
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15分～17時10分

59歳以下
TEL

（従業員数 0人 ）
正社員 20050- 3830201 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 212人 ）
正社員以外 20050- 3845701 就業場所

月給 １級土木施工管理技士
(1)7時30分～17時20分 ２級土木施工管理技士

59歳以下
TEL

（従業員数 47人 ）
正社員 20050- 3765701 就業場所 長野県下伊那郡豊丘村

月給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士
(1)7時50分～17時10分

64歳以下
TEL

（従業員数 46人 ）
正社員 20050- 3854801 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)9時00分～18時00分

不問
TEL

（従業員数 7人 ）
正社員 20050- 3899501 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1年単位） 看護師
(1)8時15分～17時15分 准看護師

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

（従業員数 50人 ）
正社員 20050- 3890001 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
(1)8時30分～17時30分 准看護師

59歳以下
TEL

（従業員数 49人 ）
正社員 20050- 3939601 就業場所 長野県飯田市

月給 臨床検査技師
(1)8時30分～17時15分

不問
TEL

（従業員数 987人 ）
正社員以外 20050- 3788901 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1ヶ月単位） 作業療法士
(1)8時00分～17時00分

59歳以下 (2)9時00分～18時00分
TEL

（従業員数 330人 ）
正社員 20050- 3897801 就業場所 長野県飯田市 給付

時給 歯科衛生士
(1)8時30分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 783人 ）
正社員以外 20050- 3822201 就業場所 長野県飯田市

月給 歯科技工士
(1)8時30分～18時00分

64歳以下
TEL

（従業員数 56人 ）
正社員 20050- 3879701 就業場所 長野県飯田市

月給 交替制あり 管理栄養士
(1)8時30分～17時30分

59歳以下
TEL

（従業員数 110人 ）
正社員 20050- 3864501 就業場所

月給 変形（1年単位） 保育士
(1)8時15分～17時00分

59歳以下 (2)9時30分～18時00分
TEL

（従業員数 55人 ）
正社員 20050- 3812701 就業場所 長野県飯田市

月給 交替制あり 介護福祉士
(1)8時30分～17時30分 介護支援専門員（ケアマネージャー）

64歳以下 (2)7時00分～16時00分
TEL (3)10時30分～19時30分

（従業員数 27人 ）
正社員 20050- 3863201 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)8時00分～17時00分

59歳以下 (2)8時30分～17時30分
TEL (3)9時00分～18時00分

（従業員数 83人 ）
正社員 20050- 3940401 就業場所 長野県下伊那郡泰阜村 拠出

月給 中学校教諭免許（専修・１種・２種）
(1)8時10分～16時40分

不問
TEL

（従業員数 22人 ）
正社員以外 20050- 3791201 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 16人 ）
正社員 20050- 3859601 就業場所 長野県飯田市

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-7808

200,000円～300,000円

所在地・就業場所

設備設計開発・生産
技術業務

株式会社ピ－エーイー 長野県飯田市毛賀２４０－２

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

現場代理人 小木曽建設株式会社 長野県飯田市座光寺６６６３番地５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-35-2052

240,000円～330,000円

土木技術者 勝間田建設　株式会社 長野県飯田市松尾町３－１９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-3480

232,000円～380,000円

ＳＥ・プログラマー 株式会社　イン・ファ・ス 長野県飯田市鼎一色４５２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-21-2188

180,000円～260,000円

看護師、准看護師 医療法人　山力会　菅
沼病院

長野県飯田市鼎中平１９７０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-0532

175,000円～256,000円

看護職員（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

雇用期間の定めなし 0265-53-3040

207,000円～245,000円

臨床検査技師 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

188,400円～188,400円

作業療法士 医療法人　輝山会記念
病院

長野県飯田市毛賀１７０７番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-26-8111

238,000円～288,600円

歯科衛生士（鼎） みなみ信州農業協同組
合

長野県飯田市鼎東鼎２８１ 雇用・労災・健
康・厚生

880円～880円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0265-21-4811

178,600円～178,600円

歯科技工士 株式会社　コスミック恵
歯研

長野県飯田市三日市場１７７７－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-25-0001

170,000円～280,000円

管理栄養士　【正社
員】

綿半野原積善会　特別
養護老人ホーム　笑み
の里

長野県飯田市上郷別府２２３０－８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-6640

233,900円～245,800円

保育士 社会福祉法人　たちば
な会

長野県飯田市箕瀬町１丁目２４５３番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-2440

172,000円～172,000円

グループホームケア
プラン作成

株式会社　たまゆら 長野県飯田市北方２６８８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-28-2885

197,000円～197,000円

介護支援専門員【正
社員】

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

講師（音楽科） 飯田市教育委員会（飯
田市）

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

225,500円～225,500円

工務管理（工程管
理）

有限会社　三笠エンジニ
アリング

長野県飯田市北方１３６－１２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-4766

220,000円～300,000円

   ハローワーク飯田 （飯田公共職業安定所） 
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月給 変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

64歳以下 (2)8時00分～17時00分
TEL (3)9時00分～18時00分

（従業員数 4人 ）
正社員 20050- 3916101 就業場所 長野県下伊那郡下條村

月給
(1)10時00分～19時00分

不問 (2)12時00分～21時00分
TEL

（従業員数 2人 ）
正社員 20050- 3924401 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)8時00分～17時20分

61歳以下
TEL

（従業員数 5人 ）
正社員 20050- 3922901 就業場所 長野県下伊那郡高森町

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

18歳～64歳 (2)8時30分～17時30分
TEL (3)12時30分～21時30分

（従業員数 59人 ）
正社員 20050- 3882301 就業場所

月給 変形（1年単位）
(1)8時15分～17時15分

不問 (2)7時00分～16時00分
TEL (3)10時00分～19時00分

（従業員数 65人 ）
正社員 20050- 3885101 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
(1)6時00分～15時00分 介護職員初任者研修修了者

18歳以上 (2)13時00分～22時00分
TEL (3)22時00分～7時00分

（従業員数 53人 ）
正社員以外 20050- 3936501 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 783人 ）
正社員以外 20050- 3943201 就業場所 長野県飯田市

月給 交替制あり
(1)7時00分～10時00分

不問 (2)10時30分～14時30分
TEL (3)16時30分～21時00分

（従業員数 98人 ）
正社員以外 20050- 3851101 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

月給
(1)8時10分～17時05分

59歳以下
TEL

（従業員数 34人 ）
正社員 20050- 3919801 就業場所 長野県飯田市 厚生

時給 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

不問
TEL

（従業員数 12人 ）
正社員以外 20050- 3832001 就業場所 長野県下伊那郡根羽村

月給 交替制あり 普通自動車第二種免許
(1)7時00分～21時00分

18歳以上 (2)9時00分～1時00分
TEL (3)10時30分～2時00分

（従業員数 12人 ）
正社員 20050- 3792501 就業場所 長野県下伊那郡松川町

月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車第二種免許
(1)18時00分～2時00分

18歳～64歳
TEL

（従業員数 13人 ）
正社員 20050- 3905301 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)7時30分～17時20分

59歳以下
TEL

（従業員数 32人 ）
正社員 20050- 3768501 就業場所 長野県下伊那郡豊丘村

月給 中型自動車免許
(1)8時00分～17時00分

64歳以下
TEL

（従業員数 8人 ）
正社員 20050- 3884901 就業場所 長野県下伊那郡松川町

日給
(1)7時00分～17時00分

59歳以下
TEL

（従業員数 11人 ）
正社員 20050- 3848501 就業場所

日給 変形（1年単位） ２級土木施工管理技士
(1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士

64歳以下 測量士
TEL

（従業員数 9人 ）
正社員 20050- 3938301 就業場所 長野県飯田市

日給
(1)7時30分～16時30分

64歳以下
TEL

（従業員数 1人 ）
正社員 20050- 3770901 就業場所 長野県下伊那郡高森町

ガソリンスタンド販売
員

有限会社　木綿屋モー
ターサービス

長野県下伊那郡下條村睦沢９３０４－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0260-27-2232

180,000円～400,000円

ソリューション営業 エスプロユニオン 長野県飯田市東中央通５丁目３９　やぶ八
ビル２－Ｂ

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-8080

195,000円～290,000円
又は10時00分～21時00分の
間の8時間程度

営業 株式会社シロタ 長野県下伊那郡高森町下市田６５０－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-35-5546

160,000円～225,000円

介護士 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

167,200円～243,600円
又は21時30分～7時00分の
間の8時間程度

介護職 医療法人　山力会　菅
沼病院

長野県飯田市鼎中平１９７０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-0532

160,000円～180,000円

介護職員（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

198,050円～216,100円

歯科助手（鼎） みなみ信州農業協同組
合

長野県飯田市鼎東鼎２８１ 雇用・労災・健
康・厚生

880円～880円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0265-21-4811

138,600円～138,600円

レストラン接客係 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

雇用期間の定めなし 0265-43-2811

180,000円～220,000円

【急募】技術職
（幹部候補・マネー
ジャー）

株式会社　サンリエ 長野県飯田市座光寺５１５９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-8880

255,000円～350,000円

車載部品加工【急
募】

株式会社マルイ　根羽
工場

長野県下伊那郡根羽村５１３０番地２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

850円～1,200円
雇用期間の定めなし 0265-49-2515

136,000円～192,000円

タクシードライバー・
観光タクシードライ
バー

マルモタクシー（丸茂自
動車有限会社）

長野県下伊那郡松川町元大島１５８４－７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-36-3333

160,000円～290,000円

タクシー乗務員 第一観光タクシー株式
会社

長野県飯田市主税町２７番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-5052

155,000円～155,000円

運転手 小木曽建設株式会社 長野県飯田市座光寺６６６３番地５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-35-2052

200,000円～280,000円

鉄筋工・一般作業員 有限会社　田中鉄筋 長野県下伊那郡松川町上片桐５５７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-49-0280

184,800円～439,600円

現場作業員（未経験
者）

慶豊建工　有限会社 長野県飯田市座光寺５２４７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

7,500円～7,500円
雇用期間の定めなし 0265-53-1773

162,000円～162,000円

土木作業員 有限会社　代田工業 長野県飯田市山本２７６－７５ 雇用・労災・健
康・厚生

9,000円～12,000円
雇用期間の定めなし 0265-25-7966

194,400円～259,200円

（請）清掃【円会セン
テナリアン】

ジャーナル商事　株式
会社

長野県飯田市高羽町３－１－１１ 雇用・労災・健
康・厚生

7,000円～7,000円
雇用期間の定めなし 0265-23-0353

170,800円～170,800円


