
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 普通自動車免許（ＡＴ限定）
60歳以上 (1) 8時00分～17時00分 一級建築士

二級建築士
省令３号のニ TEL

（従業員数 9人 ）
正社員 20050- 8416991 就業場所 長野県飯田市

月給 保健師
不問 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）
年齢不問 TEL

（従業員数 53人 ）
正社員以外 20050- 8343491 就業場所 長野県飯田市

月給 はり師
不問 (1)10時30分～19時30分 きゅう師

(2)12時00分～21時00分 あん摩マッサージ指圧師
年齢不問 TEL

（従業員数 6人 ）
正社員 20050- 8356191 就業場所 長野県下伊那郡阿智村 厚生年金基金

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）
18歳以上 (1)17時00分～ 9時00分 社会福祉士

(2) 7時00分～15時30分 介護福祉士
省令２号 TEL (3) 8時30分～17時30分

（従業員数 87人 ）
正社員 20050- 8353891 就業場所 長野県飯田市 厚生年金基金

月給 保育士
不問 (1) 8時30分～16時00分 看護師

(2) 8時30分～16時30分 准看護師
年齢不問 TEL (3) 8時30分～17時00分

（従業員数 25人 ）
正社員以外 20050- 8390091 就業場所 長野県飯田市

年俸 普通自動車免許
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 福祉用具専門相談員

省令１号 TEL
（従業員数 23人 ）

正社員 20050- 8375391 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2) 9時30分～18時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 35人 ）

正社員以外 20050- 8366091 就業場所 長野県下伊那郡豊丘村
月給 普通自動車免許

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2)10時00分～18時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 168人 ）

正社員 20050- 8381191 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 22人 ）

正社員 20050- 8412191 就業場所 厚生年金基金
月給 普通自動車免許

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 20人 ）

正社員 20050- 8347591 就業場所
月給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL
（従業員数 22人 ）

正社員 20050- 8344791 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

不問 (1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 72人 ）

正社員 20050- 8383391 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

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- 8387791 就業場所 長野県飯田市 厚生年金基金
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 8332391 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

18歳～64歳 (1) 6時30分～15時30分
(2) 8時30分～17時30分

省令１号 TEL (3)17時00分～ 9時00分
（従業員数 14人 ）

正社員 20050- 8410291 就業場所 長野県下伊那郡松川町
月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

18歳～64歳 (1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

省令１号 TEL (3)17時00分～ 9時00分
（従業員数 16人 ）

正社員 20050- 8418791 就業場所 長野県下伊那郡松川町
月給 普通自動車免許

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2)11時30分～21時00分

年齢不問 TEL (3) 8時30分～19時00分
（従業員数 6人 ）

正社員 20050- 8374091 就業場所

美容師及び見習い Ｋａｍｉ　０ｍｏｉ 長野県飯田市鼎上山１８３０－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-52-0325

165,000円～461,000円

介護士 医療法人　コスモス 長野県下伊那郡松川町元大島１５６０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-36-7037

161,500円～204,900円

介護士【急募】 医療法人　コスモス 長野県下伊那郡松川町元大島１５６０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-36-7037

161,500円～204,900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

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

半生菓子商品の受
注業務と出荷手配

株式会社　戸田屋 長野県飯田市松尾上溝２９４５－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-6018

195,000円～215,000円

構内作業 城南運送　株式会社 長野県飯田市松尾上溝５９４９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-5366

199,490円～225,330円

営業事務 株式会社　ミヤウチ 長野県飯田市松尾明７５８７－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-5511

185,000円～250,000円

一般事務 株式会社　小林コンサ
ルタント

長野県飯田市川路７５２７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-27-5250

155,000円～200,000円

短期大学事務職員 学校法人高松学園飯田
女子短期大学

長野県飯田市松尾代田６１０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-4460

147,500円～292,400円

事務・庶務全般 株式会社　豊かな丘 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲１２４１０番
地

雇用・労災・健
康・厚生

880円～980円
雇用期間の定めなし 0265-48-8061

152,064円～169,344円

福祉用具のアドバイ
ザー　　　（福祉用具
専門相談員）

株式会社　サン・アイ 長野県飯田市松尾明８０５５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

2,160,000円～2,760,000円
雇用期間の定めなし 0265-53-1488

180,000円～230,000円

保育士又は看護師
【急募】

社会福祉法人　和順福
祉会　（風越保育園・羽
場保育園）

長野県飯田市丸山町２丁目６７２８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-52-1880

135,000円～153,000円

生活支援員【正規】 社会福祉法人　明星会
明星学園

長野県飯田市駄科２２５０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-26-9456

217,800円～241,500円

【急募】はり・きゅう・
マッサージによる施
術

湯ったり～な昼神マッ
サージ院

長野県下伊那郡阿智村智里３７０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-43-4005

230,000円～230,000円

保健師 飯田保健福祉事務所 長野県飯田市追手町２－６７８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-53-0442

212,500円～280,100円

所在地・就業場所

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-6750

200,000円～200,000円

長野県飯田市東和町３丁目５３６１－６キノシタ開発株式会社住宅アフターメンテ
ナンススタッフ（経験
者）

   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。 

◎ 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。 

  発行日：令和元年 11月15日 
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月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許
不問 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 83人 ）

正社員 20050- 8384691 就業場所 長野県下伊那郡泰阜村 確定拠出年金
時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

不問 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 83人 ）

正社員以外 20050- 8385991 就業場所 長野県下伊那郡泰阜村
月給 管理栄養士

不問 (1) 8時45分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 44人 ）

正社員 20050- 8403591 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
月給

不問 (1) 7時00分～16時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 12人 ）

正社員 20050- 8411591 就業場所
月給 普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

正社員 20050- 8380591 就業場所 長野県下伊那郡松川町
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許

不問 (1) 8時20分～17時20分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 91人 ）

正社員 20050- 8400791 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

不問 (1) 8時15分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 53人 ）

正社員 20050- 8420191 就業場所 長野県下伊那郡豊丘村
月給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許

18歳～59歳 (1)16時30分～ 1時30分

省令２号 TEL
（従業員数 37人 ）

正社員 20050- 8314191 就業場所 長野県飯田市 厚生年金基金
月給 変形（１年単位） 中型自動車免許

18歳～59歳 (1)19時30分～ 4時30分 ８トン限定中型自動車免許

省令２号 TEL
（従業員数 37人 ）

正社員 20050- 8318991 就業場所 長野県飯田市 厚生年金基金
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許

18歳～59歳 (1) 3時00分～12時00分 中型自動車免許
８トン限定中型自動車免許

省令２号 TEL
（従業員数 37人 ）

正社員 20050- 8322191 就業場所 長野県飯田市 厚生年金基金
月給 変形（１年単位） 中型自動車免許

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 ８トン限定中型自動車免許

省令１号 TEL
（従業員数 37人 ）

正社員 20050- 8324391 就業場所 長野県飯田市 厚生年金基金
月給 大型自動車免許

不問 (1) 8時30分～17時30分 フォークリフト運転技能者
準中型自動車免許

年齢不問 TEL
（従業員数 30人 ）

正社員 20050- 8406391 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許

不問 (1) 7時00分～16時00分 中型自動車免許

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 8346291 就業場所 長野県飯田市
月給

不問 (1) 8時00分～17時30分
(2) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

正社員 20050- 8386491 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

正社員 20050- 8358391 就業場所
月給 中型自動車免許

不問 (1) 8時20分～17時10分

年齢不問 TEL
（従業員数 252人 ）

正社員 20050- 8413091 就業場所 長野県飯田市 確定拠出年金
時給 普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～17時10分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 39人 ）

正社員以外 20050- 8340391 就業場所 長野県飯田市

製造業（試薬充填、
パック詰め、包装）

柴田科学株式会社　飯
田工場

長野県飯田市川路１２００－２ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～900円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-27-6667

138,000円～138,000円

配送業務 信菱電機株式会社 長野県飯田市久米２９－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-25-7676

169,080円～199,080円

公共土木工事（法面
工事等）

加藤特殊株式会社 長野県飯田市松尾明７３５９－６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-53-9598

176,000円～275,000円

外壁工事の作業補
助

株式会社　コシブ工業 長野県飯田市鼎下山７３０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 090-1534-8279

190,500円～236,500円

廃棄物収集運搬【飯
田市委託事業】

有限会社　カメヤマ 長野県飯田市鼎中平２２８２－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-0232

220,000円～240,000円

４ｔ・大型トラック運転
手

株式会社　吉川 長野県飯田市嶋９０－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-26-1246

210,000円～250,000円

家電配送ドライバー 株式会社パワード・エ
ル・コム　飯田営業所

長野県飯田市松尾上溝５９４９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-2356

223,952円～252,934円

ルート配送ドライ
バー

株式会社パワード・エ
ル・コム　飯田営業所

長野県飯田市松尾上溝５９４９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-2356

234,878円～265,260円

ルート配送ドライ
バー（中京方面）

株式会社パワード・エ
ル・コム　飯田営業所

長野県飯田市松尾上溝５９４９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-2356

259,207円～292,733円

県内便ドライバー 株式会社パワード・エ
ル・コム　飯田営業所

長野県飯田市松尾上溝５９４９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-2356

249,988円～281,418円

生産設備管理 日星工業株式会社　飯
田工場

長野県下伊那郡豊丘村大字神稲３２７１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-3151

190,860円～256,360円

製造業務 株式会社　天龍 長野県飯田市長野原７００－４２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-26-7550

168,000円～175,000円

ジュース製造 信州まし野ワイン株式
会社

長野県下伊那郡松川町大島３２７２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-36-3013

160,000円～180,000円

食肉加工 有限会社　吉清 長野県飯田市松尾上溝６２２９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-0281

170,000円～220,000円

管理栄養士 社会福祉法人　下伊那
社会福祉会　阿智温泉
療護園

長野県下伊那郡阿智村智里２８７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-43-3172

189,300円～259,500円

調理職（臨時職員） 社会福祉法人　泰阜村
社会福祉協議会

長野県下伊那郡泰阜村３２４７－３ 雇用・労災・健
康・厚生

890円～1,125円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0260-26-2162

145,248円～183,600円
又は 6時30分～19時30分の
間の8時間

調理職（正職員） 社会福祉法人　泰阜村
社会福祉協議会

長野県下伊那郡泰阜村３２４７－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0260-26-2162

175,000円～307,600円
又は 6時30分～19時30分の
間の8時間


