
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

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 2人 ）

パート労働者 20050- 6036091 就業場所
時給 養護教諭免許

不問 (1) 8時30分～16時30分 看護師
(2) 8時00分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20050- 6063991 就業場所
時給 看護師

59歳以下 (1) 8時30分～12時00分 准看護師
(2)13時30分～17時00分

省令１号 TEL
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 6069191 就業場所
時給

59歳以下 (1) 8時30分～12時00分
(2)13時30分～17時00分

省令１号 TEL
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 6070691 就業場所
時給 歯科衛生士

不問 (1)16時00分～19時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 6091591 就業場所
時給 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 ）

パート労働者 20050- 6093091 就業場所
時給 保育士

不問 (1) 9時00分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 24人 ）

パート労働者 20050- 6049791 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 6098791 就業場所
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～17時20分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 6053391 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～15時00分
(2)12時00分～16時00分

年齢不問 TEL (3)15時00分～19時00分
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 6097491 就業場所
時給

不問 (1) 7時30分～10時30分
(2)13時30分～15時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20050- 6116091 就業場所
時給 ホームヘルパー２級

不問 (1) 7時00分～ 9時00分
(2)11時00分～13時00分

年齢不問 TEL (3)17時00分～20時00分
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 6047991 就業場所
時給

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 ）

パート労働者 20050- 6084191 就業場所
時給

64歳以下 (1) 5時00分～11時00分

省令１号 TEL
（従業員数 36人 ）

パート労働者 20050- 6043191 就業場所
時給

18歳～64歳 (1)17時00分～23時00分

省令１号 TEL
（従業員数 36人 ）

パート労働者 20050- 6044091 就業場所
時給

59歳以下 (1)10時00分～14時00分
(2)18時00分～21時00分

省令１号 TEL (3)21時00分～ 0時00分
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 6085091 就業場所 厚生年金基金
時給

不問 (1) 8時00分～11時00分
(2)15時00分～20時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 6039991 就業場所

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 1,800円～2,500円 0265-52-6700
又は 8時30分～17時15分の間
の7時間程度

所在地・就業場所

プログラマー・ＳＥ
【パート】

有限会社システムアスカ 長野県飯田市扇町２７

乳幼児の看護・養護業
務

社会福祉法人　慈光福祉
会　慈光保育園

長野県飯田市宮の前４４１０－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1,000円～1,000円 0265-23-1390

長野県飯田市
看護師【パート】 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 1,350円～1,420円 0265-35-2141

看護助手 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 950円～1,100円 0265-35-2141

歯科衛生士（パート） 医療法人明愛会　西島歯
科医院

長野県下伊那郡喬木村８６９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,500円～1,800円 0265-33-3118

長野県下伊那郡喬木村
歯科衛生士（パート） 武井歯科医院 長野県飯田市白山町２－６１９９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,150円～2,000円 0265-24-6480

長野県飯田市
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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

950円～950円 0265-28-1050
又は 8時00分～19時00分の間
の6時間程度

学習塾講師 一般社団法人　総合学習
協会

長野県飯田市吾妻町１３８－１ 労災

雇用期間の定めなし 1,500円～3,200円 0265-48-6865
又は15時00分～22時00分の
間の3時間程度長野県飯田市

一般事務　【パート】 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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

900円～900円 0265-49-8281

店内業務・事務 株式会社リックス 長野県飯田市三日市場１４６６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-25-6745

犬・猫の世話 オーキッドケネル 長野県飯田市鼎中平２３９２－７ 労災

雇用期間の定めなし 900円～900円 0265-53-8888

長野県飯田市
介護員　【パート】 伊那縫製株式会社 長野県飯田市羽場町１－７－２ 労災

雇用期間の定めなし 1,100円～1,375円 0265-22-7271
又は 7時00分～20時00分の間
の3時間程度長野県飯田市

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 労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-56-9288
又は 6時00分～21時00分の間
の8時間長野県飯田市

レストランスタッフ
「午前勤務」

ホテル　ルートイン飯田 長野県飯田市育良町２－３－５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-25-1622

レストランスタッフ
「午後勤務」

ホテル　ルートイン飯田 長野県飯田市育良町２－３－５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～1,062円 0265-25-1622

ホールサービス及び調
理補助

株式会社　幸楽苑　飯田
上郷店

長野県飯田市上郷飯沼２２２３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 900円～1,105円 0265-21-4310
又は10時00分～ 0時00分の間
の3時間程度長野県飯田市

接客係 株式会社　はなや（ホテ
ルはなや）

長野県下伊那郡阿智村智里５３０‐１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,200円 0265-43-2700

長野県下伊那郡阿智村

    ハローワーク飯田 （飯田公共職業安定所） 

                  ℡ 0265-24-8609 

◎ 最近約一週間受理した新規(一部)求人です。掲載以外の求人はハローワークにてご覧いただけます。 

◎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。 
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時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
18歳以上 (1)23時00分～ 6時00分 普通自動車免許ＡＴ

省令２号 TEL
（従業員数 70人 ）

パート労働者 20050- 6060091 就業場所
時給 交替制あり 普通自動車免許一種

不問 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20050- 6051191 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～15時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20050- 6073791 就業場所
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～16時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 21人 ）

パート労働者 20050- 6114591 就業場所
時給

64歳以下 (1) 9時00分～15時00分

省令１号 TEL
（従業員数 36人 ）

パート労働者 20050- 6042591 就業場所
時給

不問 (1)12時00分～13時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 6072491 就業場所

点検、見回りナイトス
タッフ

株式会社スパーイン（殿
岡温泉湯～眠）

長野県飯田市上殿岡６２８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-28-1111

洋菓子製造（パート） 有限会社　ポルカ 長野県飯田市鼎上山　３１２９－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-52-1776
又は 7時00分～15時00分の間
の5時間程度長野県飯田市

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

雇用期間の定めなし 860円～900円 090-8329-9215

長野県下伊那郡阿智村
上下水道局水道課の
給水対応補助

飯田市役所 長野県飯田市大久保町２５３４ 雇用・労災・健
康・厚生125,870円～

125,870円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

877円～877円 0265-22-4511

ハウスキーパー【急募】 ホテル　ルートイン飯田 長野県飯田市育良町２－３－５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～950円 0265-25-1622

【急募】ホテル浴室清
掃

株式会社　ＢＩＳＯ　飯田
営業所
（元、（株）南信美装伊那
飯田営業所　）

長野県飯田市羽場坂町２３５１－３９ 労災

雇用期間の定めなし 900円～900円 0265-53-3911

長野県下伊那郡阿智村


