
(1)9時15分～17時00分

TEL 0257-21-0644 （従業員数 9人 ）
～ 就業場所: 十日町市

拠出
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分
(2)8時00分～12時00分

TEL 025-765-4834 （従業員数 3人 ）
～ 就業場所: 津南町

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 025-752-4751 （従業員数 10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 025-757-1551 （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 三級自動車整備士 必須

TEL 025-757-1551 （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 025-596-2295 （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 025-752-6122 （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 025-765-2479 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所: 津南町

変形（1年単位）
(1)8時15分～17時20分

TEL 025-752-6306 （従業員数 11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 025-757-2171 （従業員数 12人 ）
～ 就業場所: 十日町市

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 29人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)7時45分～17時15分 １級土木施工管理技士 あれば尚可

(2)7時45分～17時00分 ２級土木施工管理技士 あれば尚可

TEL 025-752-2275 （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 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者 必須

大型自動車免許 あれば尚可

大型特殊自動車免許 あれば尚可

TEL 025-758-2225 （従業員数 11人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 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

TEL 025-756-2547 （従業員数 10人 ）
～ 就業場所: 十日町市

【 4月22日(金) 号 】

≪次回の発行は4/28(木)です.≫

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

商工会議所共済・福祉制
度推進スタッフ【十日町分
室】

64歳以下 アクサ生命保険株
式会社　柏崎営業所

柏崎市東本町１－２－１６モーリエ２　５
Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

（ 定年を上限 ）

180,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

1人 15050- 1611121正社員 十日町市駅通り１７　エコマール十日町１Ｆ　アクサ生命保険（株）十日町分室

経理・総務事務及び管理 45歳以下 株式会社　ごはん 津南町大字下船渡己５８９５ 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

）

192,273円～
192,273円

雇用期間の定めなし

3人 15080- 1140521正社員 津南町大字中深見乙１７４０－１（株）ごはん　事務所

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1147721正社員

整備員（見習い可） 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 ）

200,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1133421正社員

自動車鈑金塗装工【急募】 64歳以下 大島自動車　株式会
社　ジェミニオート十
日町

十日町市新座甲３９６番地５ 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～
220,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1134321正社員

自動車整備士【急募】 64歳以下 大島自動車　株式会
社　ジェミニオート十
日町

十日町市新座甲３９６番地５ 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～
190,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1135621正社員

事務員 59歳以下 有限会社　ミサカ 十日町市松之山天水越９５２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～
180,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1127621正社員

製造加工 59歳以下 有限会社　野村製作
所

十日町市川治１８０７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 ）

155,850円～
265,850円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1121721正社員

フロント及び事務業務 40歳以下 苗場自動車　株式会
社

津南町大字下船渡丁１６２３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

）

170,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1125421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

組立・調整 35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

（ キャリア形
成

）

160,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1109421正社員

営業・販売 59歳以下 株式会社　青柳 十日町市栄町２６番地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～
230,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1112021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

2人 15080- 1115221正社員

土木施工管理 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 ）

200,000円～
323,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1116521正社員

重機オペレーター 59歳以下 株式会社　十日町建
材

十日町市姿甲２１２９－４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

220,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1120021正社員

土木作業員 18歳～59歳 株式会社　長谷川組 十日町市下組８４６－７ 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 ）

226,800円～
345,600円

4月14日(木)～4月20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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変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分 二級自動車整備士 あれば尚可

TEL 025-757-5177 （従業員数 49人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時15分 保育士 必須

幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 必須

TEL 025-752-4472 （従業員数 20人 ）
R4.7.1 ～ R5.3.31 就業場所: 十日町市

(1)8時00分～17時00分

TEL 025-775-7577 （従業員数 46人 ）
～ R4.11.30 就業場所: 南魚沼市

変形（1ヶ月単位）
(1)9時45分～18時15分
(2)11時30分～20時00分

TEL 042-624-1885 （従業員数 3人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)8時00分～17時00分

TEL 025-765-2125 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所: 津南町

(1)8時30分～17時00分

TEL 025-765-3111 （従業員数 18人 ）
～ R5.3.31 就業場所: 津南町

(1)14時00分～18時30分

TEL 025-757-3111 （従業員数 3人 ）
R4.6.1 ～ R5.3.31 就業場所: 十日町市

(1)9時00分～16時00分

TEL 025-752-5191 （従業員数 97人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)9時00分～16時00分

TEL 025-761-7791 （従業員数 23人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)15時00分～18時00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 025-752-4472 （従業員数 20人 ）
～ R5.3.31 就業場所: 十日町市

(1)9時00分～16時00分 保育士 必須

幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 必須

TEL 025-752-4472 （従業員数 20人 ）
R4.7.1 ～ R5.3.31 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

TEL 025-757-4916 （従業員数 60人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)15時00分～18時00分 保育士 必須

幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 必須

TEL 025-756-2424 （従業員数 30人 ）
～ R5.3.31 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)7時30分～16時00分
(2)8時30分～16時30分

TEL 025-752-3123 （従業員数 28人 ）
～ R5.3.31 就業場所: 十日町市

(1)10時00分～16時00分

TEL 025-758-4348 （従業員数 12人 ）
R4.4.25 ～ R4.10.31 就業場所: 十日町市

アクティビティ貸出業務及
びホールスタッフ

不問 株式会社　美郷 十日町市馬場癸４３４５－３（珠川） 雇用・労災

（ 不問 ）

900円～900円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15080- 1132521パート労働者 ホテルベルナティオ内フォーラムセンター

保育補助　（資格不問）【急
募】

不問 学校法人　放光学園
愛宕幼稚園

十日町市川原町８５３番地６ 雇用・労災・
健康・厚生

（ 不問 ）

900円～1,100円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1131221パート労働者

保育業務 不問 学校法人下条学園
むつみこども園

十日町市下条３丁目４６５－９ 労災

（ 不問 ）

900円～1,050円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1130821パート労働者 いずれかの免許・資格所持で可

えのき茸の包装・箱詰め業
務

59歳以下 株式会社　柳産業 十日町市乙８００（六箇山谷） 雇用・労災・
健康・厚生

（ 定年を上限 ）

860円～950円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1128921パート労働者

保育教諭（平日） 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 ）

950円～1,100円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1137121パート労働者 いずれかの免許・資格所持で可

保育教諭補助（平日）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 労災

（ 不問 ）

880円～1,100円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1136921パート労働者

コネクタの組立（手作業） 64歳以下 株式会社　ＴＭＣ 十日町市中条甲７５８－１ 雇用・労災

（ 定年を上限 ）

859円～900円雇用期間の定めなし

2人 15080- 1145121パート労働者

十日町市馬場丁１６４１　市立水沢小学校　放課後児童クラブ

組立作業 64歳以下 株式会社　メイケン 十日町市中条丙１１１１－１ 雇用・労災

（ 定年を上限 ）

859円～900円雇用期間の定めなし

2人 15080- 1144921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

放課後児童クラブ支援員
（水沢小学校放課後児童ク
ラブ）

不問 十日町市役所 十日町市千歳町３丁目３ 雇用・労災 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） 又は7時30分～18時
30分の間の7時間程度1人 15080- 1139721パート労働者

事務員（津南町教育委員
会　文化財班）

不問 津南町役場 津南町大字下船渡戊５８５番地 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）

141,000円～
141,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1119621正社員以外 農と縄文の体験学習館なじょもん内　津南町教育委員会　文化財班

菓子製造・販売 59歳以下 有限会社　好月 津南町大字下船渡戊４９７ 雇用・労災・
健康・厚生

（ 定年を上限 ）

164,952円～
164,952円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1111121正社員以外

婦人服店内販売（十日町）
＜パート社員＞

不問 株式会社　タツミヤ 東京都八王子市暁町１－３２－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

（ 不問 ）

139,802円～
162,750円

雇用期間の定めなし

1人 13140- 5578421正社員以外 十日町市山本町５丁目８３６番地　シーナ十日町店（十日町シルクモール１Ｆ）

（期）警備員（高速道路警
備及び規制設置）

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

）

225,750円～
236,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

5人 15120- 2016021正社員以外

保育教諭 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 ）

174,200円～
190,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1138021正社員以外 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

車輛事業全般 不問 株式会社　ぴっとラ
ンド

十日町市下島４１６番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1141421正社員以外

フルタイム（正社員以外）

パート
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交替制あり
(1)9時00分～16時00分
(2)9時00分～17時00分
(3)10時00分～19時00分

TEL 025-757-2030 （従業員数 5人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)8時30分～16時45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 12人 ）
R4.6.1 ～ R4.8.31 就業場所: 津南町

(1)12時45分～17時00分

TEL 025-371-4125 （従業員数 29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 29人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)7時00分～9時00分

TEL 025-371-4125 （従業員数 29人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)17時00分～20時15分

TEL 025-371-4125 （従業員数 29人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)22時00分～5時00分 介護職員実務者研修修了者 あれば尚可

TEL 050-3627-7810（従業員数 5人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)22時00分～5時00分 介護職員実務者研修修了者 あれば尚可

TEL 050-3627-7810（従業員数 5人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)8時30分～12時30分
(2)16時10分～20時10分

TEL 0584-89-8858 （従業員数 5人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)9時45分～15時45分
(2)14時00分～20時00分

TEL 042-624-1885 （従業員数 3人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)9時00分～15時00分

TEL 025-757-2171 （従業員数 24人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)9時00分～15時00分

TEL 025-757-2171 （従業員数 24人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)9時00分～16時00分

TEL 025-757-3118 （従業員数 90人 ）
～ R5.3.31 就業場所: 十日町市

(1)5時00分～6時00分

TEL 025-765-2343 （従業員数 24人 ）
～ 就業場所: 津南町

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

新聞配達 不問 読売センター津南 津南町大字外丸丙２５１－１ 労災 普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）

1,154円～3,077
円

雇用期間の定めなし 又は4時00分～6時00
分の間の1時間程度3人 15080- 1117421パート労働者

事務職員 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 ）

897円～897円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1114821パート労働者 十日町市役所　川西庁舎３階　十日町市教育委員会　学校教育課

外注先集配（明石町工房） 不問 株式会社　青柳 十日町市栄町２６番地６ 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）

859円～859円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1110921パート労働者 十日町市明石町１８番地　　明石町工房

染色作業（明石町工房） 59歳以下 株式会社　青柳 十日町市栄町２６番地６ 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

859円～859円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1108521パート労働者 十日町市明石町１８番地　㈱青柳　明石町工房

婦人服店内販売（十日町） 不問 株式会社　タツミヤ 東京都八王子市暁町１－３２－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

（ 不問 ）

859円～1,000円雇用期間の定めなし 又は9時45分～20時
00分の間の3時間以上1人 13140- 5579321パート労働者 十日町市山本町５丁目８３６番地　シーナ十日町店（十日町シルクモール１Ｆ）

販売員（Ｓｅｒｉａ　リオン・
ドール十日町店）

不問 株式会社　セリア 岐阜県大垣市外渕２丁目３８番地 労災

（ 不問 ）

860円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 21020- 4931221パート労働者 リオン・ドール十日町店内　Ｓｈｏｐ　Ｏｎｅ－Ｏｈ－Ｏｈ

訪問介護員（十日町市新
座）

64歳以下 土屋訪問介護事業
所　新潟

新潟市中央区関新２丁目１－７３
新潟ダイカンプラザ遊学館１２０５

労災 普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

960円～960円雇用期間の定めなし 医師、看護師、社会福祉士、実務
者・初任者研修などあれば可

1人 15010-14233521パート労働者 十日町市北新田

訪問介護員（十日町市） 64歳以下 土屋訪問介護事業
所　新潟

新潟市中央区関新２丁目１－７３
新潟ダイカンプラザ遊学館１２０５

労災 普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

960円～960円雇用期間の定めなし 医師、看護師、社会福祉士、実務
者・初任者研修などあれば可

1人 15010-14232221パート労働者 十日町市北新田

レジ担当（コメリパワー十
日町店）アルバイト　夕方
一般

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 ）

950円～950円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

5人 15070- 4867921パート労働者 十日町市下島４４１番地９　コメリパワー十日町店

レジ担当（コメリパワー十
日町店）アルバイト　早朝

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 ）

1,000円～1,000
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

2人 15070- 4866621パート労働者 十日町市下島４４１番地９　コメリパワー十日町店

部門担当（棚割）（コメリパ
ワー十日町店）パート午前

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 雇用・労災・
健康・厚生

（ 不問 ）

906円～1,188円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15070- 4879821パート労働者 十日町市下島４４１番地９　コメリパワー十日町店

レジ担当（コメリーパワー十
日町店）アルバイト午後

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 ）

900円～900円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

3人 15070- 4878721パート労働者 十日町市下島４４１番地９　コメリパワー十日町店

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 普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）

1,098円～1,098
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 15080- 1124521パート労働者

店舗販売スタッフおよび配
送

59歳以下 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

（ 定年を上限 ）

880円～880円雇用期間の定めなし 又は9時00分～19時
00分の間の6時間1人 15080- 1123221パート労働者

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

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。

（注）

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。
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