
年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-79-5248
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 2057491 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 浄化槽管理士

TEL 0265-79-5248
（従業員数 6人 ）

正社員以外 20060- 2058791 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
中型自動車免許一種

不問

TEL 0265-79-5248
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 2059891 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
中型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 090-9354-8938
（従業員数 1人 ）

正社員 20060- 2020091 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-79-8525
（従業員数 11人 ）

正社員以外 20060- 2024491 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時10分

TEL 0265-79-8546
（従業員数 70人 ）

正社員 20060- 2029191 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-96-0547
（従業員数 122人 ）

正社員以外 20060- 2033791 就業場所

不問

TEL 0265-79-9981
（従業員数 24人 ）

パート労働者 20060- 2041891 就業場所
測量士

不問 (1) 8時30分～17時00分 土木施工管理技士２級

普通自動車免許一種

TEL 0265-79-3111
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20060- 2003191 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1)16時00分～18時00分
(2) 7時30分～ 8時30分

TEL 0265-79-3111
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20060- 2007991 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
介護支援専門員

不問 (1) 8時30分～17時00分 保健師
看護師

TEL 0265-79-3111
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20060- 2008491 就業場所
准看護師

不問 看護師

TEL 0265-79-3111
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20060- 2010591 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～15時30分

TEL 0265-79-3111
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20060- 2011191 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-79-8552
（従業員数 39人 ）

正社員以外 20060- 1942791 就業場所

雇用・労災・
健康・厚生・
財形830円～830円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 128,650円～

128,650円

所在地・就業場所

草刈作業員、サポート
要員 時給

有限会社　厚生協会

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８６
０３－６

生産、組立作業
時給

マルヤス電業株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字三日町６４
５－１

時給

解体作業員
日給

アイト総業　上島勝敏

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富６０
５５

金型作製
月給

株式会社伸和精工

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８６
５０

製造・検査
時給

株式会社　パルコート

長野県上伊那郡箕輪町大字三日町１０
８１－１

有限会社　厚生協会

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８６
０３－６ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問
1,300円～1,500円

雇用期間の定めなし
年齢不問 210,000円～

240,000円
し尿汲み取り業務
浄化槽維持管理業務

 8時00分～18時00分の間
の8時間

 8時30分～16時00分の間
の4時間以上

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,000円～1,000円

し尿汲み取り業務
浄化槽維持管理業務 月給

有限会社　厚生協会

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８６
０３－６ 雇用・労災・

健康・厚生

 8時00分～17時00分の間
の6時間程度

雇用・労災
8,000円～14,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問 184,800円～

323,400円
屋外現場作業員

時給

株式会社　板倉

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪３７
３０－３３４ 雇用・労災・

健康・厚生
1,000円～1,200円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 172,500円～

207,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 200,000円～

400,000円
検査

時給
株式会社　Ｎｕｉ　Ｔ
ｅｃ　Ｃｏｒｐｏｒａ
ｔｉｏｎ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１２
２４６ 雇用・労災・

健康・厚生
860円～880円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 146,544円～

149,952円

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

821円～850円

土木技師
日給

箕輪町役場

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０
２９８ 雇用・公災・

健康・厚生
9,000円～9,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,200円～1,200円

 8時30分～17時00分の間
の5時間程度

時給

箕輪町役場

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０
２９８ 雇用・公災・

健康・厚生
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,125円～1,350円

長時間保育士
時給

箕輪町役場

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０
２９８

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,000円～1,180円

介護支援専門員

 8時30分～17時00分の間
の5時間

庁務員
日給

箕輪町役場

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０
２９８ 雇用・公災・

健康・厚生
7,560円～7,560円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,008円～1,008円

介護認定調査員
時給

箕輪町役場

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０
２９８ 雇用・公災・

健康・厚生
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,093円～1,125円
 8時30分～17時00分の間
の6時間程度

℡ ０２６５－７３－８６０９ 

ハローワーク伊那（伊那公共職業安定所） 

    発行日 平成31年3月4日 

◎ 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決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 

 

※必要な免許資格等については、ハローワーク窓口でお尋ね下さい。 

箕輪町の仕事（2／22～2／28) ○ハローワークインターネットサービス 

 最新の求人情報を検索して頂けます。 
                 https://www.hellowork.go.jp/ 
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不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-79-8552
（従業員数 39人 ）

正社員 20060- 1943891 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-79-1131
（従業員数 15人 ）

正社員以外 20060- 1944291 就業場所

不問

TEL 0265-79-1131
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20060- 1945591 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-79-1131
（従業員数 15人 ）

正社員以外 20060- 1946191 就業場所

不問

TEL 0265-79-1131
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20060- 1947091 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～17時10分

TEL 0265-79-4771
（従業員数 11人 ）

正社員 20060- 1949691 就業場所
美容師

不問 (1)10時00分～19時00分 理容師

TEL 090-9665-0777
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 1968491 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
美容師

不問 理容師

TEL 090-9665-0777
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 1973391 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060- 1999391 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

デイサービスセンタで
の介護業務全般 時給

有限会社ジェイシステ
ム

長野県上伊那郡南箕輪村８９８５番地
－１ 雇用・労災・

健康・厚生
1,100円～1,200円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 184,993円～

201,810円

美容師・理容師（プラ
スアルファ伊北店） 時給

ビーウィッシュ有限会
社

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４４０
－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～2,000円
10時00分～19時00分の間
の3時間以上

美容師・理容師（プラ
スアルファ伊北店） 月給

ビーウィッシュ有限会
社

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４４０
－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 210,000円～
460,000円

機械加工
日給

有限会社　三和興機

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８７
６０－１ 雇用・労災・

健康・厚生
9,000円～10,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問 180,000円～

200,000円

一般事務補助
時給

長野県上伊那広域水道
用水企業団

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪２１
３４－３２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

942円～942円
 8時30分～17時15分の間
の6時間以上

一般事務補助
日給

長野県上伊那広域水道
用水企業団

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪２１
３４－３２ 雇用・労災・

健康・厚生
7,300円～7,300円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 146,000円～

146,000円

ガラス器具等の洗浄
時給

長野県上伊那広域水道
用水企業団

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪２１
３４－３２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

942円～942円
 8時30分～17時15分の間
の6時間以上

ガラス器具等の洗浄
日給

長野県上伊那広域水道
用水企業団

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪２１
３４－３２ 雇用・労災・

健康・厚生
7,300円～7,300円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 146,000円～

146,000円

生産、組立作業
月給

マルヤス電業株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字三日町６４
５－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 180,000円～

200,000円


