
月給 交替制あり
(1)9時00分～18時30分 歯科衛生士 必須

（ ） (2)9時00分～13時00分
TEL 025-757-2263 （従業員数 3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)8時00分～17時00分
TEL 025-765-5322 （従業員数 9人 ）

～ 就業場所: 津南町
拠出

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時15分 １級土木施工管理技士 あれば尚可

（ ） ２級土木施工管理技士 あれば尚可

TEL 025-752-3721 （従業員数 80人 ）
～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)7時45分～17時30分

（ ） (2)8時00分～17時00分
TEL 025-752-2900 （従業員数 6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 025-752-5270 （従業員数 8人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

（ ）
TEL 025-597-2118 （従業員数 4人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

（ ）
TEL 025-597-2118 （従業員数 4人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

（ ）
TEL 025-597-2118 （従業員数 4人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給
(1)8時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-757-8107 （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 簿記実務検定３級 必須

（ ）
TEL 025-765-3198 （従業員数 12人 ）

～ 就業場所: 津南町

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分 ２級土木施工管理技士 あれば尚可

（ ） ２級管工事施工管理技士 あれば尚可

TEL 025-757-8511 （従業員数 12人 ）
～ 就業場所: 十日町市

年俸制 交替制あり
(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 0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)8時00分～17時15分 １級建設機械施工技士 あれば尚可

（ ） ２級建設機械施工技士 あれば尚可

TEL 025-752-3721 （従業員数 80人 ）
～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-768-3094 （従業員数 10人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 交替制あり
(1)6時00分～15時00分

（ ） (2)8時30分～17時30分
TEL 025-765-3700 （従業員数 17人 ） (3)9時15分～18時15分

～ 就業場所: 津南町

月給 交替制あり
(1)6時30分～15時00分 介護福祉士 あれば尚可

（ ） (2)13時00分～22時00分
TEL 025-765-3700 （従業員数 21人 ） (3)22時00分～7時00分

～ 就業場所: 津南町

月給 変形（1年単位）
(1)7時50分～16時50分

（ ）
TEL 025-755-5523 （従業員数 16人 ）

～ 就業場所: 十日町市
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。エノキ茸製造工 59歳以下 株式会社　きのこ屋 十日町市新座甲９４１－９ 雇用・労災・健
康・厚生

定年を上限 170,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  425501正社員 十日町市水口沢２１２

介護職員【恵福園ほくぶ】 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 172,200円～
225,500円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  423801正社員 津南町大字下船渡甲８１１９番地（十二ノ木）　　

管理栄養士もしくは栄養士
【恵福園ほくぶ】

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

定年を上限 154,300円～
210,700円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  422701
管理栄養士、栄養士のいずれか

正社員 津南町大字下船渡甲８１１９番地（十二ノ木）

設備工 45歳以下 株式会社　大新 十日町市高原田１７０－３ 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
190,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  457201正社員

建築現場施工管理 59歳以下 株式会社　村山土建 十日町市山本町１丁目７１－２ 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～
300,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  456801正社員

介護職員（小規模多機能型居宅
介護）【とこしえ　かのん】

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-  455701正社員 十日町市荒屋ホ１６－１

現場管理・配管工 40歳以下 株式会社　羽生田 十日町市川治２１１６番地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
181,000円～
290,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  451601正社員

経理事務員 59歳以下 清津開発　株式会社 津南町下船渡乙４７９－１ 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 180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  450301正社員

機械工 59歳以下 有限会社　和工 十日町市寿町２丁目１番地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 193,500円～
215,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  449801正社員 柏崎刈羽原子力発電所構内

土木作業員 不問 株式会社　おのじま
建設

十日町市太平４５１－３ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 160,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  448701正社員

建築大工（見習可） 不問 株式会社　おのじま
建設

十日町市太平４５１－３ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 160,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  447401正社員

現場管理 不問 株式会社　おのじま
建設

十日町市太平４５１－３ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 160,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  446101正社員

現場作業員 不問 有限会社　小山土木 十日町市北鐙坂９１３－１７ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 172,500円～
253,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  445901正社員

建築設計監理・施工管理者 59歳以下 株式会社　タクト創建 十日町市川治１１８６番地 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～
270,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  444601
１級建築士、２級建築士、１級建築
施工管理技士のいずれか正社員

土木現場施工管理 59歳以下 株式会社　村山土建 十日町市山本町１丁目７１－２ 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～
300,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  439401正社員

事務職員 64歳以下 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～
182,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  436601正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080-  433501正社員

加入保険等 必要な免許資格

歯科衛生士 45歳以下 鈴木歯科医院 十日町市錦町１丁目４８番地 雇用・労災・健
康

キャリア形成
180,000円～
220,000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28日(金) 号 】
≪次回の発行は3/6(金)です.≫

２月２０日(木)～２月２６日(水)受理分 
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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ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

（ ） (2)13時30分～21時30分
TEL 025-758-3111 （従業員数 15人 ） (3)12時00分～22時00分

～ 就業場所: 十日町市

時給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時10分

（ ） (2)17時10分～2時20分
TEL 025-755-2201 （従業員数 40人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給 変形（1年単位）
(1)5時30分～14時30分

（ ） (2)6時00分～15時00分
TEL 025-752-5183 （従業員数 29人 ） (3)8時00分～17時00分

～ 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 日商簿記３級 あれば尚可

（ ） (2)8時00分～17時00分 簿記能力検定（全経３級） あれば尚可

TEL 025-765-5322 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所: 津南町

拠出
月給 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時24分
（ ）

TEL 025-752-5791 （従業員数 8人 ）
～ 就業場所: 十日町市

月給
(1)8時30分～17時30分

（ ）
TEL 025-763-2555 （従業員数 35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)8時30分～17時30分
TEL 025-763-2555 （従業員数 91人 ） (3)16時30分～8時00分

～ 就業場所: 十日町市
厚生

日給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-772-7194 （従業員数 12人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給
(1)8時15分～17時15分

（ ）
TEL 025-757-1571 （従業員数 60人 ）

～ R3.3.31 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 025-757-8131 （従業員数 23人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給
(1)8時30分～17時00分

（ ）
TEL 025-765-3111 （従業員数 29人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 津南町

時給
(1)8時30分～17時30分

（ ）
TEL 025-765-5322 （従業員数 0人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)9時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-752-3403 （従業員数 10人 ）

R2.3.2 ～ R2.4.3 就業場所: 十日町市

時給
(1)8時00分～13時00分

（ ） (2)15時00分～20時00分
TEL 025-752-5744 （従業員数 10人 ） (3)20時00分～1時00分

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)11時00分～14時00分

（ ）
TEL 025-752-5744 （従業員数 14人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)9時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-757-3111 （従業員数 8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 8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 8人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市
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（請）列車見張員 59歳以下 北陸警備保障　有限
会社

南魚沼市二日町４８２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 166,100円～
188,100円

雇用期間の定めなし

3人 15120-  946901正社員

介護職全般 18歳～59歳 社会福祉法人　清津
福祉会

十日町市田中ロ４７５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 140,500円～
230,000円

雇用期間の定めなし

4人 15080-  415801正社員

介護支援専門員 59歳以下 社会福祉法人　清津
福祉会

十日町市田中ロ４７５番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

定年を上限 164,300円～
180,400円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  414701正社員

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

必須

エリンギの収穫作業 45歳以下 有限会社　グルメッ
シュ野上

十日町市高島甲２９１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

キャリア形成
155,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  411901正社員

経理事務員 64歳以下 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～
182,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  432201正社員

運転手（納品） 不問 株式会社　オーテ電
気　十日町工場

十日町市四日町新田２９８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 158,400円～
198,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  431801正社員

プラスチック成形 18歳～40歳 株式会社　川庄 十日町市大字下組１６７８ 雇用・労災・健
康・厚生

法令の規定により年
齢制限がある 138,112円～

138,112円
雇用期間の定めなし

2人 15080-  428601正社員

営業員 40歳以下 株式会社　二葉家 十日町市馬場丁１４６２番地５
（土市２区）

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
160,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  427301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

経理事務 不問 十日町農業協同組合 十日町市高田町６丁目６４１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

不問 140,000円～
160,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  426001正社員以外
しみ抜き・修正（きもの加工
部）

不問 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

不問 143,424円～
146,880円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  418001正社員以外
介護予防支援員（介護予防
プラン作成職員）

不問 津南町役場 津南町大字下船渡戊５８５番地 雇用・公災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 151,000円～
151,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  410601
介護支援専門員、社会福祉士、保
健師、看護師のいずれか正社員以外

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

介護職員（なかさと・サービス付き
高齢者専用住宅）【急募】

不問 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 労災 普通自動車運転免許　　必須

不問
830円～1,100円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  434001パート労働者 十日町市荒屋ホ１６－１

荷受け・仕分け 不問 有限会社　佐藤教材
店

十日町市稲荷町４丁目３９７番地１０ 雇用・労災

不問
850円～850円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

3人 15080-  435301パート労働者
販売員（十日町川治店） 18歳以上 セブン・イレブン十日

町高田店
十日町市高田町３－２９８－２１ 労災 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

840円～840円雇用期間の定めなし

3人 15080-  437901パート労働者 十日町市川治丙５６－１

販売員 不問 セブン・イレブン十日
町高田店

十日町市高田町３－２９８－２１ 労災 普通自動車運転免許　　必須

不問
840円～840円雇用期間の定めなし

3人 15080-  438101パート労働者
保健師または看護師（健康
づくり推進課母子保健係）

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
1,087円～1,087円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  440201
保健師、看護師のいずれか

パート労働者
一般事務補助（健康づくり推
進課母子保健係）

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ヶ月以上）

1人 15080-  441501パート労働者
一般事務補（防災安全課特
定空家対策係）

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ヶ月以上）

1人 15080-  442001パート労働者

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

日給
(1)5時00分～10時00分

（ ） (2)6時00分～11時00分
TEL 025-757-2400 （従業員数 23人 ） (3)7時00分～12時00分

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 津南町

日給
(1)9時15分～15時50分

（ ）
TEL 025-768-3386 （従業員数 31人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給 交替制あり
(1)9時00分～16時00分

（ ） (2)9時00分～17時00分
TEL 025-757-2030 （従業員数 4人 ） (3)10時00分～19時00分

～ 就業場所: 十日町市

時給 交替制あり
(1)9時00分～15時00分

（ ） (2)11時30分～15時00分
TEL 025-750-7200 （従業員数 5人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給
(1)8時30分～17時15分 医療事務資格 あれば尚可

（ ）
TEL 025-757-3111 （従業員数 50人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

日給
(1)9時10分～16時00分

（ ）
TEL 025-757-2400 （従業員数 23人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給

（ ）
TEL 025-757-8131 （従業員数 23人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)7時30分～11時30分

（ ）
TEL 025-757-3118 （従業員数 6人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給
(1)8時00分～12時00分

（ ）
TEL 025-758-4119 （従業員数 2人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給

（ ）
TEL 025-755-2324 （従業員数 4人 ）

～ 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 8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 8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 8人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給

（ ）
TEL 025-757-3111 （従業員数 8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 交替制あり
(1)6時00分～10時00分

（ ） (2)13時00分～18時00分
TEL 025-758-4119 （従業員数 0人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)9時00分～16時00分

（ ） (2)9時00分～12時00分
TEL 025-752-5791 （従業員数 8人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)9時00分～16時00分

（ ） (2)9時00分～12時00分
TEL 025-752-5791 （従業員数 8人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)13時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-763-2555 （従業員数 91人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)8時45分～13時15分

（ ）
TEL 0258-46-6316 （従業員数 3人 ）

～ 就業場所: 十日町市
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会計年度任用職員（新潟県鳥獣
保護管理員／津南町）

不問 新潟県十日町地域振
興局健康福祉部

十日町市高山８５７ 労災 普通自動車運転免許　　必須

不問
1,280円～1,280円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  443301 又は8時00分～21時00
分の間の5時間パート労働者 津南町内

就労促進コーディネーター
（会計年度任用職員）

不問 新潟県立川西高等特
別支援学校

十日町市伊勢平治７１１－２ 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

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-  452901パート労働者
販売・配達スタッフ 不問 株式会社　中央印刷

所　山内商店
十日町市本町３丁目３５７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～850円雇用期間の定めなし

1人 15080-  454401 又は9時00分～19時00
分の間の5時間以上パート労働者

接客・調理補助 不問 株式会社　タキノガワ
みそ道楽

十日町市字上島丑５９６－１７ 労災

不問
880円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15080-  424201パート労働者
医療事務作業補助者（医療
クラーク）

不問 十日町市役所 十日町市千歳町３丁目３ 公災

不問
1,290円～1,935円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15080-  430701パート労働者 十日町市高田町３丁目南４４２番地

会計年度任用職員（専門・福
祉保健行政事務）

不問 新潟県十日町地域振
興局健康福祉部

十日町市高山８５７ 雇用・労災・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）

1人 15080-  417501パート労働者
しみ抜き・修正（きもの加工
部）

不問 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

不問
830円～850円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  419301 又は8時30分～17時30
分の間の6時間程度パート労働者

学校管理員 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 普通自動車運転免許　　必須

不問
859円～859円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  420101パート労働者 十日町市下条４－２４１　　十日町市立下条中学校

クリーンスタッフ 不問 有限会社　十日町ビ
ルサービス

十日町市大黒沢２８７番地 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　あれば尚可

不問
850円～850円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  421401パート労働者 十日町市下条３丁目４８５－１

自動車整備 不問 小林自動車整備工場 十日町市下条２丁目１４１－１ 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

不問
850円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15080-  403901 又は8時00分～17時30
分の間の5時間程度パート労働者

一般事務補助（福祉課福祉
支援係）

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

不問
897円～897円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  404101パート労働者
一般事務補助（福祉課障が
い福祉係）

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

不問
897円～897円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  405401パート労働者
一般事務補助（市民生活課
国保年金係）

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

不問
897円～897円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  406701パート労働者
一般事務補助（市民生活課
市民係）

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

不問
897円～897円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  407801 又は8時30分～17時15
分の間の6時間パート労働者

一般事務補助（観光交流課） 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

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）

4人 15080-  408201パート労働者 十日町市旭町２５１－１７

（請）清掃員（シルクモール） 不問 有限会社　十日町ビ
ルサービス

十日町市大黒沢２８７番地 雇用・労災

不問
900円～900円雇用期間の定めなし

1人 15080-  409501パート労働者 十日町市山本８１６

定年を上限

1,000円～1,000円雇用期間の定めなし

2人 15080-  412101パート労働者

定年を上限

1,000円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15080-  413401パート労働者
普通自動車運転免許　　必須

不問
950円～1,000円雇用期間の定めなし

2人 15080-  416201パート労働者 十日町市田中庚４２番地　「桜湯の里２号館レインボー」

不問
830円～840円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 15020- 2253201パート労働者 十日町市寿町２丁目１－１

（請）調理補助員［デイサービ
スやまびこ］

不問 シダックス　株式会社
長岡営業所

長岡市上富岡町１６０３－１ 雇用・労災

介護職全般 不問 社会福祉法人　清津
福祉会

十日町市田中ロ４７５番地１ 労災

エリンギのカット・包装作業
（土曜日・祝日）

64歳以下 有限会社　グルメッ
シュ野上

十日町市高島甲２９１－５ 労災

エリンギのカット・包装作業 64歳以下 有限会社　グルメッ
シュ野上

十日町市高島甲２９１－５ 雇用・労災
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～

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
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。。

２０名

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

9:30 ～ 10:30 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室 定員：

２０名

3 月 27 日 ㊎ 職業訓練説明会「事務基本科１期」

9:30 ～ 10:30 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。

3 月 17 日 ㊋ 職業訓練説明会「事務基本科１期」

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

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≫

２０名

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 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室 定員：

14:30 ～ 15:20 職業相談（予約制）

3 月 24 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

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：

◆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

3 月 6 日 ㊎ 再就職支援セミナー（基本 コース）

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。 


