
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分 薬剤師 必須

(2)8時30分～12時30分

TEL 025-280-1466 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)8時30分～17時30分 管理栄養士 必須

TEL 025-761-7340 （従業員数 59人 ）
～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)8時00分～17時30分 第二種電気工事士 必須

(2)8時00分～17時00分 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者 あれば尚可

中型自動車免許 あれば尚可

TEL 025-757-2161 （従業員数 70人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分 フォークリフト運転技能者 あれば尚可

(2)8時30分～17時30分

TEL 025-765-2510 （従業員数 10人 ）
～ 就業場所: 津南町

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分
(2)8時00分～18時00分
(3)8時00分～17時00分

TEL 025-765-3713 （従業員数 18人 ）
～ 就業場所: 津南町

(1)8時30分～17時30分 管理栄養士 必須

TEL 025-761-7340 （従業員数 112人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)8時30分～17時00分

TEL 025-757-5111 （従業員数 14人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時30分～18時00分

TEL 025-763-4421 （従業員数 9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 025-597-2302 （従業員数 29人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 大型特殊自動車免許 あれば尚可

TEL 025-597-2302 （従業員数 29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 025-597-2302 （従業員数 29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 025-597-2302 （従業員数 29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

大型特殊自動車免許 必須

２級建設機械施工技士 あれば尚可

TEL 025-597-2302 （従業員数 29人 ）
～ 就業場所: 十日町市

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)6時00分～15時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)9時15分～18時15分

TEL 025-765-3700 （従業員数 38人 ）
～ 就業場所: 津南町

雇用期間の定めなし

1人 15080-  796411正社員 地域密着型介護老人福祉施設　恵福園ほくぶ

調理員（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（ 定年を上限 ）

150,200円～
170,650円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  795511正社員 津南町大字下船渡丁２６８２番地３　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

1人 15080-  812111正社員

車両・重機オペレーター 18歳～64歳 株式会社　司工務店 十日町市松代３２２８－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（ 定年を上限 ）

220,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  811911正社員

土木施工管理（未経験） 18歳～35歳 株式会社　司工務店 十日町市松代３２２８－３ 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

）

185,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  810611正社員

土木施工管理 18歳～64歳 株式会社　司工務店 十日町市松代３２２８－３ 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 ）

220,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  809411正社員

土木作業員 18歳～64歳 株式会社　司工務店 十日町市松代３２２８－３ 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 ）

185,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  808511正社員

建築施工管理 64歳以下 株式会社　司工務店 十日町市松代３２２８－３ 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 ）

220,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  807211正社員

プラスチック金型工 不問 有限会社　新潟大成 十日町市干溝ニ４３７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  824511正社員

一般事務 45歳以下 十日町商工会議所 十日町市駅通り１７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

）

144,000円～
190,100円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  823211正社員 十日町市下条３丁目４８５番地１

管理栄養士 59歳以下 社会福祉法人　十日
町福祉会

十日町市水口沢９９ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

179,850円～
179,850円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  822811正社員

木材加工員 45歳以下 苗場木材加工協同
組合

津南町大字中深見乙１７４４－３ 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

）

145,000円～
163,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  821711正社員

なめこ生産・なめこ栽培ビ
ン製造

45歳以下 津南町森林組合 津南町大字中深見乙２１７６ 雇用・労災・
健康・厚生

（ キャリア形
成

）

155,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし その他の建設技術関係資格　あ
れば尚可

2人 15080-  819311正社員

電気工事士及び管理スタッ
フ（幹部候補）

59歳以下 大島電気　株式会社 十日町市明石町２５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 ）

164,000円～
228,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  818011正社員 十日町市南鐙坂４４６番地１

管理栄養士 59歳以下 社会福祉法人　十日
町福祉会

十日町市水口沢９９ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

179,850円～
179,850円

加入保険等 必要な免許資格

薬剤師（十日町市本町） 59歳以下 有限会社　桂林 新潟市中央区網川原１丁目１５番２３号
新光ビル４階

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

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

）

270,000円～
390,000円

雇用期間の定めなし

1人 15010-11876711正社員 十日町市本町３丁目３６２－４　プラザコア１階　プラザ調剤薬局

【 4月9日(金) 号 】

≪次回の発行は4/16(金)です.≫

4月1日(木)～4月7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）

ハローワーク十日町　求人情報　20210409（金）発行　1 / 6



交替制あり
(1)8時00分～17時00分 管理栄養士 必須

(2)8時30分～17時30分 栄養士 必須

(3)9時15分～18時15分
TEL 025-765-3700 （従業員数 38人 ）

～ 就業場所: 津南町

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 025-765-3193 （従業員数 9人 ）
～ 就業場所: 津南町

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分 ３級配管技能士 あれば尚可

TEL 025-757-8211 （従業員数 71人 ）
～ 就業場所: 十日町市

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 025-757-8211 （従業員数 71人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分 危険物取扱者（乙種） 必須

TEL 025-752-3105 （従業員数 11人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)8時30分～17時15分 総合旅行業務取扱管理者 あれば尚可

TEL 025-765-5585 （従業員数 1人 ）
～ 就業場所: 津南町

フレックス
(1)9時00分～18時00分

TEL 025-752-0330 （従業員数 5人 ）
～ 就業場所: 十日町市

フレックス
(1)9時00分～18時00分

TEL 025-752-0330 （従業員数 5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 025-752-4751 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所: 津南町

TEL 025-761-7298 （従業員数 17人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)6時00分～15時00分
(2)6時30分～15時30分

TEL 025-757-1171 （従業員数 21人 ）
～ 就業場所: 十日町市

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

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

(1)8時30分～17時30分

TEL 025-755-5600 （従業員数 7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
(2)8時00分～17時00分

TEL 025-765-5322 （従業員数 2人 ）
～ 就業場所: 津南町

拠出
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

TEL 025-752-2424 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所: 十日町市

厚生
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分 介護福祉士 あれば尚可

介護職員実務者研修修了者 あれば尚可

介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

TEL 025-596-3015 （従業員数 89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 作業療法士 必須

理学療法士 必須

TEL 025-596-3015 （従業員数 89人 ）
～ 就業場所: 十日町市

雇用期間の定めなし

2人 15080-  792711正社員 いずれかの免許・資格所持で可

機能訓練士 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 ）

180,900円～
250,900円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  791111正社員

介護職員（通所リハビリ
テーション）

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 ）

150,900円～
170,900円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  787511正社員

電気工事士 44歳以下 株式会社　後藤電機 十日町市高田町２－９４－５ 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

）

177,000円～
210,500円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  786211正社員 津南町大字下船渡９４４－１　スマイルパートナーズつなん内　本部

事務職員（本部） 45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

（ キャリア形
成

）

154,000円～
182,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  785811正社員 十日町市下条４丁目４３１　工房　ぼちぼち

支援員 59歳以下 特定非営利活動法
人　ハートケア・ぼち
ぼち

十日町市中条己２８２５－３ 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～
164,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  782911正社員

ユニットバス・システムキッ
チン取付（本社）

30歳以下 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

（ キャリア形
成

）

205,000円～
255,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  781611正社員

ユニットバス・システムキッ
チン取付（本社）経験者

59歳以下 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

（ 定年を上限 ）

255,000円～
305,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  775111正社員

卸売販売及び配達 40歳以下 株式会社　十印十日
町水産

十日町市高山三丁目７４５ 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

）

155,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし 又は8時00分～18時
00分の間の8時間2人 15080-  771011正社員

パッケージ作業及びきのこ
生産管理

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～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  770411正社員 津南町大字中深見乙２１６０－５　津南出張所

一般事務（津南出張所）
【急募】

59歳以下 三陽産業株式会社
十日町営業所

十日町市明石町９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 ）

140,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  769811正社員

プログラマー・システムエン
ジニア（未経験者）

45歳以下 有限会社　フロン
ティア十日町

十日町市千代田町１番地６　古田島ビ
ル２階

雇用・労災・
健康・厚生

（ キャリア形
成

）

135,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  768711正社員

プログラマー・システムエン
ジニア（経験者）

不問 有限会社　フロン
ティア十日町

十日町市千代田町１番地６　古田島ビ
ル２階

雇用・労災・
健康・厚生

（ 不問 ）

140,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  814811正社員

イベント企画・一般事務 不問 津南町観光協会 津南町大字下船渡戊５８５ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）

146,100円～
146,100円

雇用期間の定めなし 危険物乙４は入社後取得可能

1人 15080-  806811正社員 十日町市山本５丁目８６６－６『本社給油所』

石油部事務 30歳以下 株式会社　山田屋商
店

十日町市山本町５丁目８６６－６ 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

1人 15080-  803911正社員

総合職（現場代理人：本
社）

59歳以下 株式会社　拓越 十日町市新座甲４０３番地５５ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

240,000円～
320,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  802611正社員

総合職（配管工：本社） 59歳以下 株式会社　拓越 十日町市新座甲４０３番地５５ 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～
320,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  799611正社員

ダンプ運転手 59歳以下 有限会社　清津工業 津南町下船渡乙４７９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 ）

225,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  797011正社員 地域密着型介護老人福祉施設　恵福園ほくぶ いずれかの免許・資格所持で可

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 ）

157,300円～
216,700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 加入保険等 必要な免許資格
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変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

TEL 025-757-2191 （従業員数 20人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

TEL 025-752-2297 （従業員数 4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 025-752-4437 （従業員数 14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 025-766-2688 （従業員数 26人 ）
～ 就業場所: 津南町

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 025-752-3597 （従業員数 14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 025-752-3597 （従業員数 14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 025-757-3999 （従業員数 8人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時30分 介護職員初任者研修修了者 必須

(2)10時00分～19時00分 介護福祉士 あれば尚可

(3)22時00分～7時00分 介護職員実務者研修修了者 あれば尚可

TEL 025-761-7340 （従業員数 640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 看護師 必須

(2)8時30分～17時30分 准看護師 必須

(3)10時00分～19時00分
TEL 025-761-7340 （従業員数 640人 ）

～ 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～20時00分

TEL 025-757-8332 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～18時00分 毒物劇物取扱責任者 あれば尚可

(2)8時00分～17時00分 危険物取扱者（乙種） あれば尚可

TEL 025-765-2525 （従業員数 17人 ）
～ 就業場所: 津南町

厚生
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)17時00分～2時00分

TEL 025-757-3360 （従業員数 25人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時15分 ２級土木施工管理技士 あれば尚可

二級建築士 あれば尚可

その他の土木・測量技術関係資格 あれば尚可

TEL 025-755-5171 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分
(2)8時00分～17時00分

TEL 025-761-7162 （従業員数 2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 025-596-3125 （従業員数 56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 025-596-2121 （従業員数 8人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時15分～17時10分

TEL 025-752-6306 （従業員数 11人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)9時10分～16時50分

TEL 025-752-2429 （従業員数 10人 ）
～ 就業場所: 十日町市

雇用期間の定めなし

2人 15080-  766911正社員

営業 59歳以下 朝日生命保険相互
会社　十日町営業所

十日町市稲荷町３丁目東８－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許　　あれば尚可

（ 定年を上限 ）

116,000円～
116,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  765611正社員 十日町市中条己１６８５－６　本社工場隣り　メカトロニクスセンター

自動機設計、組立・調整、
プログラミング（メカトロニク
ス）

59歳以下 株式会社　新潟プレ
シジョン

十日町市中条己１６８４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

（ 定年を上限 ）

170,000円～
245,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  764311正社員

土木一般業務 18歳～59歳 有限会社　松里建設 十日町市松之山天水越７９３－３ 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～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  763011正社員

土木・建築・圧送一般業務 18歳～59歳 株式会社　高橋組 十日町市松之山湯本１３８０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  762411正社員

型枠大工 不問 上杉工務店 十日町市大黒沢１７９４－１０ 雇用・労災

（ 不問 ）

192,000円～
312,000円

雇用期間の定めなし 型枠支保・足場・玉掛等　あれば
尚可

2人 15080-  760211正社員

土木作業員（経験者） 18歳～59歳 有限会社　沖建設 十日町市八箇甲２７番地１

八箇入り口バス停　から　徒歩１０分

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 ）

230,000円～
286,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  759111正社員

タクシー乗務員【急募】 18歳～59歳 明石交通　株式会社 十日町市昭和町３丁目２２－４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

200,518円～
209,133円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  758911正社員 津南町大字中深見乙１８０３　物流センター

販売・その他作業員（物流
センター）

59歳以下 株式会社　大阪屋商
店

津南町大字下船渡丁２６３１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

191,000円～
296,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  757611正社員 十日町市稲荷町４丁目３９６番地１　すし海道　十日町店

調理・配達（すし海道） 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 ）

160,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  755011正社員 十日町市内施設のいずれか。　 いずれかの免許・資格所持で可

看護職員 59歳以下 社会福祉法人　十日
町福祉会

十日町市水口沢９９ 雇用・労災・
健康・厚生

（ 定年を上限 ）

184,850円～
203,500円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  753511正社員 十日町市内施設のいずれか。

介護職員 18歳～59歳 社会福祉法人　十日
町福祉会

十日町市水口沢９９ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

161,125円～
187,500円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  752211正社員 十日町市下条２丁目１５８番地

組み立て検査及び工程管
理

59歳以下 新潟アライ　株式会
社

十日町市明石町５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（ 定年を上限 ）

148,500円～
187,500円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  750711正社員

ガス・灯油配管、給排水設
備工事（経験者）

59歳以下 株式会社　村熊商店 十日町市高田町６丁目６５６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

200,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  749911正社員

ガス・灯油配管、給排水設
備工事（未経験者）

45歳以下 株式会社　村熊商店 十日町市高田町６丁目６５６－１ 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

）

170,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  748611正社員

電気工事士 59歳以下 株式会社　光成電気 津南町大字上郷宮野原５４８８－６ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

190,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

3人 15080-  747311正社員

システムエンジニア 32歳以下 株式会社　十日町シ
ステムハウス

十日町市春日町３丁目１８３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（ キャリア形

成
）

180,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  794211正社員

土木作業員 45歳以下 湯沢コンクリート 十日町市七軒町２３１番地 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）

197,800円～
276,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  793811正社員 十日町市本町２丁目３２５番地２　文具館タキザワ　十日町店

経理（十日町店） 35歳以下 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

（ キャリア形
成

）

180,000円～
260,000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 加入保険等 必要な免許資格
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変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～19時00分 美容師 必須

TEL 072-685-0767 （従業員数 3人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～19時00分 美容師 必須

TEL 072-685-0767 （従業員数 3人 ）
～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)6時00分～15時30分
(2)7時00分～16時30分
(3)8時00分～17時30分

TEL 025-761-7066 （従業員数 9人 ）
～ 就業場所: 津南町

拠出

(1)8時00分～17時00分 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者 あれば尚可

小型移動式クレーン運転技能者 あれば尚可

玉掛技能者 あれば尚可

TEL 090-9017-3008（従業員数 1人 ）
～ R3.12.14 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分
(3)13時00分～22時00分

TEL 025-763-4822 （従業員数 24人 ）
R3.5.15 ～ R4.5.14 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時15分

TEL 025-750-1515 （従業員数 16人 ）
～ R4.3.31 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時15分

TEL 025-761-7340 （従業員数 22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 025-755-5171 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時45分
(2)10時30分～19時45分

TEL 0256-33-6042 （従業員数 57人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時45分
(2)10時30分～19時45分

TEL 0256-33-6042 （従業員数 57人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時45分
(2)10時30分～19時45分

TEL 0256-33-6042 （従業員数 57人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時45分
(2)10時30分～19時45分

TEL 0256-33-6042 （従業員数 57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 025-782-4007 （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 27150- 5625011正社員 十日町市寅乙４４１－１　原信十日町北　美容ｃｕｔ－Ａ十日町店

美容師（スタイリスト：十日
町店）【９５５０－２】

不問 株式会社カットツイ
ン

大阪府高槻市芥川町１丁目７－２６　カ
ワノビル５階

雇用・労災・
健康・厚生

（ 不問 ）

210,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

1人 27150- 5624411正社員 十日町市寅乙４４１－１　原信十日町北　美容ｃｕｔ－Ａ十日町店

美容師（店長候補：十日町
店）【９５５０－１】

不問 株式会社カットツイ
ン

大阪府高槻市芥川町１丁目７－２６　カ
ワノビル５階

雇用・労災・
健康・厚生

（ 不問 ）

220,000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 加入保険等 必要な免許資格

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～
154,080円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  813711正社員以外 津南町大字谷内７６４５　津南農産加工センター

造園作業員 不問 福原造園 十日町市伊達甲５７９ 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）

176,000円～
286,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  805711正社員以外
館内清掃ならび客室清掃
係

18歳以上 株式会社　なかさと 十日町市上山己２１３３番地

宮中バス停　から　徒歩３分

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

）

146,880円～
148,608円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  773611正社員以外 十日町市宮中己４１９７番地

事務員（やまびこ　本部） 不問 社会福祉法人　やま
びこ

十日町市寿町１丁目１－１２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（ 不問 ）

144,000円～
178,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  783111正社員以外 十日町市寿町１丁目１－１２　やまびこ　本部

支援員（なごみの家） 59歳以下 社会福祉法人　十日
町福祉会

十日町市水口沢９９ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

144,670円～
167,722円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  751811正社員以外 十日町市高山１３６０番地２　障害福祉サービス事業所　なごみの家

土木作業員 18歳以上 有限会社　沖建設 十日町市八箇甲２７番地１

八箇入り口バス停　から　徒歩１０分

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

）

165,600円～
207,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15080-  761511正社員以外
農業資材担当（十日町店・
準社員）

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 ）

172,000円～
172,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15040- 2683111正社員以外 十日町市丑９００－２　ホームセンタームサシ十日町店

大型機械担当（十日町店・
準社員）

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 ）

172,000円～
172,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15040- 2685811正社員以外 十日町市丑９００－２　ホームセンタームサシ十日町店

木材売場担当（十日町店・
準社員）

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 ）

172,000円～
172,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15040- 2686211正社員以外 十日町市丑９００－２　ホームセンタームサシ十日町店

自転車販売・修理（十日町
店・準社員）

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 ）

172,000円～
172,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15040- 2687511正社員以外 十日町市丑９００－２　ホームセンタームサシ十日町店

交通誘導警備員（十日町
営業所）

18歳以上 東日本警備　株式会
社

南魚沼市塩沢１４０３－２ 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

）

162,000円～
183,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

3人 15120- 1246811正社員以外 十日町市高田町６丁目６４８番地１（十日町営業所）

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

フルタイム（正社員以外）

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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(1)9時00分～16時30分

TEL 025-274-2171 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)7時00分～11時00分
(2)8時00分～12時00分
(3)13時00分～17時00分

TEL 025-240-3411 （従業員数 0人 ）
～ 就業場所: 十日町市

TEL 025-240-3411 （従業員数 0人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)7時00分～11時00分
(2)7時30分～11時30分

TEL 025-240-3411 （従業員数 0人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)7時00分～11時00分
(2)7時30分～11時30分

TEL 025-240-3411 （従業員数 0人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)16時00分～20時00分

TEL 025-240-3411 （従業員数 0人 ）
～ 就業場所: 十日町市

TEL 025-240-8112 （従業員数 250人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)16時00分～21時00分

TEL 025-249-3010 （従業員数 40人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)8時30分～10時00分
(2)8時30分～9時30分

TEL 025-243-4585 （従業員数 0人 ）
～ R4.3.31 就業場所: 十日町市

TEL 025-756-2799 （従業員数 14人 ）
～ 就業場所: 十日町市

TEL 025-756-2871 （従業員数 14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 18人 ）
R3.5.1 ～ R4.3.31 就業場所: 十日町市

(1)8時00分～17時30分
(2)6時00分～14時30分

TEL 025-761-7066 （従業員数 11人 ）
～ 就業場所: 津南町

ホームヘルパー２級 必須

介護職員初任者研修修了者 必須

TEL 025-750-5010 （従業員数 72人 ）
～ R4.3.31 就業場所: 十日町市

TEL 025-755-6711 （従業員数 5人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)9時00分～16時00分

TEL 025-750-1515 （従業員数 16人 ）
～ R4.3.31 就業場所: 十日町市

(1)9時00分～16時00分

TEL 025-757-3999 （従業員数 8人 ）
～ 就業場所: 十日町市

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

営業事務〔十日町駐在所〕
／十日町市【急募】

不問 株式会社　新潟テエ
ス

新潟市東区上木戸１－２－１２ 雇用・労災・
健康・厚生

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ヶ月未満） 普通自動車運転免許（マニュアル
車が乗れたら尚可）

1人 15010-11840111パート労働者 十日町市大字寅乙４１６－１　Ｃａｒエル十日町内　十日町駐在所

（派）スーパーでのパック詰
め／惣菜部門（十日町市
山本町）

不問 株式会社　アルメイ
ツ

新潟市中央区堀之内南１丁目１番２２
号　坂木ビル３Ｆ

雇用・労災

（ 不問 ）

1,079円～1,179
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 15010-11862411有期雇用派遣パート 十日町市山本町５－８３６（原信　十日町店）

（派）スーパーでのレジ（十
日町市山本町）

不問 株式会社　アルメイ
ツ

新潟市中央区堀之内南１丁目１番２２
号　坂木ビル３Ｆ

雇用・労災

（ 不問 ）

1,079円～1,179
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 又は15時00分～20時
00分の間の4時間程度1人 15010-11866911有期雇用派遣パート 十日町市山本町５－８３６（原信　十日町店）

（派）スーパーでのパック詰
め／水産部門（十日町市
下島）

不問 株式会社　アルメイ
ツ

新潟市中央区堀之内南１丁目１番２２
号　坂木ビル３Ｆ

雇用・労災

（ 不問 ）

1,079円～1,179
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

2人 15010-11873611有期雇用派遣パート 十日町市下島４４１番１（原信　十日町北店）

（派）スーパーでのパック詰
め／惣菜部門（十日町市
下島）

不問 株式会社　アルメイ
ツ

新潟市中央区堀之内南１丁目１番２２
号　坂木ビル３Ｆ

雇用・労災

（ 不問 ）

1,079円～1,179
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

2人 15010-11878211有期雇用派遣パート 十日町市下島４４１番１（原信　十日町北店）

（派）スーパーでのレジ（十
日町市下島）

不問 株式会社　アルメイ
ツ

新潟市中央区堀之内南１丁目１番２２
号　坂木ビル３Ｆ

雇用・労災

（ 不問 ）

1,079円～1,179
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

2人 15010-11887511有期雇用派遣パート 十日町市下島４４１番１（原信　十日町北店）

家庭教師（魚沼・十日町エ
リア）

不問 家庭教師のコーソー
（有限会社　興創）

新潟市中央区笹口１丁目１８番１号　八
重洲ビル５Ｆ

労災

（ 不問 ）

1,800円～3,500
円

雇用期間の定めなし 又は10時00分～22時
00分の間の3時間程度3人 15010-11526711パート労働者 十日町、小千谷、魚沼市、南魚沼市　※勤務場所は自宅から通える範囲です

（急募）家庭教師（十日町
市）

不問 有限会社　日本エ
ヂュケイト　日本家
庭教師普及会

新潟市中央区南笹口１－１－３８　コー
プオリンピア１０７

労災 普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）

1,800円～2,300
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

5人 15010-11056411パート労働者 十日町市（中里、川西、松代、津南）

（請）清掃員（十日町市松
代）「急募」

不問 旭ビル管理　株式会
社

新潟市東区紫竹５－１０－６０ 労災

（ 不問 ）

1,000円～1,000
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15010-10816211パート労働者 十日町市松代３２５５－３　第四北越銀行　松代支店

きのこ収穫作業 不問 有限会社　うおぬま
生産センター

十日町市下組８３１番地１ 雇用・労災

（ 不問 ）

900円～930円雇用期間の定めなし 又は8時30分～17時
30分の間の5時間程度1人 15080-  820111パート労働者

えのき茸生産 64歳以下 有限会社　アグリス
テーション下条

十日町市下条１丁目７１３番地 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

835円～835円雇用期間の定めなし 又は8時30分～17時
30分の間の5時間程度2人 15080-  815211パート労働者 十日町市下条２丁目１１６８番地　　えのき茸工場

一般事務補助（観光交流
課　観光企画係）

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-  816511パート労働者 十日町市旭町２５１番地１７　ＪＲ十日町駅内　総合観光案内所内


野菜加工場スタッフ 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 ）

900円～900円雇用期間の定めなし 又は8時00分～17時
30分の間の5時間程度3人 15080-  798311パート労働者

訪問介護員（ホームヘル
パー）及び訪問入浴介護
の介護員

不問 社会福祉法人　十日
町市社会福祉協議
会

十日町市本町２丁目２２６－１　
　　　　　　十日町市市民交流センター３
階

労災 普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）

1,268円～1,268
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は7時00分～21時
00分の間の3時間以上5人 15080-  804111パート労働者 十日町本所、松之山支所　のいずれか いずれかの免許・資格所持で可

塾講師【十日町教室】 不問 明光義塾（株式会社
Ｃ．Ｐ．Ｃ）十日町教
室

十日町市高田町２丁目２９１－１５ 労災

（ 不問 ）

1,200円～1,333
円

雇用期間の定めなし 又は16時25分～21時
05分の間の2時間以上2人 15080-  767111パート労働者

（ 不問 ）

840円～840円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 15080-  754411パート労働者 十日町市下条２丁目１５８番地

事務員（やまびこ　本部） 不問 社会福祉法人　やま
びこ

十日町市寿町１丁目１－１２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（ 不問 ）

900円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時00分～17時
00分の間の6時間程度1人 15080-  784711パート労働者

組み立て作業員 不問 新潟アライ　株式会
社

十日町市明石町５ 雇用・労災・
健康・厚生

パート
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交替制あり
(1)10時00分～14時00分
(2)16時00分～20時00分

TEL 025-757-8332 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)9時00分～11時00分

TEL 0258-34-7523 （従業員数 2人 ）
～ R4.3.31 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)8時30分～16時30分
(2)11時45分～19時45分

TEL 0256-33-6042 （従業員数 57人 ）
～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)8時30分～16時30分
(2)11時45分～19時45分

TEL 0256-33-6042 （従業員数 57人 ）
～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)8時30分～16時30分
(2)11時45分～19時45分

TEL 0256-33-6042 （従業員数 57人 ）
～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)8時30分～16時30分
(2)11時45分～19時45分

TEL 0256-33-6042 （従業員数 57人 ）
～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)8時30分～16時30分
(2)11時45分～19時45分

TEL 0256-33-6042 （従業員数 57人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)16時00分～19時00分 珠算能力検定２級 必須

TEL 0258-29-2400 （従業員数 1人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)8時45分～13時00分

TEL 025-371-4125 （従業員数 30人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)12時45分～17時00分

TEL 025-371-4125 （従業員数 30人 ）
～ 就業場所: 十日町市

配達及び調理補助（すし海
道）

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-  756311パート労働者 十日町市稲荷町４丁目３９６番地１　すし海道　十日町店

単身寮の清掃 不問 株式会社　エルタス
東北　長岡サ一ビス
センター

長岡市城内町３－１　
　東北電カ（株）長岡営業所内

労災

（ 不問 ）

840円～840円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時30分～12時
00分の間の2時間程度1人 15020- 4345311パート労働者 十日町市山本町３丁目８０２－３　東北電力　妻有寮

商品管理担当（十日町・
パート）

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 ）

850円～1,050円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時30分～19時
45分の間の6時間以上3人 15040- 2645411パート労働者 十日町市丑９００－２　ホームセンタームサシ十日町店

農業資材担当（十日町・
パート）

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 ）

850円～1,050円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時30分～19時
45分の間の6時間以上1人 15040- 2646011パート労働者 十日町市丑９００－２　ホームセンタームサシ十日町店

大型機械担当（十日町・
パート）

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 ）

850円～1,050円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時30分～19時
45分の間の6時間以上1人 15040- 2647311パート労働者 十日町市丑９００－２　ホームセンタームサシ十日町店

自転車販売・修理担当（十
日町・パート）

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 ）

850円～1,050円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時30分～19時
45分の間の6時間以上1人 15040- 2648611パート労働者 十日町市丑９００－２　ホームセンタームサシ十日町店

木材売場担当（十日町・
パート）

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 ）

850円～1,050円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時30分～19時
45分の間の6時間以上1人 15040- 2682911パート労働者 十日町市丑９００－２　ホームセンタームサシ十日町店

（ 不問 ）

850円～850円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15070- 3657611パート労働者 十日町市寅乙４４６番　コメリハードアンドグリーン十日町店

珠算指導員（十日町市他） 不問 新潟育英センター 小千谷市大字千谷甲１８９４番地 労災 普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）

831円～1,200円雇用期間の定めなし

2人 15022-  448011パート労働者

販売員（コメリハードアンド
グリーン十日町店）アルバ
イト

不問 株式会社コメリ　新
潟ストアサポートセ
ンター

新潟市南区清水４５０１－１ 労災

（ 不問 ）

850円～850円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15070- 3658911パート労働者 十日町市寅乙４４６番　コメリハードアンドグリーン十日町店

販売員（コメリハードアンド
グリーン十日町店）アルバ
イト

不問 株式会社コメリ　新
潟ストアサポートセ
ンター

新潟市南区清水４５０１－１ 労災

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

ハローワークの職業相談・職業紹介をご利用いただくにあたってのご案内

○ハローワークは、平日の8:30～17:15まで開庁しております。

○職業相談・職業紹介をご希望の方につきまして、以下ご案内いたします。

　当所として、以下の所要時間の目安や窓口の混雑状況により、9:00～17:00の間のご利用をお勧めさせて

いただきます。

１　求職申込みや職業相談には一定の時間がかかります。

　　初めてハローワークをご利用いただく方については、求職申込みが必要です。

　　求職申込書へのご記入や、ご記入いただいた求職申込書に沿ってご希望の条件等について確認させて

　いただく相談については概ね30～40分程度は見ておいていただければと思います。

（注）お待ちいただく時間は、日時によって変動するため、所要時間に含めておりませんので、お時間に

　余裕を持ったご来所をお願いいたします。

２　職業紹介については、先方（事業所）との連絡がつきにくい時間帯があります。

　　早朝（8:30～9:00）、昼休みの時間帯（12:00～13:00）、夕方17:00過ぎにつきましては、他の時間帯

　　に比べて事業所との連絡がつきづらい場合がございますので、予めご了承いただき、できましたら

　　それらの時間帯以外のご利用をお願いいたします。

　　また、翌日に面接をご希望の場合については、夕方ですと、翌日の面接設定が難しい場合がございます

　　ので、早めのご利用をお願いいたします。
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