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月給 その他の土木・舗装・線路工事関係資格
(1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士

18歳～64歳
TEL

（従業員数 30人 ）
正社員 20050- 2949001 就業場所 給付

月給 その他の土木・舗装・線路工事関係資格
(1)8時00分～17時00分

18歳～64歳
TEL

（従業員数 30人 ）
正社員 20050- 2957001 就業場所 給付

月給 ２級土木施工管理技士
(1)8時00分～17時00分 中型自動車免許

64歳以下 ８トン限定中型自動車免許
TEL

（従業員数 8人 ）
正社員 20050- 2976901 就業場所

月給 その他の土木・測量技術関係資格
(1)8時00分～17時00分

18歳～64歳
TEL

（従業員数 30人 ）
正社員 20050- 2960401 就業場所 給付

月給 フレックス
(1)9時00分～18時00分

64歳以下 (2)7時30分～18時30分
TEL (3)9時30分～15時30分

（従業員数 8人 ）
正社員 20050- 2907501 就業場所

月給
(1)9時00分～18時00分

不問
TEL

（従業員数 10人 ）
正社員 20050- 2978401 就業場所 長野県飯田市

月給 臨床工学技士
(1)8時00分～16時45分

61歳以下
TEL

（従業員数 152人 ）
正社員 20050- 2985101 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 臨床検査技師
(1)8時30分～17時30分

59歳以下
TEL

（従業員数 96人 ）
正社員 20050- 2906201 就業場所 長野県飯田市 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

不問
TEL

（従業員数 16人 ）
正社員 20050- 2947201 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1年単位） 介護福祉士
(1)9時00分～17時00分 ホームヘルパー２級

64歳以下 (2)13時00分～19時00分
TEL (3)14時30分～19時00分

（従業員数 7人 ）
正社員 20050- 2981001 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1ヶ月単位） 保育士
(1)8時30分～17時15分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

64歳以下 (2)7時30分～16時15分
TEL (3)9時15分～18時00分

（従業員数 13人 ）
正社員 20050- 2955201 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1年単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー）
(1)8時30分～18時00分

59歳以下
TEL

（従業員数 9人 ）
正社員 20050- 2899701 就業場所 長野県飯田市

月給 介護支援専門員（ケアマネージャー）
(1)8時30分～17時15分

64歳以下
TEL

（従業員数 11人 ）
正社員 20050- 2952401 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～20時30分

64歳以下
TEL

（従業員数 11人 ）
正社員 20050- 2943101 就業場所

月給
(1)8時00分～16時45分

不問 (2)9時15分～18時00分
TEL

（従業員数 987人 ）
正社員以外 20050- 2917301 就業場所

月給
(1)8時30分～17時30分

59歳以下
TEL

（従業員数 49人 ）
正社員 20050- 2966301 就業場所 長野県飯田市 厚生

月給 変形（1年単位）
(1)9時30分～18時30分

59歳以下
TEL

（従業員数 29人 ）
正社員 20050- 2937401 就業場所 長野県飯田市 厚生・拠出

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-8720

189,200円～350,000円

所在地・就業場所

土木施工管理技術
者

北陽建設株式会社　飯
田営業所

長野県飯田市鼎下山４９１－３

土木設計管理技術
者

北陽建設株式会社　飯
田営業所

長野県飯田市鼎下山４９１－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-8720

189,200円～350,000円

土木技術者 南部建設有限会社 長野県下伊那郡泰阜村８３５１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0260-25-2052

320,000円～400,000円

地質調査技術者 北陽建設株式会社　飯
田営業所

長野県飯田市鼎下山４９１－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-8720

189,200円～350,000円

組込ソフトウェア設
計・開発アプリケー
ション設計・開発

有限会社　エクスルース 長野県飯田市白山町３丁目東７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-56-9890

180,000円～450,000円

プログラマー【経験
者】

ロジカランド　株式会社 長野県飯田市上郷別府２６８２番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-0589

180,000円～400,000円

臨床工学技士 下伊那赤十字病院 長野県下伊那郡松川町元大島３１５９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-36-2585

184,700円～200,900円

臨床検査技師　【正
社員】

医療法人　龍川会 長野県飯田市本町４－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-3800

200,000円～280,000円

調理員　【正社員】 ＮＰＯ法人福祉ネット
ワーク　花の木

長野県飯田市丸山町１－８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-52-5870

185,000円～185,000円

児童指導員 一般社団法人　天道会 長野県飯田市座光寺４７５３－６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-49-8143

171,300円～200,000円

保育士・幼稚園教諭 社会福祉法人　一陽会 長野県飯田市北方３３６９－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-48-0115

170,000円～230,000円

介護支援専門員
【正社員】

株式会社　マスト 長野県飯田市上郷別府３３１３－８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-5722

175,000円～180,000円

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）　＊
急募＊

社会福祉法人　一陽会 長野県飯田市北方３３６９－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-48-0115

170,000円～203,000円

受付 みどり歯科医院 長野県飯田市上郷飯沼１５７５　イオン飯田
店２階

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-23-6487

180,000円～200,000円

一般事務（入館受
付）

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

146,100円～146,100円

財務管理 木下水引株式会社 長野県飯田市上殿岡８－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-25-7588

180,000円～200,000円

営業職　【正社員】 株式会社　ホンダカーズ
信州

長野県飯田市上郷飯沼１８４７－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-4141

200,000円～270,000円
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月給 交替制あり 介護職員初任者研修修了者
(1)7時00分～16時00分

18歳以上 (2)11時00分～20時00分
TEL (3)15時00分～22時00分

（従業員数 8人 ）
正社員 20050- 2911401 就業場所 長野県下伊那郡松川町

月給 交替制あり
(1)7時00分～16時00分

59歳以下 (2)8時00分～17時00分
TEL (3)11時00分～20時00分

（従業員数 123人 ）
正社員 20050- 2926601 就業場所 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時30分

不問 (2)10時00分～19時00分
TEL

（従業員数 89人 ）
正社員 20050- 2961701 就業場所 長野県下伊那郡泰阜村

月給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者
(1)8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級

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

（従業員数 25人 ）
正社員 20050- 2982301 就業場所 長野県下伊那郡松川町

月給 交替制あり 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

64歳以下 (2)6時00分～14時45分
TEL (3)9時30分～18時15分

（従業員数 5人 ）
正社員 20050- 2951101 就業場所 長野県飯田市

月給 調理師
(1)7時30分～16時00分 栄養士

62歳以下 (2)8時30分～17時00分
TEL (3)9時30分～18時00分

（従業員数 470人 ）
正社員 20050- 2934601 就業場所 給付

月給 変形（1年単位）
(1)6時00分～22時00分

64歳以下
TEL

（従業員数 35人 ）
正社員 20050- 2905801 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり
(1)19時30分～9時30分

18歳以上
TEL

（従業員数 38人 ）
正社員以外 20050- 2950901 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

不問
TEL

（従業員数 5人 ）
正社員 20050- 2927901 就業場所

月給
(1)8時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 62人 ）
正社員 20050- 2920701 就業場所

月給 変形（1年単位）
(1)8時15分～17時05分

64歳以下
TEL

（従業員数 20人 ）
正社員 20050- 2944401 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 93人 ）
正社員以外 20050- 2970801 就業場所

日給 自動車検査員
(1)8時30分～17時20分 三級自動車整備士

不問 自動車整備士（二輪）
TEL

（従業員数 8人 ）
正社員 20050- 2916001 就業場所 厚生

月給 二級自動車整備士
(1)9時00分～18時00分

64歳以下
TEL

（従業員数 5人 ）
正社員 20050- 2946801 就業場所 長野県下伊那郡松川町

月給 二級自動車整備士
(1)8時00分～17時15分 自動車検査員

64歳以下
TEL

（従業員数 4人 ）
正社員 20050- 2986401 就業場所 長野県下伊那郡松川町 厚生

月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車第二種免許
(1)8時00分～17時00分

18歳～64歳 (2)9時00分～1時00分
TEL (3)17時00分～8時00分

（従業員数 90人 ）
正社員 20050- 2987701 就業場所

月給
(1)8時00分～17時00分

18歳～64歳
TEL

（従業員数 30人 ）
正社員 20050- 2956501 就業場所 給付

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

161,400円～233,200円

介護職員 介護老人保健施設　円
会センテナリアン

長野県下伊那郡高森町牛牧２４６８－４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-34-2525

161,600円～198,200円

介護職 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

182,000円～326,200円
又は8時30分～17時30分の
間の8時間程度

介護職 有限会社　ななすぎ（介
護支援センターななす
ぎ）

長野県下伊那郡松川町元大島２００２番地
の２

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-36-7732

165,000円～190,000円

介護職（北方の虹）
＊急募＊

社会福祉法人　一陽会 長野県飯田市北方３３６９－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-48-0115

170,000円～219,000円

調理師・栄養士 社会医療法人　健和会 長野県飯田市鼎中平１９３６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-3116

170,900円～273,900円

ルーム係 有限会社　飯田観光ホ
テルよし乃亭

長野県飯田市下久堅知久平１８１５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-29-8130

170,000円～250,000円

ナイトフロント（当直
係）

株式会社　清風苑 長野県下伊那郡阿智村智里３３８番地１９ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～1,000円
雇用期間の定めなし 0265-43-4141

155,520円～172,800円

交通誘導員（道路及
び商業施設駐車場）

株式会社ネットワーク警
備

長野県飯田市北方２５５３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-55-0877

180,000円～250,000円

機械加工 日邦電機株式会社　長
野工場

長野県下伊那郡松川町元大島２９５４－６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-36-3131

220,000円～220,000円

機械加工　【正社員】 有限会社　森脇精機 長野県飯田市滝の沢５８２７－７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-23-0680

160,000円～230,000円

自動車用組電線製
造

阿南部品株式会社 長野県下伊那郡阿南町新野１００９－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

850円～850円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0260-24-2231

140,080円～140,080円

自動車整備士、自動
車検査員

有限会社　大蔵自動車 長野県飯田市上郷別府３３１１－１４ 雇用・労災・健
康・厚生

10,000円～12,000円
雇用期間の定めなし 0265-24-1554

220,800円～264,800円

自動車整備および
配送

スズキオートカヤマ 長野県下伊那郡松川町大島４７２－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-34-0810

160,000円～220,000円

自動車整備 有限会社　片桐自動車 長野県下伊那郡松川町上片桐３１５１－７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-37-2825

200,000円～300,000円

運転手（タクシー） 南信州広域タクシー有
限会社

長野県飯田市上殿岡７１７－４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-28-2800

131,360円～131,360円

土木ボーリング工・
法面工

北陽建設株式会社　飯
田営業所

長野県飯田市鼎下山４９１－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-8720

168,000円～309,800円


