
時給 休日 土日祝他 普通自動車運転免許

(1)9時00分～15時00分 週休2制 毎　週

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 850円～850円 20120-  911501 就業場所 営業職の経験あれば尚可

日給 変形（1年単位） 休日 日他

(1)8時00分～17時00分 週休2制 その他

7,000円～13,000円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

正社員以外 161,000円～299,000円 20120-  912001 就業場所

時給 休日 土日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時30分 週休2制 毎　週 ８トン限定中型自動車免許

1,000円～1,000円 中型自動車免許

TEL

雇用期間の定めなし

正社員 169,600円～169,600円 20120-  913301 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

(1)8時30分～12時30分 週休2制 その他 介護福祉士

(2)13時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 968円～1,104円 20120-  914601 就業場所 介護業務経験あれば尚可

月給 変形（1ヶ月単位） 休日 日他

週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めなし

正社員 270,000円～500,000円 20120-  910201 就業場所

月給 休日 他

(1)8時00分～17時00分 週休2制 その他

(2)8時30分～17時30分

TEL

雇用期間の定めなし

正社員 227,200円～300,000円 20120-  908101 就業場所 施設看護実務経験

月給 休日 日他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時30分 週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めなし

正社員 190,000円～210,000円 20120-  909401 就業場所

時給 交替制あり 休日 日祝他

(1)14時00分～18時00分 週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 922円～922円 20120-  906601 就業場所

時給 交替制あり 休日 日祝他

(1)14時00分～18時00分 週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 1,012円～1,012円 20120-  907901 就業場所

月給 変形（1年単位） 休日 日他 普通自動車運転免許

(1)8時00分～17時00分 週休2制 その他 １級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

TEL

雇用期間の定めなし

正社員 190,000円～350,000円 20120-  905301 就業場所

時給 交替制あり 休日 木他

(1)9時00分～18時00分 週休2制 その他 理容師

(2)10時00分～19時00分 美容師

TEL

雇用期間の定めなし

パート労働者 848円～1,000円 20020- 7468901 就業場所

月給 交替制あり 休日 木他

週休2制 その他

美容師

TEL 理容師

雇用期間の定めなし

正社員 165,000円～300,000円 20020- 7478401 就業場所

時給 休日 土日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時00分 週休2制 毎　週

1,000円～1,000円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

正社員以外 150,000円～150,000円 20070- 3275901 就業場所

月給 休日 土日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時00分 週休2制 毎　週 二級自動車整備士

TEL

雇用期間の定めなし

正社員 158,500円～316,500円 20070- 3276101 就業場所 自動車整備業務

車両系建設機械の操作な
ど建設系の資格、土木工
事現場の経験等

フォークリフト運転技能
あれば尚可※求人条件特
記事項参照

身体介護可能な資格あれ
ば望ましいが無資格も可

準中型自動車免許以上
（大型自動車免許取得可
能な方）

看護師・准看護師いずれ
かの資格があれば可

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

保育士、幼稚園教諭免許
（専修・1種・2種）、小
学校教諭免許（専修・1
種・2種）のうち何れか
の免許・資格があること

土木施工管理技士資格、
キャド図面、現場代理人
及び施工管理の経験

普通自動車運転免許あれ
ば尚可

加入保険 休日
必要な免許資格

経験等

自動車損害保険代理店での業
務

長野県自家用自動
車協会　池田支部

長野県北安曇郡池田町１丁目４
１３１　相澤ビル

雇用・労災

不問

その他の場合

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

雇用・労災・
健康・厚生

不問

その他の場合

月額換算額

0261-82-2706 日曜日、原則第２第４土曜
日、ＧＷ、お盆、年末年始

従業員数

0261-62-2460 １２／３０～１／３（夏期
休暇はお盆期間以外でご相
談ください）従業員数 1人

長野県北安曇郡池田町

6人

長野県北安曇郡小谷村

集荷・加工作業員 北糧商事　株式会
社

長野県大町市大町２９３７

一般土木作業 有限会社　細野工
務店

長野県北安曇郡小谷村大字中土
４０５１

雇用・労災・
健康・厚生

不問

その他の場合

0261-22-6764 １ヶ月毎の勤務計画による
変則勤務。土日祝・年末年
始に勤務あり。有給休暇は
規定による

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生

45歳
以下 その他の場合

月額換算額

0261-22-1620 会社カレンダーあり
年末年始、お盆

従業員数 1人

長野県大町市

19人

長野県大町市

トラック運転手【トライアル
雇用併用求人】

株式会社　まるげ
ん

長野県大町市平１０４０－２６
２

介護員（ひだまりの家） 北アルプス広域連
合

長野県大町市大町１０５８番地
３３北アルプス市町村会館内

雇用・労災・
健康・厚生・
財形64歳

以下 その他の場合

0261-23-0722 年間カレンダーによる

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生・
財形59歳

以下 その他の場合

0261-23-5580 日曜日以外の休日は相談で
決定。土曜日は基本隔週休
だが繁閑により変動あり。
年末年始、お盆

従業員数 20人
又は5時00分～15時00分の間
の8時間長野県大町市

48人

長野県大町市

介護支援専門員 特定非営利活動法
人　染めもの屋

長野県北安曇郡池田町大字池田
３２２－１

正職員■指定介護老人福祉施
設看護員（看護師又は准看護
師）

社会福祉法人　周
厚会

長野県大町市平１９５５番地９
７１

労災

不問

その他の場合

0261-22-0420 シフト制。
勤務時間数は、月～土のう
ち１日４時間以内、週２０
時間以内

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生

59歳
以下 その他の場合

0261-62-0880 相談の上決定

従業員数 26人

長野県北安曇郡池田町

2人
又は8時00分～18時00分の間
の4時間程度長野県大町市

児童クラブ支援員（時間額）
◆代替要員

大町市役所 長野県大町市大町３８８７

児童クラブ補助員（時間額）
◆代替要員

大町市役所 長野県大町市大町３８８７

雇用・労災・
健康・厚生

64歳
以下 その他の場合

0261-82-2706 日曜日、原則第２第４土曜
日、ＧＷ、お盆、年末年
始、他当社休日カレンダー
による

従業員数

労災

不問

その他の場合

0261-22-0420 シフト制。
勤務時間数は、月～土のう
ち１日４時間以内、週２０
時間以内

従業員数 2人
又は8時00分～18時00分の間
の4時間程度長野県大町市

6人

理美容スタッフ（北安曇） 有限会社　四季 長野県松本市梓川倭２６５９－
１

現場代理人 有限会社　細野工
務店

長野県北安曇郡小谷村大字中土
４０５１

雇用・労災・
健康・厚生

不問

その他の場合

0263-78-1030 ※就業時間・休日は相談に
応じます。　　

従業員数

雇用・労災

不問

その他の場合

0263-78-1030

従業員数 3人

長野県北安曇郡松川村

3人
又は9時00分～19時00分の間
の8時間程度長野県北安曇郡松川村

自動車の納車整備・配送 株式会社　ジェイ
エイオート長野

長野県長野市小島田町字紙屋沖
１９２０番地

理・美容スタッフ（松川）
【急募】【Ｕ・Ｉターン併用
求人】

有限会社　四季 長野県松本市梓川倭２６５９－
１

雇用・労災・
健康・厚生

不問

その他の場合

月額換算額

026-284-4865 年末年始・お盆休暇

従業員数 13人

長野県大町市

13人

長野県大町市

自動車整備士 株式会社　ジェイ
エイオート長野

長野県長野市小島田町字紙屋沖
１９２０番地

雇用・労災・
健康・厚生

59歳
以下 その他の場合

026-284-4865 シフト制

従業員数

℡ 0261-22-0340 

  ハローワーク大町 

  大町市大町2715-4 

◎ 詳しい内容などについて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。 

◎ パート労働者以外で、賃金形態が時給・日給の場合の「賃金額」は、月平均の勤務日数により月額換算した金額で表示していますので実際の勤務状況により異なります。 

◎ 労働時間や勤務日数によっては、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。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、ここに掲載してあっても決定済となっている場合があります。その際はご了承ください。 

  また、求人内容が変更されている場合がありますので、最新の求人内容をハローワークでご確認ください。 

◎ 掲載されている求人の多くは、詳細な内容を「ハローワークインターネットサービス」でご覧いただけます。 
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この求人情報は、概ね１週間に新規で受理した求人を掲載しています。 

次回の発行は6月5日（金）の予定です。 
  

◎ 面接には、ハローワークの『 紹介状 』が必要です。紹介状の発行には事前の求職登録が必要となります。 

   詳しくはハローワークの紹介窓口までお問合せください。 
  

 

☆ 【大北地域の求人情報】 
   

   ◆ 北アルプス広域連合（http://www.kita-alps.omachi.nagano.jp) （大北地域のみ２週分掲載） 

   

  ◆ 大町市役所（http://www.city.omachi.nagano.jp) 「おすすめからさがす」→「求人情報」 

      （大北地域及び安曇野市分掲載）の各ホームページで、ＰＤＦ形式により掲載しています。 

  

  ◆ 小谷村役場（http://www.vill.otari.nagano.jp) 「暮らしの情報」→「お知らせ」→「求人情報」 （大北地域のみ掲載） 

 

【公共職業訓練（３カ月コース）のご案内】 
 

◎パソコン基礎科 
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ 

１級～３級の取得を目指します。 
  

 

・訓練期間 ８月７日（金）～１１月６日（金） 

・訓練施設 大北高等職業訓練校（大町市） 

・受講料     無料（教科書代等は自己負担） 

・募集締切 ７月２０日（月） 
７月１７日（金）までにハローワークにご相談ください 

  

 

※ハローワークへの求職登録、受講申込書の提出、入

校選考等がございますので、詳しくはハローワークの

紹介窓口までお問合せください。 

週刊求人情報をご覧の皆様へ 
  

   日頃から、ハローワークをご利用いただき、ありがとうございます。 

 ご希望の条件に見合う、または気になる求人募集は見つかりましたか。 

 応募にあたっては、事業所や求人内容を知ること、ご自身の強み・弱みを整理し募集内容に合わせた 

アピールポイントを明確にする等、周到な準備は必要不可欠となります。 

 職業相談窓口では、ご自身のご希望等をお聞きしながら、全国のハローワークで保有している 

最新の求人情報の提供の他、 

  ① 事業所情報、求人への応募状況の提供、② 事業所への求人条件に係る確認、 

  ③ 応募連絡、紹介状の交付、④ 応募書類（履歴書・職務経歴書、添え状等）の作成支援、 

  ⑤ 面接に関するアドバイス等を実施しております。 

  

   応募したいと考える求人募集が見つからない、ご自身で応募はしているものの中々採用に 

至らないという方は、一度ハローワークの窓口で相談してみませんか。 
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