
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
(1)8時10分～17時15分

59歳以下
TEL

（従業員数 117人 ）
正社員 20050- 1304611 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1年単位） 準中型自動車免許
(1)7時30分～17時30分

59歳以下
TEL

（従業員数 13人 ）
正社員 20050- 1210911 就業場所 長野県下伊那郡高森町

月給 変形（1年単位）
(1)7時50分～17時00分

59歳以下
TEL

（従業員数 26人 ）
正社員 20050- 1482011 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)8時00分～17時00分

64歳以下
TEL

（従業員数 16人 ）
正社員 20050- 1489211 就業場所

月給 看護師
(1)8時30分～17時30分 保健師

不問
TEL

（従業員数 4人 ）
正社員 20050- 1459011 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

64歳以下
TEL

（従業員数 16人 ）
正社員 20050- 1521011 就業場所

月給 作業療法士
(1)8時30分～17時15分

不問
TEL

（従業員数 128人 ）
正社員以外 20050- 1524911 就業場所

月給 歯科衛生士
(1)9時00分～19時00分

不問 (2)8時30分～12時30分
TEL

（従業員数 8人 ）
正社員 20050- 1366711 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00分～16時45分

59歳以下 (2)7時30分～16時15分
TEL

（従業員数 24人 ）
正社員 20050- 1334511 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- 1380911 就業場所 長野県飯田市

年俸制 変形（1年単位） 福祉用具専門相談員
(1)8時30分～17時30分

59歳以下
TEL

（従業員数 23人 ）
正社員 20050- 1330111 就業場所

月給
(1)13時00分～21時30分

不問
TEL

（従業員数 116人 ）
正社員以外 20050- 1236111 就業場所

月給 交替制あり
(1)8時30分～17時15分

不問 (2)8時45分～17時30分
TEL (3)9時30分～18時15分

（従業員数 23人 ）
正社員以外 20050- 1467011 就業場所 長野県飯田市

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- 1485911 就業場所 長野県飯田市

月給 交替制あり
(1)8時30分～17時15分

不問
TEL

（従業員数 0人 ）
正社員以外 20050- 1297811 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)10時00分～19時30分

不問
TEL

（従業員数 6人 ）
正社員 20050- 1445111 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時45分

59歳以下 (2)8時30分～12時00分
TEL

（従業員数 37人 ）
正社員 20050- 1381111 就業場所

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-25-7333
210,000円～
250,000円

所在地・就業場所

生産技術 天竜丸澤　株式会社 長野県飯田市竹佐４３５番地

建築技術者 飯田建設株式会社 長野県下伊那郡高森町出原３７３－
２

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-2839
220,800円～
369,000円

住宅リフォーム設計・
現場管理

株式会社丸三建設 長野県飯田市座光寺３９０５－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-9096
182,000円～
230,000円

土木技術者　【正社
員】

株式会社　近藤工務
店

長野県飯田市南信濃和田１３８７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0260-34-2208
260,000円～
350,000円

【急募】訪問看護（正看
護師）

株式会社　Ａｆｆｅｃｔｉｏｎ 長野県飯田市知久町１丁目１９ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-8124
260,000円～
310,000円

看護師 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
210,600円～
210,600円

作業療法士 地方独立行政法人長
野県立病院機構　　長
野県立阿南病院

長野県下伊那郡阿南町北條２００９
－１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0260-22-2121
201,704円～
201,704円

歯科衛生士　【正社
員】

松野歯科医院 長野県飯田市松尾上溝２９３９－１ 雇用・労災・健
康・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-0118
210,000円～
250,000円

保育士 社会福祉法人　洗心
会　さくら保育園

長野県飯田市山本６００－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-28-1050
173,000円～
192,800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

商品管理（商品の発
注、在庫管理、入出庫
管理など）

株式会社　サン・アイ 長野県飯田市松尾明８０５５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

2,160,000円～
2,760,000円雇用期間の定めなし 0265-53-1488
180,000円～
230,000円

県立高校工業科実習
助手

長野県飯田ＯＩＤＥ長姫
高等学校

長野県飯田市鼎名古熊２５３５－２ 雇用・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-22-7117
172,381円～
326,965円

又は8時30分～17時00分

図書館司書 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）

0265-22-0706
157,600円～
157,600円

受付、案内、一般事務 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～
170,000円

新型コロナワクチン集
団接種会場事務　【保
健課】

飯田市役所 長野県飯田市大久保町２５３４ 雇用・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-22-4511
146,100円～
146,100円

メガネ販売・視力測定
スタッフ

株式会社一真堂 長野県飯田市鼎一色１１１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-6666
197,000円～
350,000円

福祉用具販売スタッフ
【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～
230,000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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月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

59歳以下
TEL

（従業員数 29人 ）
正社員 20050- 1435611 就業場所

月給 交替制あり 介護職員初任者研修修了者
(1)8時00分～17時00分 介護福祉士

18歳～64歳 (2)10時00分～19時00分
TEL (3)17時00分～9時00分

（従業員数 16人 ）
正社員 20050- 1340711 就業場所 長野県下伊那郡松川町

月給 調理師
(1)7時00分～20時00分

59歳以下
TEL

（従業員数 15人 ）
正社員 20050- 1504411 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

月給 交替制あり

59歳以下
TEL

（従業員数 10人 ）
正社員 20050- 1364911 就業場所

月給
(1)9時00分～18時00分

不問
TEL

（従業員数 0人 ）
正社員 20050- 1316811 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)8時00分～17時00分

18歳以上
TEL

（従業員数 7人 ）
正社員 20050- 1501811 就業場所 長野県飯田市

月給 フォークリフト運転技能者
(1)8時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 18人 ）
正社員 20050- 1222511 就業場所 長野県下伊那郡喬木村

月給 変形（1年単位） 三級自動車整備士
(1)8時30分～17時30分 二級自動車整備士

59歳以下 自動車検査員
TEL

（従業員数 26人 ）
正社員 20050- 1491311 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時20分～17時10分

不問
TEL

（従業員数 246人 ）
正社員以外 20050- 1510211 就業場所 拠出

月給 移動式クレーン運転士
(1)8時00分～17時20分 玉掛技能者

不問
TEL

（従業員数 13人 ）
正社員 20050- 1404811 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)8時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 1人 ）
正社員 20050- 1349111 就業場所 長野県飯田市

月給 １級管工事施工管理技士
(1)7時50分～17時10分 ２級管工事施工管理技士

59歳以下
TEL

（従業員数 12人 ）
正社員 20050- 1218311 就業場所 長野県飯田市 厚生

日給
(1)8時00分～16時00分

不問
TEL

（従業員数 1人 ）
正社員 20050- 1388311 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1ヶ月単位） 準中型自動車免許
(1)7時30分～17時30分

59歳以下
TEL

（従業員数 13人 ）
正社員 20050- 1212711 就業場所 長野県下伊那郡高森町

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- 1525111 就業場所

日給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

18歳～64歳
TEL

（従業員数 22人 ）
正社員 20050- 1526711 就業場所

月給 交替制あり
(1)7時00分～16時00分

64歳以下 (2)6時00分～9時00分
TEL

（従業員数 20人 ）
正社員 20050- 1260111 就業場所 長野県下伊那郡売木村

営業 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～
250,000円

介護士 医療法人　コスモス 長野県下伊那郡松川町元大島１５６
０

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-36-7037
161,500円～
204,900円

調理師 株式会社　はなや（ホ
テルはなや）

長野県下伊那郡阿智村智里５３０‐１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-43-2700
180,000円～
270,000円

フロント全般 株式会社　やどはく
（昼神温泉　ひるがみ
の森）

長野県下伊那郡阿智村智里５１０－
４６

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-43-4321
176,000円～
250,000円

又は7時00分～22時00分
の間の8時間程度

トリマー ドッグライフショップ　リ
ボン　（有限会社　レイ
ンボー企画）

長野県飯田市北方３４３０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 080-2047-5926
170,000円～
220,000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・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-5523
151,200円～
172,800円

花き園芸作業員 筒井園芸有限会社 長野県下伊那郡喬木村６２１５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 090-2343-5199
180,000円～
250,000円

自動車整備士 ロータリー自動車　株
式会社

長野県飯田市上郷飯沼２１２６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-2222
163,000円～
270,000円

塗装検査及び補助作
業

信菱電機株式会社 長野県飯田市久米２９－４ 雇用・労災・健
康・厚生

850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-25-7676
139,655円～
139,655円

運転手（廃棄物収集運
搬）

有限会社　セーブ 長野県飯田市大瀬木２７２０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-25-0530
220,000円～
250,000円

【急募】仮設工事作業
員

有限会社　西山工業 長野県飯田市長野原２８５－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-26-7064
200,000円～
400,000円

現場代理人 飯田工業株式会社 長野県飯田市羽場坂２３５０－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-6346
280,000円～
380,000円

建築設備業 ゆにっとくらしま 長野県飯田市鼎上山１６３９－４ 雇用・労災・健
康・厚生

10,000円～15,000円
雇用期間の定めなし 080-5141-3710

220,000円～
330,000円

現場作業員 飯田建設株式会社 長野県下伊那郡高森町出原３７３－
２

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-2839
220,800円～
369,000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～15,000円
雇用期間の定めなし 0265-25-7966

194,400円～
324,000円

のり面工事作業技術
者

有限会社奥宮工業 長野県飯田市鼎名古熊１４０３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

9,000円～12,000円
雇用期間の定めなし 0265-52-0938

207,000円～
276,000円

ゴルフ場コース管理 株式会社　茶臼山ゴル
フ倶楽部

長野県下伊那郡売木村２６５３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0260-28-2500
200,564円～
249,987円

又は6時30分～15時30分
の間の8時間程度


