
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：8月23日

看護師
不問 (1) 9時00分～12時30分

(2)14時00分～18時00分
年齢不問

（従業員数 8人 ）
パート労働者 20040- 8828291 就業場所 長野県東御市

診療放射線技師
59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種

(2) 8時30分～12時30分
省令１号

（従業員数 60人 ）
正社員 20040- 8832991 就業場所 長野県上田市

管理栄養士
59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種

(2) 8時30分～12時30分
省令１号

（従業員数 60人 ）
正社員 20040- 8833491 就業場所 長野県上田市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 (1) 8時30分～17時15分

(2)11時45分～20時30分
省令２号 (3) 7時15分～16時00分

（従業員数 46人 ）
正社員以外 20040- 8838191 就業場所 長野県上田市

看護師
不問 (1) 8時45分～18時30分 准看護師

(2) 8時45分～12時30分
年齢不問 (3) 8時00分～12時30分

（従業員数 11人 ）
パート労働者 20040- 8843891 就業場所 長野県上田市

看護師
不問 (1)12時30分～14時00分 准看護師

年齢不問
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20040- 8844291 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～17時00分

年齢不問
（従業員数 7人 ）

正社員 20040- 8796891 就業場所 長野県上田市
保健師

不問 (1) 9時00分～16時00分

年齢不問
（従業員数 85人 ）

パート労働者 20040- 8802291 就業場所 長野県上田市
交替制あり 介護支援専門員

不問 (1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3)10時30分～19時30分
（従業員数 15人 ）

正社員 20040- 8781191 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時15分 保健師
介護支援専門員

年齢不問
（従業員数 5人 ）

正社員 20040- 8786491 就業場所 長野県上田市
看護師

59歳以下 (1) 8時00分～13時00分 准看護師

省令１号
（従業員数 12人 ）

正社員 20040- 8789291 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～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問
（従業員数 27人 ）

正社員以外 20040- 8794491 就業場所 長野県東御市
交替制あり 普通自動車免許一種

18歳～59 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 7時00分～16時00分

省令１号 (3)12時00分～21時00分
（従業員数 27人 ）

正社員 20040- 8795791 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 社会福祉士

省令１号
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20110- 4402691 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分 社会福祉士

年齢不問
（従業員数 9人 ）

正社員 20110- 4403991 就業場所 長野県上田市

不問

年齢不問
（従業員数 16人 ）

パート労働者 23010-31790191 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
(2) 7時30分～16時30分 准看護師

年齢不問
（従業員数 252人 ）

パート労働者 20040- 8765191 就業場所 長野県上田市

正看護師 医療法人　ささき医院 長野県東御市本海野１６７３－１ 雇用・労災

1,400円～1,500円雇用期間の定めなし

診療放射線技師《急募》 東信医療生活協同組合 長野県上田市上塩尻３９３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

196,600円～311,400円雇用期間の定めなし

管理栄養士 東信医療生活協同組合 長野県上田市上塩尻３９３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

195,100円～308,100円雇用期間の定めなし

生活支援員 社会福祉法人　かりが
ね福祉会

長野県上田市真田町長６４３０－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～200,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

看護師／期間限定＜急
募＞

医療法人　貴誠堂　「大
久保医院」

長野県上田市生田５０４６ 労災

2,000円～2,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

正看護師または准看護
師／期間限定アルバイ
ト

医療法人　貴誠堂　「大
久保医院」

長野県上田市生田５０４６ 労災

2,000円～2,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

機械設計業務（ＣＡＤ設
計）

株式会社　エーイーエム 長野県上田市上野１１００－４４ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～350,000円雇用期間の定めなし

保健師／健康推進課 上田市役所 長野県上田市大手１丁目１１番１６号 雇用・公災・健
康・厚生

1,530円～1,530円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

株式会社　シックスセン
ス

長野県上田市長瀬１７２４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

203,000円～273,000円雇用期間の定めなし

相談員／川西地域包括
支援センター

社会福祉法人　上田し
いのみ会

長野県上田市下室賀２８２６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

174,000円～224,000円雇用期間の定めなし

看護師・准看護師 医療法人　こさとクリニッ
ク

長野県上田市古里１９２６－１７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

210,000円～290,000円雇用期間の定めなし
又は 7時30分～19時00
分の間の8時間以上

支援員 社会福祉法人　ちいさが
た福祉会　障害福祉
サービス事業所　　　ナ
ナーラ

長野県東御市祢津３５１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

141,212円～141,212円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

支援員（正職） 社会福祉法人　ちいさが
た福祉会　障害福祉
サービス事業所　　　ナ
ナーラ

長野県東御市祢津３５１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～170,000円雇用期間の定めなし

生活相談員・インストラ
クター（ジョイリハながの
上田原）

相馬商事　株式会社 長野県佐久市野沢１ 雇用・労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし
又は 8時30分～17時30
分の間の6時間以上

生活相談員・インストラ
クター（ジョイリハながの
上田原）

相馬商事　株式会社 長野県佐久市野沢１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

167,000円～251,000円雇用期間の定めなし

塾講師【上田駅前校】 ＣＫＣネットワーク　株式
会社

愛知県名古屋市名東区一社４丁目１６５
番　４Ｆ

労災

900円～1,466円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は14時00分～21時50

分の間の1時間以上
看護職員（正・准） 社会福祉法人　恵仁福

祉協会　「高齢者総合福
祉施設　アザレアンさな
だ」

長野県上田市真田町長７１４１－１ 雇用・労災・財
形

1,100円～1,400円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 8時30分～17時30

分の間の5時間程度
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ホームヘルパー２級
不問 (1) 7時00分～ 9時00分 介護職員初任者研修

(2)18時00分～20時00分 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問

（従業員数 21人 ）
パート労働者 20040- 8768691 就業場所 長野県上田市

変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員
62歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

省令１号
（従業員数 8人 ）

正社員 20040- 8770891 就業場所 長野県上田市
交替制あり ホームヘルパー２級

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 介護福祉士
(2) 7時00分～16時00分

省令１号 (3)10時30分～19時30分
（従業員数 84人 ）

正社員 20040- 8775391 就業場所 長野県上田市
準中型一種（５トン限

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許
中型一種（８ｔ限定）

省令３号のイ
（従業員数 8人 ）

正社員 20040- 8650191 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 7時30分～17時30分

省令１号
（従業員数 20人 ）

正社員 20040- 8654991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8733691 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8734991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8735491 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時10分～17時00分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8737891 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

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8742991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～18時00分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8743491 就業場所 長野県上田市

不問

年齢不問
（従業員数 16人 ）

パート労働者 23010-31185791 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00分～17時00分 管工事施工技士２級
電気工事施工管理２級

省令１号
（従業員数 7人 ）

正社員 20040- 8641591 就業場所 長野県上田市
小学校教諭免許

不問 (1) 9時00分～12時00分 保育士
幼稚園教諭免許

年齢不問
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20040- 8584791 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) 8時15分～17時00分

省令１号
（従業員数 63人 ）

正社員 20040- 8594291 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

44歳以下 (1) 8時15分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 63人 ）

正社員 20040- 8595591 就業場所 長野県上田市
介護支援専門員

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号
（従業員数 8人 ）

正社員 20040- 8603391 就業場所 長野県上田市

登録ヘルパー 社会福祉法人　恵仁福
祉協会　「高齢者総合福
祉施設　アザレアンさな
だ」

長野県上田市真田町長７１４１－１ 労災

900円～1,530円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 7時00分～20時00

分の間の2時間程度
ケアマネージャー 社会福祉法人　恵仁福

祉協会　「高齢者総合福
祉施設　アザレアンさな
だ」

長野県上田市真田町長７１４１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

206,632円～246,120円雇用期間の定めなし

介護員／ほのぼの 医療法人　慈修会 長野県上田市住吉３２２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,500円～215,500円雇用期間の定めなし

住宅リフォーム現場管理 太陽リビング　株式会社 長野県東御市常田４４４－２７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～350,000円雇用期間の定めなし

現場監督責任者 株式会社　野村屋 長野県上田市小泉７６３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～300,000円雇用期間の定めなし

（紹介予定派遣）機械設
計／　　上田市

株式会社　ヒューマンイ
ンデックス

長野県上田市常田２－１３－４ 雇用・労災・健
康・厚生

168,000円～176,400円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

（紹介予定派遣）機械設
計／上田市

株式会社　ヒューマンイ
ンデックス

長野県上田市常田２－１３－４ 雇用・労災・健
康・厚生

168,000円～168,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

（紹介予定派遣）機械設
計／　上田市

株式会社　ヒューマンイ
ンデックス

長野県上田市常田２－１３－４ 雇用・労災・健
康・厚生

191,520円～218,400円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

（紹介予定派遣）機械設
計

株式会社　ヒューマンイ
ンデックス

長野県上田市常田２－１３－４ 雇用・労災・健
康・厚生

178,080円～178,080円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

（紹介予定派遣）電機設
計又は機械設計／上田
市

株式会社　ヒューマンイ
ンデックス

長野県上田市常田２－１３－４ 雇用・労災・健
康・厚生

197,316円～197,316円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

（紹介予定派遣）ソフト
ウェアテスト、検証業務

株式会社　ヒューマンイ
ンデックス

長野県上田市常田２－１３－４ 雇用・労災・健
康・厚生

168,000円～201,600円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

塾講師【上田駅前校】 ＣＫＣネットワーク　株式
会社

愛知県名古屋市名東区一社４丁目１６５
番　４Ｆ

労災

900円～1,466円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は14時00分～21時50

分の間の1時間以上
施工管理職（現場代理
人）

東信機工　有限会社 長野県上田市住吉１１－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

300,000円～500,000円雇用期間の定めなし

児童館・児童センター
（パート職員）

社会福祉法人　上田市
社会福祉協議会

長野県上田市中央３－５－１　上田市ふ
れあい福祉センター内

労災

950円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

製造管理職 東京精電　株式会社 長野県上田市蒼久保１２１６番地 雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～300,000円雇用期間の定めなし

技術開発 東京精電　株式会社 長野県上田市蒼久保１２１６番地 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～250,000円雇用期間の定めなし

ケアマネージャー 社会福祉法人　依田窪
福祉会

長野県上田市下武石７７６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～225,000円雇用期間の定めなし
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◎ 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：8月23日

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 7時40分～16時40分

省令１号
（従業員数 486人 ）

正社員 20040- 8606491 就業場所 長野県東御市 厚生年金基金
普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 7時40分～16時40分

省令１号
（従業員数 486人 ）

正社員 20040- 8607791 就業場所 長野県東御市 厚生年金基金
普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 7時40分～16時40分

省令１号
（従業員数 486人 ）

正社員 20040- 8608891 就業場所 長野県東御市 厚生年金基金
看護師

不問 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

年齢不問
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20010-17931091 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のニ
（従業員数 52人 ）

正社員 20020-13885591 就業場所 長野県長野市

不問

年齢不問
（従業員数 1人 ）

パート労働者 11030-28241591 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～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問
（従業員数 79人 ）

正社員 13040- 3053292 就業場所 長野県長野市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問
（従業員数 79人 ）

正社員 13040- 3057392 就業場所 長野県長野市
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 准看護師
看護師

省令１号
（従業員数 174人 ）

正社員 20040- 8530091 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 看護師

省令１号
（従業員数 174人 ）

正社員 20040- 8531391 就業場所 長野県東御市
交替制あり 看護師

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 准看護師
(2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

省令２号 (3)17時00分～ 8時00分
（従業員数 21人 ）

正社員 20040- 8543791 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

18歳～59 (1)15時00分～ 9時00分

省令１号
（従業員数 0人 ）

正社員 20040- 8545291 就業場所 長野県上田市
介護支援専門員

59歳以下 (1) 8時30分～18時00分 普通自動車免許一種

省令１号
（従業員数 148人 ）

正社員 20040- 8554191 就業場所 長野県上田市
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 7人 ）

正社員 20040- 8562191 就業場所 長野県上田市
看護師

不問 准看護師

年齢不問
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20040- 8570191 就業場所 長野県上田市
看護師

59歳以下 (1) 8時30分～18時00分 准看護師

省令１号
（従業員数 15人 ）

正社員 20040- 8571091 就業場所 長野県上田市

生産技術（プログラミン
グ）

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

生産技術（ＰＬＣ） 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

生産技術（機械設計） 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

看護スタッフ（上田市） 株式会社　グレート長野 長野市高田４１３ 雇用・労災・健
康・厚生

222,560円～248,240円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

新築住宅・リフォーム工
事の施工管理・メンテ
（長野・上田）

甲信アルプスホーム　株
式会社

長野県松本市笹部１－３－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

206,000円～271,000円雇用期間の定めなし

子ども英会話講師［上田
市／上田西教室］

イッティージャパンイース
ト株式会社

埼玉県さいたま市大宮区下町１丁目５０
番地

雇用・労災・健
康・厚生

1,400円～2,500円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は14時00分～22時00

分の間の3時間以上
総合職（土木技術者）／
長野市、松本市、上田
市

株式会社メイジン　東京
支店

東京都港区芝４－４－１０　サンライズ長
井ビル３Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

236,240円～440,640円雇用期間の定めなし

総合職（空調衛生設備
技術者）／長野市、松本
市、上田市

株式会社メイジン　東京
支店

東京都港区芝４－４－１０　サンライズ長
井ビル３Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

236,240円～440,640円雇用期間の定めなし

正看護師・准看護師／
東御市

医療法人　緑風会 長野県東御市祢津３４３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～300,000円雇用期間の定めなし

正看護師／東御市 医療法人　緑風会 長野県東御市祢津３４３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～350,000円雇用期間の定めなし

看護師（正または准） ＮＰＯ法人　住まいとリ
ハビリ

長野県上田市常磐城３－９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～300,000円雇用期間の定めなし

共同生活援助（グループ
ホーム）の支援員

特定非営利活動法人　
想

長野県上田市本郷７８７－３ 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～205,000円雇用期間の定めなし

介護支援専門員（ケアマ
ネ－ジャー）

医療法人　光仁会 長野県上田市保野７１０ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～250,000円雇用期間の定めなし

広告デザイナー（上田本
社）

株式会社　マキノ 長野県上田市中之条１２６８－５１ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～190,000円雇用期間の定めなし

看護師または准看護師 下田眼科 長野県上田市常田１－１０－７８ 労災

1,200円～1,500円雇用期間の定めなし
又は 8時30分～18時00
分の間の6時間程度

看護師または准看護師 下田眼科 長野県上田市常田１－１０－７８ 雇用・労災・健
康・厚生

205,000円～280,000円雇用期間の定めなし


