
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

月給
不問 (1) 8時30分～17時20分

年齢不問 TEL
（従業員数 39人 ）

正社員 20050- 6034591 就業場所 長野県下伊那郡根羽村
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 11人 ）

正社員 20050- 6115191 就業場所
月給 普通自動車免許一種

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 9人 ）

正社員以外 20050- 6094391 就業場所 確定拠出年金
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL
（従業員数 40人 ）

正社員 20050- 6100991 就業場所
月給 変形（１ヶ月単位） 薬剤師

不問 (1) 9時30分～19時00分
(2) 8時30分～19時30分

年齢不問 TEL (3) 9時00分～19時30分
（従業員数 9人 ）

正社員 20050- 6022791 就業場所 長野県飯田市
月給 看護師

59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 准看護師
(2) 8時30分～12時00分

省令１号 TEL
（従業員数 10人 ）

正社員 20050- 6071991 就業場所 長野県下伊那郡高森町
月給 歯科衛生士

不問 (1)13時30分～19時30分
(2) 9時00分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

正社員 20050- 6092191 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

正社員以外 20050- 6030491 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１ヶ月単位） 保育士

不問 (1) 8時00分～16時45分
(2) 7時30分～16時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 24人 ）

正社員 20050- 6048491 就業場所 長野県飯田市
月給 介護支援専門員

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 2人 ）

正社員 20050- 6023891 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時00分～17時00分

年齢不問 TEL (3) 9時00分～18時00分
（従業員数 32人 ）

正社員 20050- 6061391 就業場所 長野県飯田市
時給

不問 (1) 9時00分～19時00分
(2) 9時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

正社員 20050- 6076591 就業場所
月給

不問 (1) 8時50分～17時20分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

正社員以外 20050- 6052091 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 25人 ）

正社員 20050- 6081891 就業場所 長野県下伊那郡高森町
日給

不問 (1) 8時30分～17時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 830人 ）

正社員以外 20050- 6059291 就業場所 長野県飯田市
月給 簿記検定（日商３級）

不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

正社員 20050- 6021491 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1)10時00分～19時30分

省令１号 TEL
（従業員数 6人 ）

正社員 20050- 6035191 就業場所 長野県飯田市 厚生年金基金

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-49-2022

260,500円～365,000円

所在地・就業場所

施設長補佐 社会福祉法人　愛知慈
恵会　ねばねの里　なご
み

長野県下伊那郡根羽村３０１５番地３６２

再エネ事業の開発・
運営

おひさま進歩エネル
ギー株式会社

長野県飯田市馬場町３丁目４１１番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-56-3711

150,000円～280,000円

リフォーム等施工管
理
　【急募】

株式会社エディオン　飯
田サービスセンター

長野県飯田市駄科１８３４－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-26-3261

210,400円～268,500円
又は 8時00分～21時00分の
間の8時間程度

積算・見積り 株式会社　ミヤコー 長野県飯田市松尾明７７７０－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-3830

182,100円～262,100円

薬剤師 有限会社　ネクスファー
（アサヒ薬局）

長野県飯田市上郷別府３３４５－７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-52-3203

420,000円～550,000円

看護師【フルタイム】 竹村整形外科医院 長野県下伊那郡高森町吉田４７１－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-35-2141

180,000円～230,000円

歯科衛生士（正社
員）

武井歯科医院 長野県飯田市白山町２－６１９９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-6480

220,000円～250,000円

作業指導員（鼎） 飯田市役所 長野県飯田市大久保町２５３４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-22-4511

139,195円～139,195円

保育士 社会福祉法人　洗心会
さくら保育園

長野県飯田市山本６００－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-28-1050

173,000円～192,800円

ケアマネ－ジャ－
（管理者候補）

社会福祉法人　八反田 長野県飯田市上郷飯沼４７７－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-48-5343

200,000円～220,000円

事務職 有限会社　ホームクリー
ニング

長野県飯田市川路１０１４番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-27-2030

170,000円～170,000円

受付業務 医療法人　社団　二ツ山
歯科医院

長野県飯田市山本４８８－６ 雇用・労災・健
康・厚生

850円～1,000円
雇用期間の定めなし 0265-25-3782

153,000円～180,000円

一般事務 フクダライフテック北信
越株式会社　飯田営業
所

長野県飯田市育良町一丁目２１－７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-49-8281

165,000円～165,000円

一般事務 有限会社　熊谷商事 長野県下伊那郡高森町下市田３２０５－６
（下市田工業団地内）

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-3919

190,000円～190,000円

一般事務（栄養科事
務）

飯田市立病院 長野県飯田市八幡町４３８番地 雇用・労災・健
康・厚生

6,790円～6,790円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-21-1255

139,195円～139,195円

税務会計スタッフ／
税理士補助
業務／経営サポート

串原義通税理士事務所 長野県飯田市大王路２－１２－４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-9191

160,000円～300,000円

営業・配達 有限会社　丸木屋商店 長野県飯田市白山町３丁目南１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-0916

190,000円～250,000円

   ハローワーク飯田 （飯田公共職業安定所） 
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月給 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 16人 ）

正社員 20050- 6066891 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 6106191 就業場所 長野県飯田市
日給 交替制あり 普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 6時30分～15時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時00分～18時00分

省令２号 TEL (3)12時00分～21時00分
（従業員数 50人 ）

正社員以外 20050- 6046691 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

省令２号 TEL (3)10時30分～19時30分
（従業員数 10人 ）

正社員 20050- 6083591 就業場所 長野県飯田市
月給 交替制あり

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分
(2)16時30分～ 1時15分

省令１号 TEL
（従業員数 109人 ）

正社員 20050- 6079391 就業場所 長野県飯田市 確定給付年金
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

正社員 20050- 6102791 就業場所 厚生年金基金
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～14時00分
(2)17時00分～20時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 0人 ）

正社員以外 20050- 6024291 就業場所 長野県飯田市
時給

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 30人 ）

正社員以外 20050- 6065791 就業場所 長野県飯田市
月給 準中型自動車免許

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

正社員 20050- 6086391 就業場所
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時45分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 18人 ）

正社員 20050- 6017591 就業場所 長野県下伊那郡高森町
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 17人 ）

正社員 20050- 6074891 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

不問 (1) 7時30分～ 2時00分
(2) 8時30分～ 3時00分

年齢不問 TEL (3)17時00分～ 7時30分
（従業員数 22人 ）

正社員 20050- 6067291 就業場所
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

18歳～64歳 (1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～ 1時00分

省令１号 TEL (3)17時00分～ 8時00分
（従業員数 90人 ）

正社員 20050- 6101491 就業場所
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

正社員 20050- 6087691 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 6089491 就業場所 長野県飯田市
日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

正社員 20050- 6027091 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 6057791 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

リフォームアドバイ
ザー　（Ｉ・Ｕターン併
用）【急募】

アップルペイント株式会
社　飯田支店

長野県飯田市育良町２丁目１１７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-53-6553

220,000円～400,000円

互助会会員様宅へ
のルート営業

株式会社　平安 長野県飯田市上郷飯沼１６５６－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-1465

170,000円～170,000円

介護職員 社会福祉法人萱垣会
特別養護老人ホームシ
ルバーハウスゆめの郷

長野県飯田市松尾代田９１０ 雇用・労災・健
康・厚生

8,000円～8,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-52-4651

172,000円～172,000円

介護職（グループ
ホーム）

株式会社　みつばさ 長野県飯田市鼎上山３８００番地の５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-56-9288

160,000円～200,000円
又は 6時00分～21時00分の
間の8時間

看護補助者 医療法人　円会　瀬口
脳神経外科病院

長野県飯田市上郷黒田２１８番地２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-6655

148,500円～202,000円

調理・業務補助 有限会社　砂払温泉 長野県飯田市砂払町１丁目６９５番地 雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 0265-22-1209

173,600円～173,600円

【期】調理補助 株式会社　大空企画 長野県飯田市上村７５４－２ 雇用・労災

1,150円～1,150円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0260-31-0036

202,400円～202,400円

組立・検査 株式会社　丸宝計器 長野県飯田市鼎一色３０３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

821円～900円
雇用期間の定めなし 0265-23-3094

136,614円～149,760円

建設・農業機械修理
オペレーター

飯田重車輌　株式会社 飯田市桐林２２７３－１２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-26-9047

170,000円～270,000円

生コン品質管理
【正社員】

株式会社　高沢生コン 長野県下伊那郡高森町吉田２２８３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-35-3121

210,000円～280,000円

自動車マットの加工 有限会社園原化工 長野県下伊那郡阿智村伍和５３７９－ロ 雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,050円
雇用期間の定めなし 090-8329-9215

162,400円～170,520円

タクシー乗務員 有限会社　中央タクシー 長野県飯田市中央通り２丁目３番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 090-3312-3012

156,000円～270,000円

運転手（タクシー） 南信州広域タクシー有
限会社

長野県飯田市上殿岡７１７－４番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-28-2800

131,360円～131,360円

リフト係 治部坂観光株式会社 長野県下伊那郡阿智村浪合１１９２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-47-1111

165,000円～176,000円

作業員 株式会社　南信機材 長野県飯田市松尾清水８６５３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-53-6803

230,000円～330,000円

作業員 嘉山建工　有限会社 長野県飯田市上郷飯沼２３１９ 雇用・労災・健
康・厚生

9,000円～11,304円
雇用期間の定めなし 0265-52-5155

207,000円～260,000円

配達・農産物加工 有限会社　あちの里 長野県下伊那郡阿智村伍和５５７１ー１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-43-3730

140,000円～170,000円


