
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
(1)8時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 212人 ）
正社員以外 20050-  261601 就業場所

月給 ２級土木施工管理技士
(1)8時30分～17時15分 その他の土木・測量技術関係資格

不問
TEL

（従業員数 2人 ）
正社員 20050-  217801 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)8時00分～17時00分

18歳以上
TEL

（従業員数 59人 ）
正社員 20050-  231401 就業場所 長野県飯田市

月給 管理栄養士
(1)8時30分～17時15分 栄養士

59歳以下
TEL

（従業員数 95人 ）
正社員 20050-  408101 就業場所 長野県下伊那郡豊丘村

月給 社会福祉士
(1)8時30分～17時15分 保健師

不問 看護師
TEL

（従業員数 10人 ）
正社員以外 20050-  343101 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー）
(1)7時00分～16時00分

18歳以上 (2)10時00分～19時00分
TEL (3)21時30分～7時30分

（従業員数 59人 ）
正社員 20050-  392601 就業場所 長野県飯田市

月給 交替制あり 保育士
(1)8時30分～17時15分

不問
TEL

（従業員数 60人 ）
正社員以外 20050-  308001 就業場所 長野県下伊那郡松川町

月給
(1)8時45分～17時15分

不問
TEL

（従業員数 40人 ）
正社員 20050-  280401 就業場所

時給
(1)9時00分～16時45分

不問
TEL

（従業員数 5人 ）
正社員以外 20050-  221901 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)8時30分～17時15分

不問 (2)13時00分～17時15分
TEL

（従業員数 10人 ）
正社員以外 20050-  223401 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)8時30分～17時30分

不問
TEL

（従業員数 4人 ）
正社員 20050-  245301 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)9時00分～18時15分

不問
TEL

（従業員数 9人 ）
正社員 20050-  289101 就業場所 長野県飯田市 厚生

月給 変形（1年単位） 普通自動車免許
(1)8時00分～16時50分

59歳以下
TEL

（従業員数 33人 ）
正社員 20050-  318601 就業場所 長野県下伊那郡高森町

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

59歳以下
TEL

（従業員数 40人 ）
正社員 20050-  344401 就業場所

月給 変形（1年単位） 普通自動車免許
(1)8時00分～16時50分

不問
TEL

（従業員数 33人 ）
正社員 20050-  339801 就業場所 長野県下伊那郡高森町

月給
(1)8時00分～17時30分

不問
TEL

（従業員数 14人 ）
正社員 20050-  395401 就業場所

月給 交替制あり 介護福祉士
(1)6時30分～15時30分

不問 (2)11時00分～20時00分
TEL (3)12時30分～21時30分

（従業員数 10人 ）
正社員 20050-  219501 就業場所

所在地・就業場所

建築技術者・土木技
術者

神稲建設株式会社 長野県飯田市主税町１８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0265-59-7011

200,000円～350,000円

土木工事に係る発
注者支援業務

技建開発　株式会社 長野県飯田市北方１３１３－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-52-0511

240,000円～440,000円

看護師 社会福祉法人　やまりき
松寿会

長野県飯田市鼎下山１２０６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-8300

166,400円～295,000円

＊急募＊管理栄養
士

社会福祉法人　林の杜 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲４１７６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-1870

166,100円～289,600円

高齢者総合相談業
務・福祉措置業務
（基幹包括支援セン

飯田市役所 長野県飯田市大久保町２５３４ 雇用・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0265-22-4511

185,500円～203,000円

ケアマネージャー 社会福祉法人　やまりき
松寿会

長野県飯田市鼎下山１２０６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-8300

227,000円～319,900円
又は11時00分～22時30分の
間の8時間程度

保育士　【クラス担
任】

松川町役場 長野県下伊那郡松川町元大島３８２３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0265-36-7021

163,900円～163,900円

アナウンサー　【正
社員】

株式会社　飯田ケーブ
ルテレビ

長野県飯田市松尾明７５９０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-52-5406

175,000円～185,000円

一般事務 共栄火災海上保険株式
会社　甲信支店　飯田
営業所

長野県飯田市元町５４２４－６　北野建設飯
田ビル４階

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）

0265-22-1236

123,930円～123,930円

障害支援区分認定
調査員（福祉課）

飯田市役所 長野県飯田市大久保町２５３４ 雇用・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0265-22-4511

138,998円～138,998円

事務 有限会社　飯田丸光部
品

長野県飯田市大久保町２５６５－６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-23-1231

160,000円～180,000円

一般事務 株式会社　原ホンダ 長野県飯田市鼎東鼎９４－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-2096

154,000円～160,000円

品質管理事務 株式会社　アップルハイ
テック

長野県下伊那郡高森町下市田３１１１－１
（飯田精密株式会社　内）

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-48-8822

165,000円～220,000円

品質管理事務 飯田精密　株式会社 長野県下伊那郡高森町下市田３１１１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-48-8181

165,000円～220,000円

営業補助
・

株式会社　アップルハイ
テック

長野県下伊那郡高森町下市田３１１１－１
（飯田精密株式会社　内）

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-48-8822

165,000円～180,000円

スーパー鮮魚担当
（正社員）

ショッピングひさわ食品
有限会社

長野県下伊那郡下條村陽皐２００６－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0260-27-3492

200,000円～250,000円

介護職（グループ
ホーム勤務）

特定非営利活動法人あ
やめ

長野県飯田市川路２６８２番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-0223

187,000円～212,000円
又は8時30分～21時30分の
間の8時間

   ハローワーク飯田 （飯田公共職業安定所） 

         ℡ 0265-24-8609 
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月給
(1)8時45分～18時45分

64歳以下 (2)8時45分～13時15分
TEL

（従業員数 3人 ）
正社員 20050-  273701 就業場所

月給
(1)8時30分～18時45分

不問 (2)8時00分～17時45分
TEL

（従業員数 8人 ）
正社員 20050-  349001 就業場所 厚生

月給 美容師
(1)9時30分～19時00分

不問 (2)8時30分～18時00分
TEL

（従業員数 8人 ）
正社員 20050-  411501 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1ヶ月単位） 調理師
(1)5時15分～14時15分

不問 (2)9時00分～18時00分
TEL (3)10時00分～19時00分

（従業員数 51人 ）
正社員以外 20050-  246601 就業場所 長野県飯田市

月給 交替制あり
(1)15時00分～0時30分

18歳以上
TEL

（従業員数 4人 ）
正社員 20050-  269001 就業場所 長野県飯田市 厚生

日給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

18歳以上 (2)21時00分～6時00分
TEL

（従業員数 40人 ）
正社員以外 20050-  331501 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)8時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 12人 ）
正社員 20050-  259801 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1年単位）
(1)11時00分～20時00分

不問
TEL

（従業員数 29人 ）
正社員 20050-  225801 就業場所 長野県下伊那郡高森町

月給 変形（1年単位） 普通自動車免許
(1)8時00分～17時05分

不問
TEL

（従業員数 81人 ）
正社員 20050-  286301 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1年単位）
(1)8時25分～17時20分

69歳以下
TEL

（従業員数 16人 ）
正社員 20050-  260301 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
(1)8時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 5人 ）
正社員 20050-  399501 就業場所 長野県飯田市

日給 中型自動車免許
(1)8時00分～17時00分

18歳以上
TEL

（従業員数 6人 ）
正社員 20050-  233801 就業場所

時給 原動機付自転車免許
(1)8時00分～16時45分 自動二輪車免許

不問
TEL

（従業員数 0人 ）
正社員以外 20050-  305801 就業場所 長野県下伊那郡下條村

時給 フォークリフト運転技能者
(1)23時00分～8時00分

18歳以上
TEL

（従業員数 82人 ）
正社員以外 20050-  288901 就業場所 長野県飯田市

その他 交替制あり ８トン限定中型自動車免許
(1)7時30分～16時00分

不問 (2)8時00分～16時30分
TEL (3)8時30分～17時00分

（従業員数 24人 ）
正社員以外 20050-  368901 就業場所 長野県飯田市

月給 交替制あり
(1)8時00分～17時00分

不問 (2)8時00分～11時40分
TEL

（従業員数 51人 ）
正社員 20050-  301901 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)7時30分～16時15分

不問
TEL

（従業員数 77人 ）
正社員以外 20050-  263101 就業場所 長野県下伊那郡豊丘村

歯科助手 おおしか歯科医院 長野県飯田市鼎東鼎７２－１ 雇用・労災・健康

雇用期間の定めなし 0265-24-1223

160,000円～200,000円

歯科助手 医療法人　すみれ歯科
矯正クリニック

長野県飯田市大瀬木７９７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-49-8280

160,000円～250,000円

美容業アシスタント ＷＡＶＥ－ＣＬＩＰ 長野県飯田市鼎名古熊２０３４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-52-6772

165,000円～175,000円

調理員（特別養護老
人ホーム職員）

社会福祉法人飯田市社
会福祉協議会

長野県飯田市東栄町３１０８－１　さんとぴあ
飯田

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0265-53-3040

168,100円～170,100円

飲食店運営 株式会社　ジーディー
コーポレイション　庄や
飯田店

長野県飯田市中央通り４－４２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-0408

212,900円～300,000円

警備職員 株式会社全日警サービ
ス長野飯田営業所

長野県飯田市鼎名古熊２０１９番地２
マイティプラザ　２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

7,000円～8,000円
雇用期間の定めなし 0265-49-0712

151,200円～172,800円

農作業全般 株式会社　やまやす中
島農園

長野県飯田市上郷黒田２１５２ 雇用・労災・健
康・厚生

137,700円～162,000円
雇用期間の定めなし 070-1204-0415

137,700円～162,000円

部品加工　軽作業 株式会社　しなの工業 長野県下伊那郡高森町下市田３１１１－１
（飯田精密株式会社　内）

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-48-8833

165,000円～200,000円

製造 株式会社　信濃雪 長野県飯田市松尾明４９２７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-1470

161,280円～219,912円

ソーイングスタッフ 株式会社　マイナック 長野県飯田市松尾水城１６４１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-3150

153,000円～160,000円

スチロールの加工
（二次加工）　　【正
社員】

松島産業株式会社 長野県飯田市常盤町３２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-0989

160,000円～185,000円

土木作業員【急募】 三石建設　有限会社 長野県下伊那郡高森町下市田４３１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

9,000円～13,000円
雇用期間の定めなし 090-8683-7747

183,600円～265,200円

郵便外務（通集配業
務・下條）

日本郵便株式会社　飯
田郵便局

長野県飯田市鈴加町１－７ 雇用・労災・健
康・厚生

950円～950円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0265-22-0218

164,920円～164,920円

現場仕分け作業 東海西濃運輸株式会社
飯田支店

長野県飯田市松尾明７５６０ 雇用・労災・健
康・厚生

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0265-22-2501

205,440円～205,440円

ルート配送〈急募〉 株式会社トーカイ長野
工場

長野県飯田市松尾明７３５７番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

8,500円～8,500円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0265-21-0061

182,750円～182,750円

清掃作業員 株式会社　みつばクリー
ン

長野県飯田市八幡町２１８０番地３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-23-5586

150,000円～190,000円

学校用務員 豊丘村役場 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲３１２０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0265-35-9050

157,800円～157,800円


