
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 看護師
(1)8時30分～17時15分 准看護師

不問
TEL

（従業員数 18人 ）
パート労働者 20050-  407901 就業場所 長野県下伊那郡喬木村

時給 歯科衛生士

64歳以下
TEL

（従業員数 3人 ）
パート労働者 20050-  276501 就業場所

月給 交替制あり 保育士
(1)8時30分～16時30分

不問
TEL

（従業員数 60人 ）
パート労働者 20050-  313801 就業場所 長野県下伊那郡松川町

時給 保育士
(1)14時30分～19時00分

不問
TEL

（従業員数 23人 ）
パート労働者 20050-  345701 就業場所 長野県飯田市

時給 小学校教諭免許（専修・１種・２種）
保育士

不問 介護福祉士
TEL

（従業員数 60人 ）
パート労働者 20050-  315501 就業場所 長野県下伊那郡松川町

時給 フレックス
(1)9時00分～16時00分

18歳～59歳
TEL

（従業員数 41人 ）
パート労働者 20050-  210001 就業場所

時給
(1)8時30分～16時30分

不問
TEL

（従業員数 13人 ）
パート労働者 20050-  400701 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)8時45分～13時00分

64歳以下
TEL

（従業員数 223人 ）
パート労働者 20050-  251501 就業場所 長野県飯田市 厚生

時給
(1)16時15分～20時50分

不問
TEL

（従業員数 6人 ）
パート労働者 20050-  268501 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり 普通自動車免許

不問
TEL

（従業員数 60人 ）
パート労働者 20050-  309301 就業場所 長野県下伊那郡松川町

時給
(1)8時30分～12時30分

不問 (2)16時00分～18時00分
TEL

（従業員数 5人 ）
パート労働者 20050-  272401 就業場所 長野県下伊那郡豊丘村

時給

不問
TEL

（従業員数 9人 ）
パート労働者 20050-  290801 就業場所 長野県飯田市 厚生

時給
(1)22時00分～3時00分

18歳以上
TEL

（従業員数 25人 ）
パート労働者 20050-  229301 就業場所

時給
(1)8時00分～16時50分

不問
TEL

（従業員数 29人 ）
パート労働者 20050-  257401 就業場所 長野県下伊那郡高森町

時給 変形（1年単位）

不問
TEL

（従業員数 223人 ）
パート労働者 20050-  252001 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)9時30分～19時30分

不問
TEL

（従業員数 91人 ）
パート労働者 20050-  212601 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり 介護職員初任者研修修了者
(1)8時30分～17時15分

不問
TEL

（従業員数 52人 ）
パート労働者 20050-  401801 就業場所

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-21-6212

1,200円～1,200円

所在地・就業場所

看護職 社会福祉法人　ぽけっと 長野県飯田市白山通り１－３１０－１

歯科衛生士 おおしか歯科医院 長野県飯田市鼎東鼎７２－１ 労災

雇用期間の定めなし 0265-24-1223

1,200円～1,500円
又は8時45分～18時45分の間
の4時間程度

保育士（７時間パート） 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

139,000円～139,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-36-7021

940円～940円

保育士（パート） 社会福祉法人　あすなろ
会　あすなろ保育園

長野県飯田市育良町三丁目１５番地２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-23-4656

930円～930円

特別支援教育支援員 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

1,130円～1,130円
又は8時30分～17時15分の間
の6時間程度

ＰＯＰ・看板作成・チラ
シ作成・商品撮影・梱
包など

株式会社マツザワ 長野県下伊那郡高森町下市田３１２３番地 雇用・労災・健
康

雇用期間の定めなし 0265-35-3911

850円～850円

農業課事務処理 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）

0265-52-3217

919円～919円

サービスカウンター イオンリテール株式会社
イオン飯田店

長野県飯田市上郷飯沼１５７５番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-52-9111

860円～860円
又は18時00分～22時30分の
間の4時間程度

受付 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-23-5586

850円～900円

一般事務 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

900円～900円
又は8時30分～17時15分の間
の7時間以上

受付事務 金田医院 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲５４９番
地４

雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-48-8488

1,000円～1,200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

850円～1,000円
又は9時00分～18時15分の間
の4時間以上

夜間運行管理者
【パート】

池畑運送株式会社飯田
支店

長野県下伊那郡高森町下市田３３３３ 労災

雇用期間の定めなし 080-5764-9728

1,027円～1,027円

ＣＡＭプログラム作成 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

雇用期間の定めなし 0265-48-8833

900円～950円
又は8時00分～16時50分の間
の4時間以上

食品レジ イオンリテール株式会社
イオン飯田店

長野県飯田市上郷飯沼１５７５番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-52-9111

940円～940円
又は8時00分～23時00分の間
の6時間程度

グループホーム世話
人（土日）

社会福祉法人　明星会
明星学園

長野県飯田市駄科２２５０ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-26-9456

1,050円～1,150円

介護職 社会福祉法人　ぽけっと 長野県飯田市白山通り１－３１０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-21-6212

930円～930円

    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
(1)13時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 4人 ）
パート労働者 20050-  426801 就業場所 長野県飯田市

時給

18歳以上
TEL

（従業員数 0人 ）
パート労働者 20050-  213901 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり 調理師
(1)6時00分～10時30分

不問 (2)16時00分～20時30分
TEL

（従業員数 17人 ）
パート労働者 20050-  224701 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

時給

18歳以上
TEL

（従業員数 5人 ）
パート労働者 20050-  409401 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)16時00分～22時00分

不問 (2)18時00分～22時00分
TEL

（従業員数 6人 ）
パート労働者 20050-  279601 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり
(1)7時00分～15時00分

不問 (2)9時00分～17時00分
TEL (3)15時00分～21時00分

（従業員数 18人 ）
パート労働者 20050-  234201 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

時給
(1)8時00分～17時00分

18歳以上
TEL

（従業員数 7人 ）
パート労働者 20050-  277001 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり
(1)9時15分～13時15分

不問 (2)13時00分～17時00分
TEL

（従業員数 21人 ）
パート労働者 20050-  375601 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)9時00分～16時30分

不問 (2)9時00分～15時00分
TEL (3)9時00分～15時30分

（従業員数 29人 ）
パート労働者 20050-  256101 就業場所 長野県下伊那郡高森町

時給 普通自動車免許
(1)9時00分～16時00分

60歳以上
TEL

（従業員数 33人 ）
パート労働者 20050-  281701 就業場所 長野県下伊那郡高森町

時給

不問
TEL

（従業員数 22人 ）
パート労働者 20050-  396701 就業場所 長野県飯田市

日給 変形（1年単位）
(1)7時00分～17時00分

64歳以下
TEL

（従業員数 19人 ）
パート労働者 20050-  366301 就業場所 長野県飯田市

時給 普通自動車免許
(1)9時45分～12時00分

不問
TEL

（従業員数 31人 ）
パート労働者 20050-  226201 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)9時30分～13時00分

不問
TEL

（従業員数 7人 ）
パート労働者 20050-  374301 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)9時30分～16時30分

不問
TEL

（従業員数 87人 ）
パート労働者 20050-  412001 就業場所 長野県飯田市

時給 普通自動車免許

不問
TEL

（従業員数 60人 ）
パート労働者 20050-  311401 就業場所 長野県下伊那郡松川町

時給
(1)9時00分～15時00分

不問
TEL

（従業員数 50人 ）
パート労働者 20050-  369101 就業場所 長野県飯田市

調理補助 三菱電機ライフサービス
株式会社　　　中津川支
店　飯田出張所

長野県飯田市松尾代田１２１３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0573-66-2666

860円～860円

厨房、調理 ワインサロン　エスポ
ワール

長野県飯田市中央通り１－８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-48-5483

1,000円～1,000円
又は18時00分～0時00分の間
の6時間程度

調理係 尾張旭市　保養センター
尾張あさひ苑

長野県下伊那郡阿智村智里３３１－７ 労災

雇用期間の定めなし 0265-43-3180

950円～1,200円
又は6時00分～19時00分の間
の7時間

調理、接客スタッフ 炉ばた焼　三亀 長野県飯田市長姫町４番地　三亀ビル１Ｆ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-24-3048

900円～1,000円
又は17時00分～23時00分の
間の3時間以上

ホール・調理　【パー
ト】

焼肉レストラン　陽富園 長野県飯田市座光寺３９８５ 労災

雇用期間の定めなし 0265-52-2911

880円～980円

配膳・客室係 一般財団法人　阿智開
発公社　野熊の庄月川

長野県下伊那郡阿智村智里４０９２－７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-44-2321

850円～1,000円
又は7時00分～21時00分の間
の3時間以上

警備職員（飯田・下伊
那地区）

株式会社　ＮＤＫ警備保
障

長野県飯田市松尾上溝２９１０－７（飯田電
気会館内）

雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-48-0292

900円～1,000円

監視員（４／１～） 飯田市役所 長野県飯田市大久保町２５３４ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-22-8118

848円～848円

軽作業員（部品加工） 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

雇用期間の定めなし 0265-48-8833

860円～860円

軽作業（部品加工）（６
０歳以上）

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

雇用期間の定めなし 0265-48-8822

860円～860円

設計アシスタント エヌ・エス・エス　株式会
社

長野県飯田市北方１２３－５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

050-7120-5085

900円～1,300円
又は8時00分～17時10分の間
の5時間程度

整備・清掃等 中部フォレスト株式会社 長野県飯田市上殿岡３６１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

7,500円～9,000円
雇用期間の定めなし 0265-25-6121

1,000円～1,200円

弁当配達 株式会社　ホテルオオハ
シ

長野県飯田市常盤町２８番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-5184

850円～850円

【請】ビジネスホテルの
清掃

クボタ美装 長野県飯田市白山通り３－３７８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 090-2436-8341

870円～880円

障がい者支援施設の
掃除業務

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-26-9456

870円～900円
又は8時30分～17時30分の間
の6時間程度

学校用務員 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

900円～900円
又は8時30分～17時15分の間
の7時間以上

商品出荷補助スタッフ
【パート】

マルマン株式会社 長野県飯田市大通２丁目２１７番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-22-1234

850円～850円


