
変形（1年単位）
(1)8時45分～17時45分

TEL 025-750-1040 （従業員数 18人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)8時30分～17時30分

TEL 025-761-7298 （従業員数 13人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～15時00分
(2)9時30分～18時30分

TEL 025-763-2555 （従業員数 47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 社会福祉士 必須

TEL 025-763-2555 （従業員数 35人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)8時00分～17時30分

TEL 025-597-2556 （従業員数 17人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分 介護福祉士 必須

(2)9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

TEL 025-763-2669 （従業員数 89人 ）
～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)6時00分～15時00分
(2)16時00分～1時00分

TEL 025-756-2407 （従業員数 5人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時20分～17時50分

TEL 025-752-5385 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)7時45分～16時45分 社会福祉士 必須

(2)8時00分～17時00分
(3)8時30分～17時30分

TEL 025-765-3700 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所: 津南町

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～18時00分

TEL 025-752-5883 （従業員数 5人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)9時00分～17時30分

TEL 025-382-0091 （従業員数 3人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 保健師 必須

(2)8時30分～17時00分

TEL 025-267-1200 （従業員数 30人 ）
～ 就業場所: 十日町市

拠出

(1)8時30分～17時30分 二級自動車整備士 必須

三級自動車整備士 必須

TEL 0269-87-2612 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所: 津南町

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
(3)10時00分～19時00分

TEL 025-763-2669 （従業員数 89人 ）
～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

【 9月11日(金) 号 】
≪次回の発行は9/18(金)です.≫

雇用期間の定めなし

2人 20080- 2278201正社員 いずれかの免許・資格所持で可

自動車、建設機械整備、修
理工

59歳以下 有限会社　カートッ
プ

長野県下水内郡栄村大字豊栄２５９－
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 ）

150,000円～
290,000円

雇用期間の定めなし

1人 15010-26312901正社員 一般社団法人　労働衛生医学協会附属　十日町健診センター

保健師（十日町市） 40歳以下 一般社団法人　新潟
県労働衛生医学協
会

新潟市中央区川岸町１丁目３９－５ 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

）

232,120円～
267,320円

雇用期間の定めなし

1人 15010-26632701正社員 十日町市丑２７２－６　　㈱トヨタレンタリース新潟　十日町店

総合営業スタッフ（十日町
店／十日町市）

35歳以下 株式会社　トヨタレン
タリース新潟

新潟市江南区下早通柳田２丁目２番１
２号

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

）

173,100円～
218,100円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1651501正社員

営業 45歳以下 宮島薬品　株式会社
新潟南営業所

十日町市西本町３丁目２－２ 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

）

230,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし 社会福祉主事任用資格

1人 15080- 1647901正社員 津南町大字中深見甲５５４０番地　ケアホーム恵福園なかつ いずれかの免許・資格所持で可

生活相談員（恵福園なかつ
認知症対応型通所介護事
業所）

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 ）

168,400円～
222,500円

雇用期間の定めなし ＡＴ限定可

1人 15080- 1646601正社員

自動車部品管理販売事務
（本社）

40歳以下 有限会社　十日町
パーツ

十日町市高山２丁目８２６－６ 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～
200,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1652001正社員

コンビニエンスストア店員 18歳以上 セブンイレブン　十
日町下条店

十日町市下条３丁目４４８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

（ 法令の規定
により年齢
制限がある

）

180,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

4人 15080- 1665701正社員

介護業務（有資格者） 18歳～59歳 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

（ 定年を上限 ）

144,000円～
255,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1662901正社員 田澤工場、田澤第二工場、池田工場

製麺作業員 64歳以下 株式会社　松代そば
善屋

十日町市松代３６５２番地１２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　あれば尚可

（ 定年を上限 ）

175,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし 社会福祉主事

1人 15080- 1659801正社員 上村診療所　３階　　桜湯の里 いずれかの免許・資格所持で可

生活相談員 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

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

177,000円～
245,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1658701正社員

調理員 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 ）

150,300円～
200,700円

雇用期間の定めなし

3人 15080- 1668501正社員 ＪＡ十日町農産物集出荷施設内

パッケージ作業員 30歳以下 株式会社　十日町き
のこパッケージセン
ター

十日町市北鐙坂５２１－１８　
　　　　　　　ＪＡ十日町農産物集出荷施
設内

雇用・労災・
健康・厚生

（ キャリア形
成

）

165,000円～
175,000円

加入保険等 必要な免許資格

事務員 59歳以下 株式会社　いつ和 十日町市明石町６番地２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（ 定年を上限

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

）

155,000円～
155,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1675201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

介護業務 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- 1661601正社員以外

9月3日(木)～9月9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） 

フルタイム（正社員以外） 

ハローワーク十日町　求人情報　20200911（金）発行　1 / 3



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年単位）
(1)8時30分～17時15分 保育士 必須

TEL 025-752-4472 （従業員数 27人 ）
R2.10.1 ～ R3.3.31 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

TEL 025-775-7577 （従業員数 46人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 025-775-7577 （従業員数 46人 ）
～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)9時00分～17時00分

TEL 025-765-3145 （従業員数 5人 ）
～ 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 ）
R2.10.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

TEL 025-752-0910 （従業員数 19人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)9時00分～14時30分

TEL 025-765-5322 （従業員数 13人 ）
～ 就業場所: 津南町

(1)14時30分～19時30分

TEL 025-788-0521 （従業員数 9人 ）
～ 就業場所: 十日町市

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

交替制あり

TEL 025-756-2407 （従業員数 5人 ）
～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)7時45分～10時00分
(2)11時00分～15時00分
(3)11時00分～16時00分

TEL 025-761-1515 （従業員数 26人 ）
～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

(1)8時30分～15時30分

TEL 025-765-4810 （従業員数 18人 ）
～ 就業場所: 津南町

TEL 025-757-3155 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所: 十日町市

TEL 025-757-3155 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)9時00分～16時00分

TEL 025-757-3111 （従業員数 17人 ）
R2.10.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

保育教諭【急募】 不問 社会福祉法人　水月
会　いずみこども園

十日町市昭和町３丁目１８番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

（ 不問 ）

166,200円～
180,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1649401正社員以外 いずれかの免許・資格所持で可

幼稚園教諭免許（専修・１
種・２種） 必須

（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 15010-26445101無期雇用派遣労働者 県立十日町病院分室

警備員（交通誘導兼イベン
ト警備）

18歳以上 株式会社　リリーフ
セキュリティ　六日
町営業所

南魚沼市四十日２１番 雇用・労災・
健康・厚生

（ 法令の規定
により年齢
制限がある

）

182,750円～
193,500円

雇用期間の定めなし

5人 15120- 3113601正社員以外
ＪＲ東日本保安員 18歳以上 株式会社　リリーフ

セキュリティ　六日
町営業所

南魚沼市四十日２１番 雇用・労災・
健康・厚生

（ 法令の規定
により年齢
制限がある

）

193,500円～
215,000円

雇用期間の定めなし

5人 15120- 3114901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

販売員 不問 株式会社　高橋工務
所

津南町大字下船渡戊２１６－１ 雇用・労災

（ 不問 ）

830円～830円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1674801パート労働者 十日町市松代３８１６－１　ファミリーマート道の駅　まつだい

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）

1人 15080- 1667201パート労働者 十日町市学校町１丁目６１４番地３２　十日町市立　ふれあいの丘支援学校

えのき茸収穫・包装・選別
作業【急募】

不問 有限会社　グリーン
サービス中条

十日町市中条己２４６０－１ 労災

（ 不問 ）

830円～900円雇用期間の定めなし 又は8時30分～15時
00分の間の4時間程度1人 15080- 1663101パート労働者

調理職員（スマイルホーム
こたね）

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 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）

830円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1664401パート労働者 津南町大字上郷子種新田２８７－１　スマイルホーム　こたね

施設調理補助スタッフ（十
日町市高原田）

59歳以下 株式会社　津山商店 南魚沼市浦佐５５８２－１ 雇用・労災

（ 定年を上限 ）

830円～880円雇用期間の定めなし

1人 15120- 3309901パート労働者 十日町市高原田２７８－１　特別養護老人ホーム　あかね園　厨房内

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　Ｓｈｉｎａｇａ
ｗａ　ＨＥＡＲＴ４階

労災

（ 不問 ）

1,000円～1,071
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 13040-84531301パート労働者 十日町市川端丑７８４－１　イオン十日町店

コンビニエンスストア店員 18歳以上 セブンイレブン　十
日町下条店

十日町市下条３丁目４４８－１ 労災

（ 法令の規定
により年齢
制限がある

）

830円～860円雇用期間の定めなし 又は6時00分～0時00
分の間の3時間以上3人 15080- 1653301パート労働者

（請）清掃業務（千手温泉
千年の湯）

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

（ 不問 ）

860円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1654601パート労働者 十日町市水口沢１２１－７　千手温泉　千年の湯

ナメコの収穫・包装作業 不問 農事組合法人　割野
きのこ組合

津南町大字下船渡丁８１５０ 雇用・労災

（ 不問 ）

860円～1,010円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1655901パート労働者
接客【本店】 59歳以下 株式会社　小嶋屋 十日町市本町４丁目１６－１ 労災

（ 定年を上限 ）

840円～840円雇用期間の定めなし 又は9時30分～19時
00分の間の3時間以上1人 15080- 1656101パート労働者

調理補助【本店】 59歳以下 株式会社　小嶋屋 十日町市本町４丁目１６－１ 労災

（ 定年を上限 ）

840円～850円雇用期間の定めなし 又は9時30分～19時
00分の間の3時間以上1人 15080- 1657401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・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）

2人 15080- 1644001パート労働者 十日町市総合観光案内所内　観光交流課

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

(1)9時30分～14時00分

TEL 025-757-3155 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)10時00分～15時00分
(2)13時00分～17時00分

TEL 025-759-2330 （従業員数 12人 ）
～ R3.4.20 就業場所: 十日町市

接客【和亭】 59歳以下 株式会社　小嶋屋 十日町市本町４丁目１６－１ 労災

（ 定年を上限 ）

840円～840円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1645301パート労働者 十日町市下島寅乙４０７－１　　和亭

えのき茸のかき出し作業 不問 有限会社　藤木きの
こ産業

十日町市中条庚１１３０－１ 雇用・労災

（ 不問 ）

900円～900円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1650201パート労働者
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