
年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

月給 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

59歳以下
TEL

（従業員数 4人 ）
正社員 20050-  263411 就業場所 長野県飯田市

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 その他の土木・舗装・線路工事関係資格
TEL

（従業員数 47人 ）
正社員 20050-  163111 就業場所 長野県下伊那郡豊丘村

月給 看護師
(1)7時00分～16時00分 准看護師

18歳～64歳 (2)8時30分～17時30分
TEL (3)10時00分～18時00分

（従業員数 10人 ）
正社員 20050-  172711 就業場所 長野県飯田市

月給 看護師
(1)8時30分～17時30分 准看護師

59歳以下 (2)8時30分～12時00分
TEL (3)8時30分～15時00分

（従業員数 3人 ）
正社員 20050-  271411 就業場所 長野県下伊那郡喬木村

月給 介護支援専門員（ケアマネージャー）
(1)8時30分～17時30分

不問
TEL

（従業員数 1人 ）
正社員 20050-  154911 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士
(1)8時30分～17時30分 介護支援専門員（ケアマネージャー）

59歳以下
TEL

（従業員数 16人 ）
正社員 20050-  182511 就業場所 長野県飯田市

月給 司書
(1)8時10分～16時40分

不問
TEL

（従業員数 22人 ）
正社員以外 20050-  265311 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 23人 ）
正社員 20050-  197711 就業場所 長野県下伊那郡高森町

月給 介護職員初任者研修修了者
(1)8時30分～17時15分

64歳以下
TEL

（従業員数 54人 ）
正社員 20050-  216311 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)8時30分～17時30分

59歳以下
TEL

（従業員数 42人 ）
正社員 20050-  233611 就業場所 長野県飯田市

月給 ８トン限定中型自動車免許
(1)8時30分～17時30分

59歳以下
TEL

（従業員数 6人 ）
正社員 20050-  246211 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 危険物取扱者（乙種）
(1)8時30分～17時00分

59歳以下
TEL

（従業員数 61人 ）
正社員 20050-  179611 就業場所

月給 交替制あり 介護福祉士
(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-  238211 就業場所 厚生

月給 交替制あり

不問
TEL

（従業員数 4人 ）
正社員 20050-  249011 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり
(1)5時15分～14時15分

不問 (2)5時30分～14時30分
TEL (3)8時45分～17時45分

（従業員数 39人 ）
正社員以外 20050-  245811 就業場所 長野県下伊那郡松川町

月給
(1)8時00分～17時20分

59歳以下
TEL

（従業員数 40人 ）
正社員 20050-  161611 就業場所 長野県下伊那郡松川町

月給
(1)7時35分～17時05分

64歳以下
TEL

（従業員数 35人 ）
正社員 20050-  262511 就業場所

所在地・就業場所

塗装工事（監理・営業） 株式会社　正興ペイン
ト工業

長野県飯田市上郷別府６７０－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-7122
158,000円～
296,000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

看護師　【正社員】 社会福祉法人　八反
田

長野県飯田市上郷飯沼４７７－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-21-0530
180,000円～
210,000円

看護師 医療法人　三浦医院 長野県下伊那郡喬木村８４９－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-33-2030
200,000円～
220,000円

ケアマネージャー　【正
社員】

株式会社　みつばさ 長野県飯田市鼎上山３８００番地の５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-56-9288
220,000円～
220,000円

相談援助担当職員
【令和３年４月採用】

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
152,000円～
176,000円

学校司書 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
146,090円～
146,090円

一般事務 有限会社　熊谷商事 長野県下伊那郡高森町下市田３２０
５－６（下市田工業団地内）

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-3919
180,000円～
180,000円

事務職（陽だまりの丘） 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

品質管理 株式会社　スヤマ 長野県飯田市鼎一色５４３番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-1882
160,000円～
300,000円

営業職【正社員】 南信三菱自動車販売
株式会社

長野県飯田市鼎切石４６４４－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-3526
180,000円～
250,000円

ルート営業職　【正社
員】

輸入石油株式会社 長野県飯田市大通２丁目２１８番地２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-6231
170,000円～
225,000円

介護職員（介護福祉
士）

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
169,500円～
203,600円

キッチン、ホールスタッ
フ

トラットリア　ベッラソニ
ア　　（ベルグストグ
ループ）

長野県飯田市鼎下山１４１９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-23-7720
190,000円～
220,000円

又は10時00分～20時30
分の間の8時間程度

調理員（特別養護老人
ホーム松川荘）フルタ
イム

社会福祉法人　松川
町社会福祉協議会

長野県下伊那郡松川町元大島２９３
０－１２

雇用・労災・健
康・厚生

910円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-36-3778
145,600円～
148,800円

栽培作業員 竹村工業株式会社 長野県下伊那郡松川町上片桐３６４
６－２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-36-6111
160,000円～
209,000円

造園土木・樹木医【正
社員】

文吾林造園株式会社 長野県飯田市北方３８８３－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-25-3928
210,000円～
300,000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。

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承くだ
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時給
(1)8時10分～17時00分

59歳以下
TEL

（従業員数 32人 ）
正社員 20050-  247511 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

59歳以下 (2)11時00分～19時50分
TEL

（従業員数 29人 ）
正社員 20050-  176411 就業場所

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-  192011 就業場所 長野県飯田市 厚生

月給
(1)8時00分～17時15分

64歳以下
TEL

（従業員数 82人 ）
正社員 20050-  167511 就業場所 長野県下伊那郡喬木村

月給
(1)8時00分～17時20分

64歳以下
TEL

（従業員数 0人 ）
正社員 20050-  208611 就業場所 長野県下伊那郡豊丘村

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

不問
TEL

（従業員数 29人 ）
正社員 20050-  251111 就業場所 長野県下伊那郡高森町

時給
(1)8時30分～17時15分

不問
TEL

（従業員数 17人 ）
正社員 20050-  278811 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

時給
(1)8時30分～17時30分

18歳以上 (2)20時30分～5時30分
TEL

（従業員数 12人 ）
正社員以外 20050-  255511 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

月給 １級塗装技能士
(1)8時00分～18時00分 ２級塗装技能士

不問
TEL

（従業員数 4人 ）
正社員 20050-  155111 就業場所 長野県飯田市

月給 交替制あり 普通自動車第二種免許
(1)7時00分～20時00分

18歳～65歳 (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-  204511 就業場所 長野県下伊那郡松川町

日給
(1)8時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 4人 ）
正社員 20050-  174211 就業場所 長野県飯田市

日給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者
(1)9時00分～17時00分 中型自動車免許

64歳以下
TEL

（従業員数 26人 ）
正社員 20050-  273311 就業場所 長野県飯田市

日給 大型自動車免許

64歳以下
TEL

（従業員数 0人 ）
正社員 20050-  283911 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

日給 変形（1年単位） 小型移動式クレーン運転技能者
(1)8時00分～17時00分 玉掛技能者

不問 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者
TEL

（従業員数 102人 ）
正社員 20050-  170911 就業場所

時給 原動機付自転車免許
(1)8時15分～17時00分 自動二輪車免許

不問
TEL

（従業員数 12人 ）
正社員以外 20050-  203211 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

月給
(1)8時15分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 4人 ）
正社員以外 20050-  158211 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)8時00分～17時30分

69歳以下
TEL

（従業員数 21人 ）
正社員 20050-  256411 就業場所

菓子梱包・製造補助社
員

久保田製菓有限会社 長野県飯田市鼎名古熊２４３０－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

849円～1,000円
雇用期間の定めなし 0265-24-5522

147,524円～
173,755円

機械技術者 有限会社　新川 長野県下伊那郡高森町下市田３１１
１－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-48-8899
165,000円～
250,000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

菓子の製造（仕込み・
成形）

伊藤製菓　有限会社 長野県下伊那郡喬木村４００‐９６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-33-3381
178,000円～
220,000円

縫製作業　【正社員】 矢澤産業株式会社 長野県飯田市下殿岡８９２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-7810
150,000円～
200,000円

組立作業 株式会社　しなの工業 長野県下伊那郡高森町下市田３１１
１－１（飯田精密株式会社　内）

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-48-8833
165,000円～
200,000円

自動車マットの加工 有限会社　園原化工 長野県下伊那郡阿智村伍和５３７９
－ロ

雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,050円
雇用期間の定めなし 090-8329-9215

162,400円～
170,520円

製造業作業員【急募】 合同会社ＴＡＶＥＲＳ 長野県飯田市中村１７５２－８ 雇用・労災・健
康・厚生

950円～1,050円
雇用期間の定めなし 080-5144-7954

155,040円～
171,360円

塗装工 株式会社　南信塗装 長野県飯田市三日市場１００５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-49-8877
210,000円～
480,000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１５８
４－７

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

運転手 大喜建設株式会社 長野県飯田市松尾代田８６６－３ 雇用・労災・健
康・厚生

10,000円～13,000円
雇用期間の定めなし 0265-24-8623

200,000円～
260,000円

４トン運転手 皮革運送　有限会社 長野県飯田市松尾新井６５７１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

5,943円～5,943円
雇用期間の定めなし 0265-24-3570

218,472円～
298,472円

大型ダンプ運転 （有）旭建 長野県下伊那郡阿智村伍和６２１７ 雇用・労災・健
康・厚生

10,000円～11,000円
雇用期間の定めなし 090-8951-1895

210,000円～
231,000円

又は7時00分～17時30分
の間の8時間程度

トンネル工事における
補助作業員

株式会社木下工務所 長野県飯田市育良町１－２０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

15,000円～25,000円
雇用期間の定めなし 0265-25-7125

324,000円～
540,000円

又は7時00分～17時00分
の間の8時間程度

郵便外務（通集配業
務・阿智）

日本郵便株式会社
飯田郵便局

長野県飯田市鈴加町１－７ 雇用・労災・健
康・厚生

950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-22-0218
164,160円～
164,160円

剪定作業及び清掃作
業

三菱電機ライフサービ
ス株式会社　　　中津
川支店　飯田出張所

長野県飯田市松尾代田１２１３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0573-66-2666
160,000円～
200,000円

廃棄物の焼却炉への
分別投入

有限会社　ナカタ商事 長野県飯田市松尾代田８６２－４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-23-1558
220,000円～
300,000円


