
年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

  　　　　　　　（上田公共職業安定所）

　　　　　　　　℡　0268-23-8609
◎ 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。

◎ 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さい。

  発行日：6月14日

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
18歳以上

省令２号
（従業員数 16人 ）

正社員以外 13040-78127091 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

18歳以上

省令２号
（従業員数 14人 ）

正社員以外 13040-78130491 就業場所 長野県上田市

不問 (1)16時00分～18時30分

年齢不問
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20040- 6464191 就業場所 長野県上田市
薬剤師

不問

年齢不問
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20040- 6470291 就業場所 長野県上田市
薬剤師

不問 (1) 9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

年齢不問
（従業員数 8人 ）

正社員 20040- 6471591 就業場所 長野県上田市
交替制あり 看護師

59歳以下 (1) 8時30分～18時15分
(2) 8時30分～12時15分

省令１号
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20040- 6437791 就業場所 長野県上田市
准看護師

59歳以下 (1) 8時30分～18時15分 看護師
(2) 8時30分～12時15分

省令１号
（従業員数 8人 ）

正社員 20040- 6439291 就業場所 長野県上田市
フレックス 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時10分～17時10分

省令１号
（従業員数 151人 ）

正社員 20040- 6449191 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時10分～17時10分

省令１号
（従業員数 19人 ）

正社員 20040- 6368591 就業場所 長野県上田市
産業カウンセラー

不問 (1)11時00分～18時00分 保育士
(2)10時00分～17時00分 看護師

年齢不問
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20040- 6371991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 准看護師
普通自動車免許ＡＴ

年齢不問
（従業員数 15人 ）

正社員 20040- 6376591 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 准看護師
普通自動車免許ＡＴ

年齢不問
（従業員数 15人 ）

正社員 20040- 6377191 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 看護師

年齢不問
（従業員数 15人 ）

正社員 20040- 6378091 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～12時30分 看護師
(2)12時30分～16時30分 准看護師

年齢不問 (3) 8時30分～17時00分
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20040- 6381891 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～12時30分 看護師
(2)12時30分～16時30分 准看護師

年齢不問 (3) 8時30分～17時00分
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20040- 6382291 就業場所 長野県上田市
特定曜日のみ(2)(3) 歯科衛生士

59歳以下 (1) 9時00分～19時00分
(2) 9時00分～18時00分

省令１号
（従業員数 5人 ）

正社員 20040- 6383591 就業場所 長野県上田市
特定曜日のみ(2)(3) 柔道整復師

不問 (1) 9時00分～19時00分 整体師
(2) 9時00分～13時00分

年齢不問 (3) 9時00分～18時00分
（従業員数 0人 ）

正社員 20040- 6390291 就業場所 長野県東御市

店舗管理・運営（店長候
補）／上田中央店

株式会社　コシダカ 東京都港区浜松町２丁目４－１　世界貿
易センタービル２３階

雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～495,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 9時00分～ 8時59

分の間の8時間程度
店舗管理・運営（店長候
補）／上田秋和店

株式会社　コシダカ 東京都港区浜松町２丁目４－１　世界貿
易センタービル２３階

雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～495,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 9時00分～ 4時00

分の間の8時間程度
保育・保育補助 いずみ幼稚園 長野県上田市真田町長７０４２ 労災

900円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

薬剤師 株式会社　わかば　「わ
かば薬局」

長野県上田市上田１２２５－２ 労災

2,000円～2,400円雇用期間の定めなし
又は 9時00分～19時00
分の間の3時間以上

薬剤師 株式会社　わかば　「わ
かば薬局」

長野県上田市上田１２２５－２ 雇用・労災・健
康・厚生

280,000円～400,000円雇用期間の定めなし

正看護師≪急募≫ 医療法人　半田循環器
科内科医院

長野県上田市中之条４１６－３ 労災

1,550円～1,700円雇用期間の定めなし

看護師（正・准）≪急募
≫

医療法人　半田循環器
科内科医院

長野県上田市中之条４１６－３ 雇用・労災・健
康・厚生

215,000円～230,000円雇用期間の定めなし

電気技術職（回路設計、
ＰＬＣプログラム作成等）

株式会社　三葉製作所 長野県上田市中央東５－１４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

223,000円～323,000円雇用期間の定めなし

加工プログラミング 株式会社　トミック 長野県上田市富士山２５１１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～265,000円雇用期間の定めなし

相談員 上田市役所 長野県上田市大手１丁目１１番１６号 公災

1,020円～1,020円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

看護師／リハビリ道場
常田（機能訓練型二部
制デイサービス）

有限会社　ほほ笑み介
護支援センター

長野県上田市小泉１２１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

208,000円～218,000円雇用期間の定めなし

看護師／リハビリ道場
福田（機能訓練型二部
制デイサービス）

有限会社　ほほ笑み介
護支援センター

長野県上田市小泉１２１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

208,000円～218,000円雇用期間の定めなし

看護師／リハビリ道場
福田（機能訓練型二部
制デイサービス）

有限会社　ほほ笑み介
護支援センター

長野県上田市小泉１２１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

240,000円～240,000円雇用期間の定めなし

看護師／リハビリ道場
常田（機能訓練型二部
制デイサービス）

有限会社　ほほ笑み介
護支援センター

長野県上田市小泉１２１－５ 雇用・労災

1,200円～1,450円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

看護師／リハビリ道場
福田（機能訓練型二部
制デイサービス）

有限会社　ほほ笑み介
護支援センター

長野県上田市小泉１２１－５ 雇用・労災

1,200円～1,450円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

歯科衛生士 滝之入歯科医院 長野県上田市長瀬２８７７－５ 雇用・労災・健
康

200,000円～220,000円雇用期間の定めなし

柔道整復師による施術 なごみ整骨院 長野県東御市田中５２－１ 雇用・労災

160,000円～200,000円雇用期間の定めなし
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◎ 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。
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変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 ホームヘルパー２級

年齢不問
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20040- 6396991 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～13時00分
(2)13時00分～17時00分

年齢不問 (3) 8時00分～16時00分
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20040- 6397491 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時10分～16時55分

省令３号のイ
（従業員数 213人 ）

正社員 20040- 6406191 就業場所 長野県上田市
フレックス 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分
(2) 7時00分～19時00分

省令１号 (3)10時00分～15時00分
（従業員数 49人 ）

正社員 20040- 6411791 就業場所 長野県上田市
フレックス Ｃ言語認定３級

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 7時00分～19時00分

省令１号 (3)10時00分～15時00分
（従業員数 49人 ）

正社員 20040- 6412891 就業場所 長野県上田市
フレックス 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分
(2) 7時00分～19時00分

省令１号 (3)10時00分～15時00分
（従業員数 49人 ）

正社員 20040- 6413291 就業場所 長野県上田市
フレックス 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分
(2) 7時00分～19時00分

省令１号 (3)10時00分～15時00分
（従業員数 49人 ）

正社員 20040- 6414591 就業場所 長野県上田市
フレックス 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分
(2) 7時00分～19時00分

省令１号 (3)10時00分～15時00分
（従業員数 49人 ）

正社員 20040- 6415191 就業場所 長野県上田市
特定曜日のみ(2)(3) 精神保健福祉士

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分

省令１号
（従業員数 90人 ）

正社員 20040- 6418691 就業場所 長野県上田市
特定曜日のみ(2)(3)

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分

省令１号 (3) 7時00分～16時00分
（従業員数 90人 ）

正社員 20040- 6419991 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位） 看護師

18歳～59 (1) 8時30分～17時30分 准看護師
(2)17時00分～ 9時00分

省令１号
（従業員数 90人 ）

正社員 20040- 6421291 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1) 9時00分～15時00分

省令１号
（従業員数 90人 ）

パート労働者 20040- 6422591 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～16時00分

年齢不問
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20040- 6426691 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

65歳以下 (1) 8時20分～17時00分

省令１号
（従業員数 17人 ）

正社員 20040- 6335191 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 その他社会福祉専門職

省令１号
（従業員数 3人 ）

正社員 20040- 6343191 就業場所 長野県上田市
精神保健福祉士

59歳以下 (1) 8時10分～17時10分 普通自動車免許一種

省令１号
（従業員数 230人 ）

正社員 20040- 6351191 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金
作業療法士

59歳以下 (1) 8時10分～17時10分 普通自動車免許一種

省令１号
（従業員数 260人 ）

正社員 20040- 6352091 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金

生活介護の支援員（Ｎａ
２）

特定非営利活動法人　
想

長野県上田市本郷７８７－３ 労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし
又は 8時00分～18時00
分の間の5時間以上

就労継続Ｂ型支援員・オ
レンジ

特定非営利活動法人　
想

長野県上田市本郷７８７－３ 労災

850円～1,000円雇用期間の定めなし

研究開発職 東京特殊電線　株式会
社

長野県上田市大屋３００番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

189,800円～230,000円雇用期間の定めなし

アナログ電子回路設計 マリモ電子工業　株式会
社

長野県上田市諏訪形１０７１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～320,000円雇用期間の定めなし

ＰＣアプリケーションソフ
トウェア設計

マリモ電子工業　株式会
社

長野県上田市諏訪形１０７１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～320,000円雇用期間の定めなし

デジタル電子回路設計 マリモ電子工業　株式会
社

長野県上田市諏訪形１０７１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～320,000円雇用期間の定めなし

組込みソフトウエア設計 マリモ電子工業　株式会
社

長野県上田市諏訪形１０７１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～320,000円雇用期間の定めなし

ＦＰＧＡ内部回路設計 マリモ電子工業　株式会
社

長野県上田市諏訪形１０７１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～320,000円雇用期間の定めなし

精神保健福祉士 医療法人　清泰会　「メ
ンタルサポート　そよか
ぜ病院」

長野県上田市塩川３０５７番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

204,000円～216,000円雇用期間の定めなし

看護補助 医療法人　清泰会　「メ
ンタルサポート　そよか
ぜ病院」

長野県上田市塩川３０５７番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

146,000円～156,000円雇用期間の定めなし

看護師（正・准） 医療法人　清泰会　「メ
ンタルサポート　そよか
ぜ病院」

長野県上田市塩川３０５７番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

189,000円～256,000円雇用期間の定めなし

看護補助 医療法人　清泰会　「メ
ンタルサポート　そよか
ぜ病院」

長野県上田市塩川３０５７番地１ 労災

1,000円～1,200円雇用期間の定めなし
又は 8時30分～17時30
分の間の4時間以上

送迎及び生活支援 社会福祉法人　まるこ福
祉会

長野県上田市長瀬２８８５－３ 雇用・労災

850円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

機械加工オペレータ（経
験者）

株式会社　下村鉄工所 長野県上田市塩川７１２－４ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～260,000円雇用期間の定めなし

サービス管理責任者 合同会社　ぷらす　ＰＬＵ
Ｓ２

長野県上田市中央１丁目７番１６号　まる
げんビル２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～200,000円雇用期間の定めなし

精神保健福祉士 医療法人　友愛会　千
曲荘病院

長野県上田市中央東４－６１ 雇用・労災・健
康・厚生

193,400円～223,400円雇用期間の定めなし

作業療法士 医療法人　友愛会　千
曲荘病院

長野県上田市中央東４－６１ 雇用・労災・健
康・厚生

193,400円～250,000円雇用期間の定めなし
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◎ 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さい。

  発行日：6月14日

不問

年齢不問
（従業員数 230人 ）

パート労働者 20040- 6353391 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

18歳～64 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種
(2) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

省令１号 (3)10時00分～19時00分
（従業員数 10人 ）

正社員 20040- 6360091 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
あんま・マッサージ

不問

年齢不問
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20020-10112991 就業場所 長野県上田市
あんま・マッサージ

不問 (1) 9時00分～18時00分

年齢不問
（従業員数 1人 ）

正社員 20020-10115891 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 9時00分～18時00分

省令１号
（従業員数 0人 ）

正社員 15010-22647691 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

正社員以外 15010-22648991 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 9時00分～18時00分

省令１号
（従業員数 0人 ）

正社員 15010-22649491 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

正社員以外 15010-22650291 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 9時30分～18時30分

省令１号
（従業員数 3人 ）

正社員 20010-12643291 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金
高等学校教諭免許

不問 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

年齢不問
（従業員数 25人 ）

正社員以外 20040- 6237591 就業場所 長野県上田市
保育士

不問 (1) 9時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時30分～16時30分

年齢不問
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20040- 6241491 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 7時40分～16時40分 普通自動車免許ＡＴ
その他の語学検定

省令１号
（従業員数 486人 ）

正社員 20040- 6249691 就業場所 長野県東御市 厚生年金基金
司書

不問

年齢不問
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20040- 6266691 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

省令１号
（従業員数 85人 ）

正社員 20040- 6280091 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
特定曜日のみ(2)(3) 歯科衛生士

59歳以下 (1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～17時45分

省令１号
（従業員数 10人 ）

正社員 20040- 6294891 就業場所 長野県東御市
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 9時00分～17時50分

省令３号のイ
（従業員数 37人 ）

正社員 20040- 6296591 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 9時00分～17時50分

省令３号のイ
（従業員数 37人 ）

正社員 20040- 6297191 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金

看護補助 医療法人　友愛会　千
曲荘病院

長野県上田市中央東４－６１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

850円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 8時30分～19時00

分の間の6時間程度
介護スタッフ／グループ
ホーム北大手

医療法人　健救会　柳
澤病院

長野県上田市中央西１－２－１０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～195,000円雇用期間の定めなし

訪問マッサージ（上田） 一般社団法人　Ｐｅａｃｅ　
ｏｆ　Ｍｉｎｄ

長野県松本市南原２－５－３ 雇用・労災

1,300円～1,300円雇用期間の定めなし
又は 9時00分～18時00
分の間の5時間程度

訪問マッサージ（上田） 一般社団法人　Ｐｅａｃｅ　
ｏｆ　Ｍｉｎｄ

長野県松本市南原２－５－３ 雇用・労災・健
康・厚生

265,000円～310,000円雇用期間の定めなし

住宅営業（長野県上田
市）

株式会社　ステーツ（イ
シカワグループ）

新潟市江南区東早通１－１－４０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

215,000円～240,000円雇用期間の定めなし

住宅営業（長野県上田
市／契約社員）

株式会社　ステーツ（イ
シカワグループ）

新潟市江南区東早通１－１－４０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

215,000円～240,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

住宅施工管理（長野県
上田市）

株式会社　ステーツ（イ
シカワグループ）

新潟市江南区東早通１－１－４０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

215,000円～240,000円雇用期間の定めなし

住宅施工管理（長野県
上田市／契約社員）

株式会社　ステーツ（イ
シカワグループ）

新潟市江南区東早通１－１－４０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

215,000円～240,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

報道カメラマン（男女）
（上田市）

株式会社　マウント 長野県長野市大字栗田３１４－３　Ｋ２ビ
ル

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～350,000円雇用期間の定めなし

高等学校教員（国語）
【急募】

学校法人　上田煌桜学
園

長野県上田市手塚１０６５ 雇用・労災・健
康・厚生

204,500円～277,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

子育て支援／保育士 上田市役所 長野県上田市大手１丁目１１番１６号 雇用・労災・健
康・厚生

970円～970円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

法務事務（社内・社外向
け）

日信工業　株式会社 長野県東御市加沢８０１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～300,000円雇用期間の定めなし

一般事務及び図書館事
務（上田情報ライブラ
リー）【急募】

上田市教育委員会 長野県上田市天神１丁目８－１
　上田駅前ビルパレオ５階

雇用・労災・健
康・厚生

860円～860円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 9時15分～20時45

分の間の8時間程度
経営企画・情報システム
／正社員

株式会社　シーティーエ
ス

長野県上田市古里１１５番地 雇用・労災・健
康・厚生

251,000円～319,000円雇用期間の定めなし

歯科衛生士 医療法人　文正会　小
林歯科医院

長野県東御市常田６５０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～220,000円雇用期間の定めなし

機械設計 株式会社　ジェー．
ピー．イー．

長野県上田市富士山鴻之巣２３２９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～230,000円雇用期間の定めなし

制御設計 株式会社　ジェー．
ピー．イー．

長野県上田市富士山鴻之巣２３２９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～230,000円雇用期間の定めなし



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

  　　　　　　　（上田公共職業安定所）

　　　　　　　　℡　0268-23-8609
◎ 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。

◎ 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さい。

  発行日：6月14日

交替制あり
18歳～59 (1) 8時30分～18時00分

(2)17時00分～ 9時00分
省令１号 (3) 7時00分～16時30分

（従業員数 148人 ）
正社員 20040- 6303691 就業場所 長野県上田市

介護職員／チェリーガー
デン

医療法人　光仁会 長野県上田市保野７１０ 雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～175,000円雇用期間の定めなし


