
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 その他の農林水産技術関係資格
(1)8時30分～17時15分

不問
TEL

（従業員数 116人 ）
正社員以外 20050- 1202201 就業場所 長野県飯田市

月給 フレックス
(1)8時10分～17時10分

不問
TEL

（従業員数 182人 ）
正社員 20050- 1273901 就業場所 長野県下伊那郡下條村

月給
(1)9時00分～17時30分

不問
TEL

（従業員数 11人 ）
正社員 20050- 1228501 就業場所

月給
(1)8時00分～17時30分

不問
TEL

（従業員数 10人 ）
正社員 20050- 1233701 就業場所

時給 看護師
(1)8時30分～17時30分 准看護師

不問 (2)8時00分～17時00分
TEL

（従業員数 15人 ）
正社員以外 20050- 1217401 就業場所 長野県飯田市

月給 交替制あり 臨床検査技師
(1)8時30分～18時30分

不問
TEL

（従業員数 8人 ）
正社員 20050- 1315001 就業場所 長野県下伊那郡高森町 厚生

月給
(1)8時30分～17時15分

不問
TEL

（従業員数 4人 ）
正社員以外 20050- 1287501 就業場所 長野県下伊那郡泰阜村

月給 保育士
(1)8時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 50人 ）
正社員以外 20050- 1248901 就業場所 長野県下伊那郡喬木村

月給 交替制あり 保育士
(1)8時15分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 60人 ）
正社員以外 20050- 1298601 就業場所 長野県下伊那郡高森町

月給 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士
(1)8時30分～17時30分

不問
TEL

（従業員数 16人 ）
正社員以外 20050- 1305201 就業場所

月給 その他の免許資格
(1)8時30分～17時15分

不問
TEL

（従業員数 10人 ）
正社員 20050- 1212001 就業場所

月給
(1)8時30分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 70人 ）
正社員以外 20050- 1253001 就業場所

月給
(1)9時00分～17時30分

64歳以下
TEL

（従業員数 11人 ）
正社員 20050- 1227201 就業場所

月給
(1)8時30分～17時30分

不問
TEL

（従業員数 8人 ）
正社員 20050- 1224401 就業場所 長野県下伊那郡松川町

月給 変形（1ヶ月単位）

不問
TEL

（従業員数 112人 ）
正社員 20050- 1207901 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

月給 変形（1年単位） 普通自動車免許
(1)9時00分～18時00分

不問 (2)9時00分～19時00分
TEL

（従業員数 3人 ）
正社員 20050- 1280601 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)8時30分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 14人 ）
正社員 20050- 1268801 就業場所 長野県飯田市 厚生

雇用・公災・その
他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0265-53-0436

153,700円～250,100円

所在地・就業場所

農業技術指導 南信州地域振興局 長野県飯田市追手町２丁目６７８番地

製造技術 東海興業株式会社　下
条工場

長野県下伊那郡下條村睦沢２５５０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0260-27-2951

170,000円～300,000円

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

現場管理者 三笠設備　株式会社 長野県飯田市駄科１４６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-26-9347

150,000円～270,000円

看護職員 社会福祉法人　萱垣会
飯田市かなえデイサー
ビスセンター

長野県飯田市鼎一色５５１番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

1,150円～1,250円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0265-53-4466

197,800円～215,000円

臨床検査技師 尾地内科呼吸器科クリ
ニック

長野県下伊那郡高森町山吹４５３４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-6311

250,000円～300,000円

社会就労センター指
導員

泰阜村役場 長野県下伊那郡泰阜村３２３６番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0260-25-2329

150,000円～200,000円

保育士 喬木村役場 長野県下伊那郡喬木村６６６４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0265-33-2002

159,067円～159,067円

町立保育園　フルタ
イム保育士（クラス
担任）

高森町役場 長野県下伊那郡高森町下市田２１８３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0265-35-9416

163,400円～163,400円

社会福祉士（地域包
括支援センター・特
養　等）

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

165,100円～193,050円

教員（小学校・中学
校及び通信制高校）

学校法人　どんぐり向方
学園

長野県下伊那郡天龍村神原３９７４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0260-32-3755

160,000円～200,000円

理科実習助手 長野県飯田高等学校 長野県飯田市上郷黒田４５０ 公災・健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0265-22-4500

172,381円～315,066円

再生可能エネル
ギーの発電、開発

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

200,000円～300,000円

一般事務 松川サービス　株式会
社

長野県下伊那郡松川町上片桐４６２８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-36-3733

150,000円～210,000円

フロント・一般業務 株式会社マイハウス社
湯多利の里　伊那華

長野県下伊那郡阿智村智里５０３－２９４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-43-2811

180,000円～250,000円
又は7時00分～22時00分の
間の8時間

店舗販売員 有限会社　黄鶴園 長野県飯田市龍江６３４４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-53-3111

160,000円～180,000円

自動車販売及び車
検の営業

飯田ヂーゼル株式会社 長野県飯田市松尾明７６６４－１（総務部門）
（本社：飯田市大通り１－３８－２）

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-21-1130

155,110円～203,110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。 
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月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
(1)6時30分～16時00分

不問 (2)8時00分～17時30分
TEL (3)11時30分～21時00分

（従業員数 30人 ）
正社員 20050- 1241701 就業場所

月給 変形（1年単位） ホームヘルパー２級
(1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

18歳以上 (2)8時00分～17時00分
TEL (3)13時00分～22時00分

（従業員数 90人 ）
正社員 20050- 1258401 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)10時00分～21時00分

不問
TEL

（従業員数 5人 ）
正社員 20050- 1200701 就業場所 長野県飯田市

月給 管理栄養士
(1)8時45分～17時30分

不問
TEL

（従業員数 44人 ）
正社員 20050- 1300901 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

時給 交替制あり
(1)7時00分～18時00分

64歳以下 (2)10時30分～21時30分
TEL

（従業員数 29人 ）
正社員 20050- 1320801 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

月給
(1)8時00分～17時00分

18歳以上
TEL

（従業員数 7人 ）
正社員 20050- 1232401 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1年単位）
(1)8時20分～17時20分

不問
TEL

（従業員数 11人 ）
正社員 20050- 1210201 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- 1214601 就業場所 長野県飯田市

月給 三級自動車整備士
(1)8時30分～17時00分 二級自動車整備士

不問
TEL

（従業員数 14人 ）
正社員 20050- 1267701 就業場所 長野県飯田市 厚生

日給 大型自動車免許
(1)8時00分～17時00分 牽引免許

不問 フォークリフト運転技能者
TEL

（従業員数 15人 ）
正社員 20050- 1190001 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)8時00分～17時30分

不問 (2)8時00分～17時00分
TEL

（従業員数 3人 ）
正社員 20050- 1185101 就業場所 長野県飯田市

日給
(1)8時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 5人 ）
正社員 20050- 1198201 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)8時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 3人 ）
正社員 20050- 1223101 就業場所 長野県飯田市

日給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時15分

63歳以下
TEL

（従業員数 28人 ）
正社員以外 20050- 1264901 就業場所

月給 準中型自動車免許
(1)7時00分～19時00分

不問
TEL

（従業員数 10人 ）
正社員 20050- 1194101 就業場所 長野県下伊那郡高森町

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- 1218701 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)6時00分～15時00分

64歳以下 (2)12時30分～21時30分
TEL

（従業員数 29人 ）
正社員 20050- 1319101 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

介護職員（光の園）
正社員

養護盲老人ホーム光の
園

長野県下伊那郡下條村睦沢７１０３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0260-27-2246

180,600円～225,800円

介護職（正社員） 綿半野原積善会　特別
養護老人ホーム「かざこ
しの里」

長野県飯田市三日市場２１００番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-28-2260

191,000円～227,000円

調理業務 入船寿司 長野県飯田市今宮町２丁目８９番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-24-5508

160,000円～250,000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

フロント 株式会社　湯元ホテル
阿智川

長野県下伊那郡阿智村智里５０３－１１５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

900円～1,200円
雇用期間の定めなし 0265-43-2800

155,520円～207,360円
又は7時00分～21時30分の
間の8時間程度

警備員 株式会社　セフティ 長野県飯田市東栄町３１１５－１７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-5523

151,200円～172,800円

製造業務（幹部候
補）

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

213,000円～250,000円

自動車整備　【正社
員】

株式会社　ミツフジ工業 長野県飯田市上郷別府１７１４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-4559

180,000円～230,000円

自動車整備士 飯田ヂーゼル株式会社 長野県飯田市松尾明７６６４－１（総務部門）
（本社：飯田市大通り１－３８－２）

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-21-1130

158,220円～188,220円

トレーラー運転手 松下物流　有限会社 長野県下伊那郡阿南町南条６３１ 雇用・労災・健
康・厚生

12,000円～12,000円
雇用期間の定めなし 0260-22-3088

400,000円～500,000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 0265-24-8062

190,500円～236,500円

現場作業員 有限会社　岡建 長野県飯田市上郷飯沼５１８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

7,500円～11,500円
雇用期間の定めなし 0265-22-6563

176,250円～270,650円

特殊作業員 ゴトー工業株式会社 長野県飯田市大瀬木１９７２－１１ 雇用・労災・公
災・健康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-49-3125

180,000円～400,000円

土木作業員 株式会社　カリス 長野県飯田市千代１１８８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

10,000円～25,000円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0265-59-2131

217,000円～542,500円

４トン車運転手【中京
方面・花卉運送】【急
募】

株式会社　丸伝運送 長野県下伊那郡高森町下市田３２１０－１２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-34-4000

325,000円～351,000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

接客係 株式会社　湯元ホテル
阿智川

長野県下伊那郡阿智村智里５０３－１１５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

900円～1,200円
雇用期間の定めなし 0265-43-2800

155,520円～207,360円
又は6時00分～21時30分の
間の8時間程度


