
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
(1)13時30分～18時30分

不問
TEL

（従業員数 25人 ）
パート労働者 20050- 1188801 就業場所

時給 交替制あり 看護師
(1)8時30分～17時30分

不問 (2)6時30分～15時30分
TEL (3)9時30分～18時30分

（従業員数 85人 ）
パート労働者 20050- 1220301 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり 看護師
(1)8時30分～12時00分 准看護師

59歳以下 (2)13時30分～17時00分
TEL (3)8時30分～17時00分

（従業員数 11人 ）
パート労働者 20050- 1283401 就業場所 長野県下伊那郡高森町

時給 保育士
(1)8時30分～17時00分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

不問
TEL

（従業員数 6人 ）
パート労働者 20050- 1250801 就業場所

時給 交替制あり 保育士

不問
TEL

（従業員数 60人 ）
パート労働者 20050- 1260501 就業場所 長野県下伊那郡高森町 厚生

時給 介護支援専門員（ケアマネージャー）
(1)8時30分～17時15分 看護師

不問 (2)13時00分～17時15分 社会福祉士
TEL

（従業員数 35人 ）
パート労働者 20050- 1243201 就業場所 長野県飯田市

時給

不問
TEL

（従業員数 77人 ）
パート労働者 20050- 1186401 就業場所 長野県飯田市

日給
(1)8時30分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 70人 ）
パート労働者 20050- 1255601 就業場所

日給
(1)8時30分～17時15分

不問
TEL

（従業員数 137人 ）
パート労働者 20050- 1204001 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり
(1)8時15分～13時30分

不問 (2)11時30分～17時15分
TEL

（従業員数 9人 ）
パート労働者 20050- 1199501 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)8時30分～16時30分

不問
TEL

（従業員数 35人 ）
パート労働者 20050- 1242801 就業場所

時給
(1)9時00分～15時00分

不問
TEL

（従業員数 8人 ）
パート労働者 20050- 1203501 就業場所 長野県飯田市

時給

不問
TEL

（従業員数 64人 ）
パート労働者 20050- 1259701 就業場所 長野県飯田市

時給 変形（1年単位）
(1)9時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 4人 ）
パート労働者 20050- 1323001 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)7時30分～16時15分

不問
TEL

（従業員数 987人 ）
パート労働者 20050- 1246301 就業場所

時給
(1)9時00分～16時30分

不問 (2)9時30分～17時00分
TEL (3)8時30分～16時00分

（従業員数 12人 ）
パート労働者 20050- 1237001 就業場所 長野県飯田市

時給 変形（1ヶ月単位）
(1)4時00分～6時00分

18歳以上
TEL

（従業員数 24人 ）
パート労働者 20050- 1303701 就業場所 長野県飯田市

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-3875

1,431円～1,431円

所在地・就業場所

保健師 社会福祉法人　長姫福
祉会　　おさひめチャイル
ドキャンプ

長野県飯田市仲ノ町３０５番６

看護師（介護老人保健
施設「アップルハイツ
飯田」）

社会医療法人栗山会
飯田病院

長野県飯田市大通１－１５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-22-5150

1,000円～1,200円

看護師【パート】＊急
募＊

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 0265-35-2141

1,400円～1,420円

子育て支援専門員 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）

0260-26-2750

950円～950円

町立保育園　パートタ
イム保育士（７．５時
間）

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

951円～951円
又は7時30分～19時00分の間
の7時間以上

介護保険認定調査員
（長寿支援課）

飯田市役所 長野県飯田市大久保町２５３４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-22-4511

961円～1,072円

事務員（パート） 大和グラビヤ株式会社
南アルプス工場

長野県飯田市龍江５５６９ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-28-7115

900円～1,000円
又は8時00分～18時00分の間
の7時間以上

就学支援金事務補助 長野県飯田高等学校 長野県飯田市上郷黒田４５０ 雇用・労災

7,220円～7,220円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-22-4500

932円～932円

登記事務員 飯田建設事務所 長野県飯田市追手町２－６７８ 雇用・労災・健
康・厚生

7,220円～7,220円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-53-0458

932円～932円

庁舎コンシェルジェ（受
付・案内）

伊坪ビジネス　株式会社 長野県飯田市松尾代田７４６番地１　ア
ザールビル１階

雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-24-6262

850円～890円

一般事務（国保） 飯田市役所 長野県飯田市大久保町２５３４ 雇用・公災・健
康・厚生

131,961円～131,961円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-22-4511

919円～919円

一般事務　【パート】 飯田米穀　株式会社 長野県飯田市元町５４５２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-23-3603

850円～850円

事務 社会福祉法人　ゆいの
里

長野県飯田市龍江７１５９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-27-4600

860円～860円
又は8時30分～17時15分の間
の6時間以上

一般事務【パート】 株式会社　神明堂 長野県飯田市鼎名古熊２３２５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0134-25-5109

900円～1,000円

医療事務職 飯田市立病院 長野県飯田市八幡町４３８番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-21-1255

900円～900円

石綿届出等点検指導
員

長野労働局　飯田労働
基準監督署

長野県飯田市高羽町６－１－５　飯田高羽
合同庁舎３階

公災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-22-2635

1,309円～1,492円

商品の仕分け検品作
業（早朝４時～６時）

城南運送　株式会社 長野県飯田市松尾上溝５９４９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-24-5366

900円～950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 交替制あり
(1)6時00分～9時00分

18歳以上 (2)9時00分～17時00分
TEL (3)22時00分～6時00分

（従業員数 12人 ）
パート労働者 20050- 1309601 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)9時00分～12時00分

不問 (2)13時00分～17時00分
TEL

（従業員数 3人 ）
パート労働者 20050- 1272601 就業場所 長野県飯田市

時給

不問
TEL

（従業員数 3人 ）
パート労働者 20050- 1266401 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)10時00分～16時00分

不問
TEL

（従業員数 32人 ）
パート労働者 20050- 1189201 就業場所

時給 交替制あり 普通自動車免許
(1)22時00分～7時00分 介護職員初任者研修修了者

20歳～65歳
TEL

（従業員数 8人 ）
パート労働者 20050- 1206601 就業場所 長野県下伊那郡松川町

時給 介護職員初任者研修修了者
(1)8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

不問
TEL

（従業員数 13人 ）
パート労働者 20050- 1251201 就業場所 長野県下伊那郡豊丘村

時給 介護福祉士
(1)8時30分～17時15分 介護職員初任者研修修了者

不問 介護職員実務者研修修了者
TEL

（従業員数 18人 ）
パート労働者 20050- 1284701 就業場所 長野県下伊那郡喬木村

時給 交替制あり 普通自動車免許
(1)9時00分～12時30分

20歳～70歳 (2)14時00分～17時00分
TEL

（従業員数 7人 ）
パート労働者 20050- 1307001 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり
(1)6時00分～14時45分

不問
TEL

（従業員数 25人 ）
パート労働者 20050- 1187701 就業場所 厚生

時給
(1)10時00分～14時00分

不問 (2)18時00分～22時00分
TEL

（従業員数 5人 ）
パート労働者 20050- 1201801 就業場所 長野県飯田市

日給
(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- 1234801 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)8時30分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 1人 ）
パート労働者 20050- 1235201 就業場所 長野県飯田市

時給 普通自動車免許
(1)9時00分～16時00分

不問
TEL

（従業員数 33人 ）
パート労働者 20050- 1205301 就業場所

時給
(1)8時30分～17時30分

不問
TEL

（従業員数 4人 ）
パート労働者 20050- 1215901 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)9時00分～15時00分

不問
TEL

（従業員数 15人 ）
パート労働者 20050- 1317601 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

時給
(1)14時30分～17時30分

不問
TEL

（従業員数 32人 ）
パート労働者 20050- 1196701 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり
(1)6時00分～12時00分

不問
TEL

（従業員数 70人 ）
パート労働者 20050- 1191301 就業場所

コンビニ店員（セブンイ
レブン飯田大門店）

株式会社　Ｋａｚｕ．ｃｏｍ
（セブンイレブン　飯田大
門店）

長野県飯田市大門町８４－１０ 雇用・労災・厚
生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-59-7155

850円～900円

家電販売・取付補助
【パート】

エード　でんき　（　株式
会社　Ａｉｄ　）

長野県飯田市上郷黒田１９３６－８ 労災

雇用期間の定めなし 0265-23-8075

1,000円～1,000円

販売員 パセリハウス飯田店
（パセリエンタープライズ
株式会社）

長野県飯田市上郷飯沼１５７５　イオン飯
田店１Ｆ

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-23-3801

850円～850円
又は10時00分～21時15分の
間の6時間程度

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-22-1465

1,010円～1,010円
又は9時00分～17時00分の間
の5時間以上

介護職【急募】 有限会社　ケアテック 長野県下伊那郡松川町上片桐３３１４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-49-5030

900円～1,200円

介護職員 特定非営利活動法人　ど
んつく

長野県下伊那郡豊丘村大字河野４３１番
地

雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-48-6677

850円～950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 0265-33-7077

930円～930円

調理および配達業務 特定非営利活動法人
グループかけはし

長野県飯田市上郷黒田２７６３－１ 労災

雇用期間の定めなし 0265-49-8131

850円～850円

調理員 社会福祉法人　長姫福
祉会　　おさひめチャイル
ドキャンプ

長野県飯田市仲ノ町３０５番６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-3875

1,060円～1,060円
又は11時00分～19時45分の
間の8時間

接客・料理配膳 入船寿司 長野県飯田市今宮町２丁目８９番地 労災

雇用期間の定めなし 0265-24-5508

848円～1,000円

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

7,000円～7,000円
雇用期間の定めなし 0265-48-5523

875円～875円

耕種農業 稲丘花卉園芸 長野県飯田市鼎名古熊２０８３番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 090-6109-0960

850円～850円
又は8時30分～17時00分の間
の7時間程度

軽作業（部品加工） 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

自動車整備　（パート） 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

雇用期間の定めなし 0265-22-4559

1,000円～1,000円

プレス加工・仕上・検
査

有限会社イハラ 長野県下伊那郡阿智村伍和４１５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-43-2339

850円～900円

集配業務 有限会社　ホームクリー
ニング

長野県飯田市川路１０１４番地１ 労災

雇用期間の定めなし 0265-27-2030

950円～950円

浴室清掃（６：００～１
２：００）

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・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-28-1111

1,000円～1,000円


