
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～16時00分

不問
TEL

（従業員数 987人 ）
パート労働者 20050- 3875601 就業場所 長野県飯田市

時給 看護師
(1)8時15分～17時15分 准看護師

不問
TEL

（従業員数 50人 ）
パート労働者 20050- 3888801 就業場所 長野県飯田市

時給 看護師
(1)8時30分～17時15分 准看護師

64歳以下
TEL

（従業員数 19人 ）
パート労働者 20050- 3927201 就業場所 長野県下伊那郡喬木村

時給 歯科衛生士
(1)16時00分～19時30分

不問
TEL

（従業員数 7人 ）
パート労働者 20050- 3778301 就業場所 長野県下伊那郡喬木村

時給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上
TEL

（従業員数 8人 ）
パート労働者 20050- 3772401 就業場所 長野県飯田市

時給 ホームヘルパー２級

不問
TEL

（従業員数 32人 ）
パート労働者 20050- 3907901 就業場所 長野県下伊那郡松川町

時給 保育士
(1)7時30分～10時00分 看護師

不問 (2)15時00分～19時00分 准看護師
TEL

（従業員数 55人 ）
パート労働者 20050- 3815501 就業場所 長野県飯田市

時給

不問
TEL

（従業員数 7人 ）
パート労働者 20050- 3790801 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)8時30分～15時30分

不問
TEL

（従業員数 116人 ）
パート労働者 20050- 3846801 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)8時30分～16時30分

不問 (2)9時15分～17時15分
TEL

（従業員数 12人 ）
パート労働者 20050- 3774801 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)9時45分～19時15分

不問 (2)9時45分～13時15分
TEL (3)13時00分～19時15分

（従業員数 8人 ）
パート労働者 20050- 3811401 就業場所 長野県飯田市

時給

不問
TEL

（従業員数 11人 ）
パート労働者 20050- 3870801 就業場所 長野県下伊那郡松川町

時給

不問
TEL

（従業員数 3人 ）
パート労働者 20050- 3823501 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり 介護福祉士
(1)8時30分～17時30分

不問
TEL

（従業員数 19人 ）
パート労働者 20050- 3807501 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

時給 交替制あり 介護福祉士
(1)8時30分～17時30分

不問
TEL

（従業員数 8人 ）
パート労働者 20050- 3809301 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

時給 交替制あり ホームヘルパー２級
(1)7時30分～9時30分 介護職員初任者研修修了者

不問
TEL

（従業員数 110人 ）
パート労働者 20050- 3865001 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり
(1)22時00分～7時00分

18歳以上
TEL

（従業員数 50人 ）
パート労働者 20050- 3887701 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)7時00分～9時00分

不問 (2)18時00分～21時00分
TEL

（従業員数 65人 ）
パート労働者 20050- 3889201 就業場所 長野県飯田市

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-21-1255

1,320円～1,320円

所在地・就業場所

看護師 飯田市立病院 長野県飯田市八幡町４３８番地

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-22-0532

1,000円～1,800円

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 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

歯科衛生士（パート） 医療法人明愛会　西島
歯科医院

長野県下伊那郡喬木村８６９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-33-3118

1,500円～1,800円

児童指導員 株式会社　ぴゅあ 長野県飯田市上郷黒田３３２５番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-49-0138

900円～900円
又は8時00分～22時30分の間
の3時間程度

障害者への作業指導
等

株式会社　ひだまり 長野県下伊那郡松川町元大島２９７３－８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-49-8618

880円～900円
又は8時00分～15時30分の間
の5時間程度

保育士・保育士補助 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

雇用期間の定めなし 0265-22-2440

1,050円～1,200円

中国語通訳 宝クリニック 長野県飯田市鼎名古熊２５１１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-4114

1,000円～1,200円
又は9時00分～18時00分の間
の3時間以上

【障】チャレンジ雇用職
員

南信州地域振興局 長野県飯田市追手町２丁目６７８番地 雇用・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-53-0400

932円～932円

事務補助【人形劇のま
ちづくり関連事業】

飯田市教育委員会（飯田
市）

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）

0265-23-3552

919円～919円

販売スタッフ【急募】 株式会社　しまむらアベ
イル上郷店

長野県飯田市上郷飯沼３４１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-56-1960

1,080円～1,080円

販売店員 有限会社　ホームセン
ターすまいる

長野県下伊那郡松川町元大島１３５９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-36-6066

870円～930円
又は9時10分～19時00分の間
の5時間

店内販売及び配達員
（飯田店）

株式会社　人形工房サン
キュー　飯田店

長野県飯田市鼎名古熊２１６８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-52-3900

900円～1,300円
又は9時00分～19時00分の間
の7時間程度

介護職員「第二幸寿
苑」

社会福祉法人阿智村社
会福祉協議会

長野県下伊那郡阿智村駒場４８３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-45-1234

880円～930円

介護職員「ひだまり」 社会福祉法人阿智村社
会福祉協議会

長野県下伊那郡阿智村駒場４８３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-45-1234

880円～930円

【急募】介護職（朝パー
ト）

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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-48-6640

860円～860円

介護職員 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-22-0532

1,000円～1,200円

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-22-0532

850円～1,350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及びインターネットでもご覧いただけます。 

   （ハローワークインターネットサービス：アドレス https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html） 
◎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 介護福祉士
(1)8時30分～17時30分

不問
TEL

（従業員数 16人 ）
パート労働者 20050- 3808001 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

その他 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 介護福祉士

45歳以下
TEL

（従業員数 12人 ）
パート労働者 20050- 3928501 就業場所

時給
(1)8時30分～13時00分

不問 (2)13時00分～17時00分
TEL

（従業員数 25人 ）
パート労働者 20050- 3941701 就業場所 長野県下伊那郡阿南町

時給
(1)8時30分～13時00分

不問 (2)13時00分～17時00分
TEL

（従業員数 783人 ）
パート労働者 20050- 3942801 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)17時30分～21時30分

不問 (2)10時00分～14時00分
TEL

（従業員数 8人 ）
パート労働者 20050- 3925701 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり
(1)6時30分～15時30分

不問 (2)9時30分～18時30分
TEL

（従業員数 53人 ）
パート労働者 20050- 3880501 就業場所 長野県下伊那郡喬木村

時給 交替制あり
(1)5時30分～14時00分

59歳以下 (2)6時00分～12時00分
TEL (3)10時00分～18時00分

（従業員数 123人 ）
パート労働者 20050- 3930901 就業場所

時給 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 ）
パート労働者 20050- 3850901 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

時給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車第二種免許

18歳～64歳
TEL

（従業員数 13人 ）
パート労働者 20050- 3904001 就業場所 長野県飯田市

時給 中型自動車免許
(1)8時00分～15時00分

64歳以下
TEL

（従業員数 8人 ）
パート労働者 20050- 3886401 就業場所 長野県下伊那郡松川町

時給
(1)14時00分～15時30分

不問
TEL

（従業員数 1人 ）
パート労働者 20050- 3775201 就業場所 長野県下伊那郡高森町

時給
(1)8時00分～12時00分

不問
TEL

（従業員数 4人 ）
パート労働者 20050- 3793001 就業場所 長野県飯田市

介護職員「えんばな」 社会福祉法人阿智村社
会福祉協議会

長野県下伊那郡阿智村駒場４８３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-45-1234

850円～900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

1,850円～1,900円
雇用期間の定めなし 0265-21-6212

900円～930円

【パート】歯科助手（阿
南）

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-21-4490

848円～848円

【パート】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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-21-4490

848円～848円

調理・調理補助・接客 株式会社　天の雫フード
サービス

長野県飯田市松尾上溝　２９７１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-6326

850円～900円
又は10時00分～18時00分の
間の4時間以上

調理員（パート）【急
募】

社会福祉法人　喬木村
社会福祉協議会

長野県下伊那郡喬木村６６７０番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-33-4567

930円～930円

調理補助 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・財形

雇用期間の定めなし 0265-34-2525

900円～1,000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

雇用期間の定めなし 0265-43-2811

900円～1,100円

タクシー乗務員（パー
ト）

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

848円～848円
又は8時00分～23時00分の間
の5時間程度

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

1,000円～1,500円

清掃 ジャーナル商事　株式会
社

長野県飯田市高羽町３－１－１１ 労災

雇用期間の定めなし 0265-23-0353

900円～900円

清掃（産業振興と人材
育成の拠点エス・バー
ド）

有限会社　メンテナンス
矢澤

長野県飯田市松尾城４１２４－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-52-0129

850円～850円


