
(1)8時00分～17時00分

TEL 025-757-1949 （従業員数 5人 ）

～ 就業場所: 十日町市

(1)8時00分～17時00分

TEL 025-757-1949 （従業員数 5人 ）

～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)8時30分～17時30分
(2)10時00分～19時00分

TEL 025-761-7444 （従業員数 12人 ）

～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)6時30分～15時30分
(2)10時30分～19時00分

(3)17時45分～9時15分
TEL 025-765-3700 （従業員数 67人 ）

～ 就業場所: 津南町

(1)8時30分～17時30分 介護福祉士 必須

介護職員実務者研修修了者 必須

介護職員初任者研修修了者 必須

TEL 025-765-3700 （従業員数 7人 ）

～ 就業場所: 津南町

交替制あり
(1)7時30分～16時30分 看護師 必須

(2)8時30分～17時30分 准看護師 必須

(3)9時30分～18時30分
TEL 025-765-3700 （従業員数 67人 ）

～ 就業場所: 津南町

交替制あり
(1)8時00分～17時00分
(2)7時45分～16時45分

TEL 025-761-4780 （従業員数 5人 ）

～ 就業場所: 津南町

変形（1年単位）
(1)8時00分～18時00分 危険物取扱者（乙種） あれば尚可

TEL 025-755-2528 （従業員数 6人 ）

～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～18時00分 二級自動車整備士 必須

TEL 025-755-2528 （従業員数 6人 ）

～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時15分

TEL 025-757-8259 （従業員数 6人 ） 移動式クレーン運転士 あれば尚可

～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時15分

TEL 025-757-8259 （従業員数 6人 ）

～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

TEL 025-757-2217 （従業員数 30人 ）

～ 就業場所: 十日町市

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1194901正社員 十日町市川治２１９０－６　　　川治工場

調色スタッフ 40歳以下 ジャパナクラフト　株
式会社

十日町市袋町西８１番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（ キャリア形

成
）

175,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1204201正社員 十日町市西本町３丁目

配管工 44歳以下 有限会社　アセス 十日町市木落５５８－２ 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

）

210,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1203801正社員 十日町市西本町３丁目

重機オペレーター及び土木
作業員【就職氷河期世代
歓迎求人】

62歳以下 有限会社　アセス 十日町市木落５５８－２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

210,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1202701正社員

自動車整備士 59歳以下 長谷川石油　株式会
社

十日町市下条１丁目１１２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

165,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1201401正社員

ガソリンスタンドスタッフ 59歳以下 長谷川石油　株式会
社

十日町市下条１丁目１１２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

165,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1199201正社員 津南町大字秋成１０３６５－２

大型運転手・重機運転手 18歳～59歳 株式会社　見玉石材 津南町大字下船渡戊２１０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

210,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1207301正社員 特別養護老人ホーム　恵福園 いずれかの免許・資格所持で可

看護職員（特別養護老人
ホーム恵福園）

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 ）

196,150円～
254,100円

雇用期間の定めなし 旧介護職員基礎研修課程修了
者、旧ホームヘルパー１級

1人 15080- 1206001正社員 津南町在宅介護支援センター いずれかの免許・資格所持で可

訪問介護員（津南町在宅
介護支援センター）

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 ）

174,300円～
207,200円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1205501正社員 特別養護老人ホーム　恵福園

介護職員（特別養護老人
ホーム恵福園）

18歳～59歳 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 ）

172,400円～
230,500円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1214001正社員 十日町市本町２丁目２２６番地１　市民交流センター分じろう内

一般事務 50歳以下 特定非営利活動法
人　市民活動ネット
ワークひとサポ

十日町市本町２丁目２２６番地１　
　市民交流センター分じろう内

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

）

175,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1213501正社員

現場管理・事務 不問 小杉機工　株式会社 十日町市甲７１５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）

160,000円～
346,500円

加入保険等 必要な免許資格

とび工【急募】 不問 小杉機工　株式会社 十日町市甲７１５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 不問

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

）

160,000円～
346,500円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1212201正社員

【 6月26日(金) 号 】

≪次回の発行は7/3(金)です.≫

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削用）
運転技能者

あれば尚可

6月18日(木)～6月24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

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

TEL 025-757-8332 （従業員数 4人 ）

～ 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分 看護師 必須

(2)8時30分～12時00分
(3)17時00分～9時00分

TEL 025-758-2361 （従業員数 40人 ）

～ 就業場所: 十日町市

(1)8時30分～17時30分

TEL 025-244-1240 （従業員数 24人 ）

～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 大型自動車免許 必須

TEL 025-758-3141 （従業員数 13人 ）

～ 就業場所: 十日町市

(1)8時00分～17時00分

TEL 025-597-2044 （従業員数 12人 ）

～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

(1)9時30分～18時30分 理容師 必須

美容師 必須

TEL 025-752-5569 （従業員数 5人 ）

～ 就業場所: 十日町市

(1)9時00分～13時00分
(2)18時00分～21時00分

(3)7時00分～13時00分
TEL 025-596-2057 （従業員数 9人 ）

～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)17時00分～22時00分

(2)10時30分～14時30分

(3)15時00分～20時00分

TEL 025-755-5758 （従業員数 0人 ）

～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)7時15分～14時05分

(2)8時30分～15時20分
(3)12時10分～19時00分

TEL 025-757-5566 （従業員数 390人 ）

R2.9.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

(1)8時30分～15時20分

TEL 025-757-5566 （従業員数 390人 ）

～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

(1)7時30分～12時30分

TEL 025-757-3860 （従業員数 32人 ）

～ R2.7.15 就業場所: 十日町市

(1)8時15分～16時15分

TEL 025-757-3118 （従業員数 90人 ）

～ R2.7.27 就業場所: 十日町市

(1)7時30分～9時30分

TEL 025-778-2065 （従業員数 13人 ）

～ 就業場所: 十日町市

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1193601正社員

看護師 18歳～59歳 医療法人社団　たか
き医院

十日町市馬場丙１５５０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

（ 定年を上限 ）

183,750円～
236,250円

15080- 1197701正社員 カメラショップユザワ　十日町店

販売員（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 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）

170,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人

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

（派）医療事務（十日町市
／県立十日町病院）

59歳以下 株式会社　エム・エ
ス・シー

新潟市中央区米山１－１１－１１　昴ビ
ル５Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

（ 定年を上限 ）

142,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし （医療事務関係資格取得者優遇）

1人 15010-19336701無期雇用派遣労働者 県立十日町病院分室

大型ダンプ運転手・重機運
転手

18歳～59歳 南陵建設　株式会社 十日町市伊達甲１０４３－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（ 定年を上限 ）

195,300円～
217,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1208601正社員以外

舗装工事現場作業員 18歳以上 福田道路株式会社
十日町営業所

十日町市太平字蒲生田５９６－１ 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

）

187,640円～
212,290円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15080- 1209901正社員以外

理容・美容師 不問 ｃｒｅａｄｏｒ（クレアドー
ル）

十日町市稲荷町４丁目３９６－１ 雇用・労災

（ 不問 ）

185,000円～
185,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
又は9時00分～18時
00分2人 15080- 1200101正社員以外 十日町市稲荷町３丁目南４－３ いずれかの免許・資格所持で可

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

客室清掃 不問 株式会社　たまきや 十日町市松之山湯本１３番地 労災

（ 不問 ）

850円～1,000円雇用期間の定めなし
又は6時00分～21時
00分の間の3時間以上3人 15080- 1211801パート労働者 十日町市松之山湯本１３番地　酒の宿　玉城屋

ホールスタッフ 不問 ＩＺＡＫＡＹＡ　そうえも
ん

十日町市昭和町４丁目１５５－１　１Ｆ その他

（ 不問 ）

900円～1,125円雇用期間の定めなし

5人 15080- 1198801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

（ 不問 ）

909円～1,486円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

5人 15080- 1195101パート労働者

事務（パート） 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

（ 不問 ）

922円～1,548円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1196401パート労働者

保育士又は保育補助【急
募】

不問 社会福祉法人　北越
福祉会　北越こども
園

十日町市本町６の１丁目７９番地１ 雇用・労災

（ 不問 ）

900円～1,050円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 15080- 1188401パート労働者

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ヶ月未満）

7人 15080- 1190501パート労働者 十日町・水沢・西小学校、十日町・水沢・中里・川西中学校、ふれあいの丘支援学校

クリーンクルー（十日町市）
【早朝作業】

不問 有限会社　ダイワク
リーンサービス

南魚沼市塩沢６０２－５ 労災

（ 不問 ）

900円～900円雇用期間の定めなし

3人 15120- 2368301パート労働者 十日町市下川原寅乙１８８　パチンコＮ－１　十日町店

フルタイム（正社員以外） 

パート 
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