2)8時30分～17時30分
TEL 025-761-7400 （従業員数 49人 ） (3)11時00分～20時00分

～ 就業場所: 十日町市

拠出
日給

(1)9時10分～16時00分
（ ）

TEL 025-757-5522 （従業員数 72人 ）
R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給
(1)8時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-761-1515 （従業員数 8人 ）

R2.4.1 ～ R2.11.30 就業場所: 十日町市
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図書館職員 不問 特定非営利活動法人
らいぶフォーラム

十日町市西本町２丁目１番地１ 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

不問
840円～840円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  587801パート労働者

一般事務（生涯学習課　中央
公民館）

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ヶ月以上）

1人 15080-  563001パート労働者 中央公民館、越後妻有文化ホール・十日町市中央公民館「段十ろう」内

介護職員（高齢者生活福祉
センター・デイサービス）

59歳以下 社会福祉法人　つな
ん福祉会

津南町大字下船渡丁２６８２番地３ 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
1,000円～1,200

円
雇用期間の定めなし

1人 15080-  562501パート労働者

事務員（介護事務）【急募】 64歳以下 株式会社　コロネット
とおかまち

十日町市高田町２丁目２７９番地２１ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限

915円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15080-  567101パート労働者

車清掃員 不問 博栄自動車販売　株
式会社

十日町市高山８４１－１（錦町１丁目） 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

不問
900円～900円雇用期間の定めなし

1人 15080-  564301 又は9時00分～18時00
分の間の5時間以上パート労働者

小学校事務員 不問 十日町市教育委員会 十日町市水口沢１２番地 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問
960円～960円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  570501パート労働者 十日町市中条戊２０３３－１　飛渡第一小学校

教育支援員（介助員） 不問 十日町市教育委員会 十日町市水口沢１２番地 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問
932円～1,002円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

10人 15080-  569701パート労働者 十日町、田沢、東、水沢、西小学校、十日町、水沢、中里、川西中学校

会計年度任用職員（一般）
（事務補助）

不問 新潟県農業総合研究
所　高冷地農業技術
センター

津南町大字中深見乙７９１０ 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-  539001パート労働者

教育支援員 不問 十日町市教育委員会 十日町市水口沢１２番地 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問
932円～1,002円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  574901パート労働者 十日町市丸山町１－１　十日町市教育相談センター

保育士・保育補助 不問 社会福祉法人　八千
代会　慈光こども園

十日町市川治８７７番地１ 労災

不問 1,000円～1,500
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  541101パート労働者

窓口営業部　窓口応対 不問 日本郵便株式会社
十日町郵便局

十日町市本町６－１丁目６０－５ 雇用・労災・健
康・厚生

不問
850円～850円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  540901パート労働者

仕上工 不問 魚沼整染　株式会社 十日町市山谷１２５３－２ 雇用・労災

不問
830円～900円雇用期間の定めなし

2人 15080-  546501 又は8時30分～17時30
分の間の5時間程度パート労働者

放課後児童クラブ支援員 不問 社会福祉法人　八千
代会　慈光こども園

十日町市川治８７７番地１ 雇用・労災 普通自動車運転免許　　あれば尚可

不問
900円～1,500円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  543701パート労働者

1人 15080-  558901パート労働者

ルームメイク【急募】 不問 有限会社　むかでや
旅館

十日町市高田町２丁目９３番地５ 労災

不問
850円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15080-  547001パート労働者

介護職員（グループホームゆ
きんこ）

不問 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問
850円～1,080円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  561201パート労働者 十日町市四日町１３３２番地　グループホーム　ゆきんこ

調理員 不問 社会福祉法人　山本
愛泉　保育園

十日町市山本町２丁目９７５ 雇用・労災・健
康・厚生

不問
900円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

（請）芝生管理業務 不問 株式会社　まちづくり
川西

十日町市水口沢７６－１６ 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

不問
860円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  536801パート労働者 十日町市上野甲２９２４－２８　『ナカゴグリーンパーク』

会計年度任用職員（専門）
（用地事務）

不問 新潟県十日町地域振
興局地域整備部

十日町市妻有町西２丁目１ 雇用・公災・健
康・厚生

不問 1,099円～1,099
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15080-  535701パート労働者
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各時間　1名
10:10 ～ 10:30
9:50 ～ 10:10

会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室 定員：

募集期間
～４月２日

目標とする取得資格：　ＣＳ検定（ワープロ３級・表計算３級） 定員１５名

上記訓練施設担当者から個別に訓練内容の説明をさせていただきます。お気軽にご参加ください。

※完全予約制となっていますので、ご希望の方はハローワークまでお申し込みください。

3 月 27 日 ㊎ 職業訓練説明会「事務基本科１期」

　　　　　　　上記の職業訓練施設見学を随時行っています。
　　　　　　　訓練施設担当者から訓練内容等について聞いていただくことができます。
　　　　　　　※ご希望の方は、ハローワークまでお申し込みください。

職業訓練施設見学

随時受付中

職業訓練説明会「ＶＢＡプログラミング科　」

訓練場所　：　スリーエスＩＴトレーニングセンター

訓練期間
４月２２日～７月２１日

事務基本科１期　　　【公共職業訓練】
≪訓練場所：（株）エム・エスオフィス　イオン小千谷店内特別教室

小千谷市大字平沢新田字荒田３３９≫

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１０日～７月９日

ＶＢＡプログラミング科　　　【求職者支援訓練】
≪訓練場所：スリーエスＩＴトレーニングセンター　十日町市伊達甲９６０－１≫

募集期間
～３月１９日

目標とする取得資格：　ＩＴパスポート、日商プログラミング検定ＳＵＴ
ＡＮＤ ＡＲＤ（ＶＢＡ）、ＣＳ検定（表計算２級）

定員１３名

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
14:30 ～ 15:20 職業相談（予約制）

「十日町・津南 就職ガイダンス2021」は中止となりました。

令和2年3月19日（木）にクロス１０十日町で開催を予定しておりました「十日町・津南 就職
ガイダンス2021」は、新型コロナウイルス感染症の状況等をふまえ、中止となりました。
急なご連絡となり大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げ
ます。

◆参加するには、申込みが必要となります。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相談会等

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）


