
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：11月15日

看護師
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 20010-24765991 就業場所 長野県上田市
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 20010-24775791 就業場所 長野県上田市
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 0人 ）

有期派遣パート 20010-24780691 就業場所 長野県上田市
看護師

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 准看護師
(2) 9時30分～18時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

省令１号
（従業員数 17人 ）

正社員 20040-11757891 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

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 20040-11759591 就業場所 長野県東御市 厚生年金基金
普通自動車免許（ＡＴ限定）

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 20040-11760391 就業場所 長野県東御市 厚生年金基金
普通自動車免許（ＡＴ限定）

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 20040-11761691 就業場所 長野県東御市 厚生年金基金
普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～18時00分

年齢不問
（従業員数 2人 ）

正社員 20040-11762991 就業場所 長野県東御市
歯科技工士

59歳以下 普通自動車免許

省令１号
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20040-11765891 就業場所 長野県上田市
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 20040-11766291 就業場所 長野県東御市
准看護師

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 20040-11767591 就業場所 長野県東御市
交替制あり 普通自動車免許

18歳～59 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(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 20040-11771491 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問
（従業員数 27人 ）

正社員以外 20040-11772791 就業場所 長野県東御市
５トン限定準中型自動車免許

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許
８トン限定中型自動車免許

省令３号のイ
（従業員数 8人 ）

正社員 20040-11783291 就業場所 長野県東御市
ホームヘルパー２級

不問 (1) 9時00分～15時45分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
保育士

年齢不問
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20040-11784591 就業場所 長野県上田市
薬剤師

不問

年齢不問
（従業員数 187人 ）

パート労働者 20040-11797991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号
（従業員数 14人 ）

正社員 20040-11704691 就業場所 長野県東御市

看護職（上田市） 株式会社ツクイスタッフ　
長野支店

長野県長野市南長野末広町１３６１　ナカ
ジマ会館ビル７Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

259,200円～267,840円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

看護職（上田市） 株式会社ツクイスタッフ　
長野支店

長野県長野市南長野末広町１３６１　ナカ
ジマ会館ビル７Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

241,920円～267,840円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

看護職（上田市） 株式会社ツクイスタッフ　
長野支店

長野県長野市南長野末広町１３６１　ナカ
ジマ会館ビル７Ｆ

労災

1,400円～1,550円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

看護師　介護付き有料
ハッピーシニアリビング
上田【急募】

株式会社　アーチ・メ
ディカルサポート

長野県上田市住吉３１１－６ 雇用・労災・健
康・厚生

195,000円～280,000円雇用期間の定めなし

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

大工見習い 槇の木　一級建築士事
務所

長野県東御市祢津９５１－１

200,000円～340,000円雇用期間の定めなし

歯科技工士 株式会社　長野デンタル 長野県上田市諏訪形１２５７－８ 雇用・労災

900円～1,500円雇用期間の定めなし
又は 8時30分～17時30
分の間の4時間程度

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

准看護師 医療法人　ささき医院 長野県東御市本海野１６７３－１ 雇用・労災

1,100円～1,300円雇用期間の定めなし

支援員（正社員） 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・財形

170,000円～170,000円雇用期間の定めなし

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

146,200円～146,200円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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

保育士　兼　生活支援
員（つむぎの家）

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

850円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

薬剤師 医療法人　健静会　上
田病院

長野県上田市中央１丁目３－３ 雇用・労災

1,500円～1,850円雇用期間の定めなし
又は 9時00分～18時00
分の間の4時間程度

農業・栽培管理／本社 株式会社　唐沢農機
サービス　「ビーズクリエ
イト・カラサワファーム」

長野県東御市滋野乙３０１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

203,000円～350,000円雇用期間の定めなし
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59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号
（従業員数 14人 ）

正社員 20040-11707791 就業場所 長野県東御市

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号
（従業員数 14人 ）

正社員 20040-11708891 就業場所 長野県東御市

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号
（従業員数 14人 ）

正社員 20040-11710091 就業場所 長野県東御市

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号
（従業員数 14人 ）

正社員 20040-11712691 就業場所 長野県東御市

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号
（従業員数 14人 ）

正社員 20040-11713991 就業場所 長野県東御市

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号
（従業員数 0人 ）

正社員 20040-11714491 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許

省令１号
（従業員数 14人 ）

正社員 20040-11715791 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号
（従業員数 14人 ）

正社員 20040-11718591 就業場所 長野県東御市

44歳以下 (1) 8時25分～17時20分

省令３号のイ
（従業員数 39人 ）

正社員 20040-11746991 就業場所 長野県上田市
介護支援専門員（ケアマネージャー）

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許

年齢不問
（従業員数 17人 ）

正社員 20040-11748791 就業場所 長野県上田市
介護支援専門員（ケアマネージャー）

不問 普通自動車免許

年齢不問
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20040-11749891 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 9時00分～16時00分
(2)10時15分～17時15分

年齢不問
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20040-11752391 就業場所 長野県上田市

18歳以上 (1)18時55分～ 3時40分
(2)23時30分～ 8時15分

省令２号
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040-11754991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

40歳以下 (1)14時00分～22時30分
(2)10時00分～18時30分

省令３号のイ
（従業員数 2人 ）

正社員 20111- 6881691 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限定）

18歳～59 (1) 9時30分～18時15分
(2)17時45分～ 2時30分

省令１号 (3)11時45分～20時30分
（従業員数 20人 ）

正社員 07040-22071691 就業場所 長野県長野市 確定拠出年金
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

35歳以下 (1)14時00分～22時30分

省令３号のイ
（従業員数 10人 ）

正社員 10050-10171691 就業場所 長野県東御市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

35歳以下 (1)14時00分～22時30分

省令３号のイ
（従業員数 11人 ）

正社員 10050-10172991 就業場所 長野県上田市

ウェブプログラマー／本
社

株式会社　唐沢農機
サービス　「ビーズクリエ
イト・カラサワファーム」

長野県東御市滋野乙３０１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

203,000円～350,000円雇用期間の定めなし

ウェブマーケター／本社 株式会社　唐沢農機
サービス　「ビーズクリエ
イト・カラサワファーム」

長野県東御市滋野乙３０１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

203,000円～350,000円雇用期間の定めなし

ＳＥＯ・ウェブコンテンツ
エディター／本社

株式会社　唐沢農機
サービス　「ビーズクリエ
イト・カラサワファーム」

長野県東御市滋野乙３０１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

203,000円～350,000円雇用期間の定めなし

ウェブデザイナー／本社 株式会社　唐沢農機
サービス　「ビーズクリエ
イト・カラサワファーム」

長野県東御市滋野乙３０１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

203,000円～350,000円雇用期間の定めなし

ウェブコンテンツ企画編
集／本社

株式会社　唐沢農機
サービス　「ビーズクリエ
イト・カラサワファーム」

長野県東御市滋野乙３０１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

203,000円～350,000円雇用期間の定めなし

Ｗｅｂライター／本社 株式会社　唐沢農機
サービス　「ビーズクリエ
イト・カラサワファーム」

長野県東御市滋野乙３０１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

203,000円～350,000円雇用期間の定めなし

法務事務／本社 株式会社　唐沢農機
サービス　「ビーズクリエ
イト・カラサワファーム」

長野県東御市滋野乙３０１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

203,000円～350,000円雇用期間の定めなし

整備士（店長候補） 株式会社　唐沢農機
サービス　「ビーズクリエ
イト・カラサワファーム」

長野県東御市滋野乙３０１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

203,000円～350,000円雇用期間の定めなし

品質管理・部品検査員 西田技研工業　株式会
社

長野県上田市上田原１１１３ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～270,000円雇用期間の定めなし

介護支援専門員≪急募
≫

株式会社　一新　「慎」 長野県上田市神畑２６０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～240,000円雇用期間の定めなし

介護支援専門員≪急募
≫

株式会社　一新　「慎」 長野県上田市神畑２６０－１ 労災

1,100円～1,100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

母子・父子自立支援員 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

1,173円～1,173円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

（派）線材を製造してい
る工場でのライン作業／
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

209,250円～209,250円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

高校生の大学受験、河
合塾マナビスの校舎長
候補、副校舎長

株式会社　日本教育シ
ステム研究所

長野県小諸市御幸町２－１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

234,000円～260,000円雇用期間の定めなし

総合職（一般社員）（長
野市、千曲市、上田市）

株式会社　幸楽苑ホー
ルディングス

福島県郡山市田村町上行合字北川田２
番地１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

195,000円～204,000円雇用期間の定めなし
又は 9時30分～ 2時30
分の間の8時間程度

副教室長（東御教室・東
御市）

株式会社　タナベ・コー
ポレーション

群馬県太田市藪塚町　１５１９番地６ 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～235,000円雇用期間の定めなし

副教室長（神科教室・上
田市）

株式会社　タナベ・コー
ポレーション

群馬県太田市藪塚町　１５１９番地６ 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～235,000円雇用期間の定めなし
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不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問
（従業員数 79人 ）

正社員 13040-42065692 就業場所 長野県長野市
普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問
（従業員数 79人 ）

正社員 13040-42066092 就業場所 長野県長野市

不問

年齢不問
（従業員数 16人 ）

パート労働者 13090-49415891 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限定）

35歳以下 (1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分

省令３号のイ (3)12時15分～21時15分
（従業員数 11,330人 ）

正社員 15070-12708391 就業場所 長野県東御市 確定拠出年金
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

35歳以下 (1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分

省令３号のイ (3)12時15分～21時15分
（従業員数 11,330人 ）

正社員 15070-12975191 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 介護支援専門員（ケアマネージャー）
(2) 9時00分～18時00分

省令１号
（従業員数 40人 ）

正社員 20040-11557291 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許

59歳以下 (1) 8時00分～17時30分 ２級土木施工管理技士
２級管工事施工管理技士

省令１号
（従業員数 55人 ）

正社員 20040-11561991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

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 20040-11589891 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

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 20040-11591091 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

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 20040-11592391 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

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 20040-11593691 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

不問 看護師
准看護師

年齢不問
（従業員数 47人 ）

パート労働者 20040-11600491 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

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 20040-11601791 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

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 20040-11602891 就業場所 長野県上田市
交替制あり 普通自動車免許

64歳以下 (1) 8時30分～17時15分 看護師
(2) 7時00分～15時45分 准看護師

省令１号
（従業員数 47人 ）

正社員 20040-11604591 就業場所 長野県上田市
交替制あり 普通自動車免許

59歳以下 (1) 7時30分～16時30分 保育士
(2) 8時30分～17時30分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

省令１号 (3) 9時30分～18時30分
（従業員数 13人 ）

正社員 20040-11625991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

40歳以下 (1) 8時30分～17時45分 普通自動車免許

省令３号のイ
（従業員数 3人 ）

正社員 20040-11626491 就業場所 長野県上田市

土木施工管理／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

271,700円～506,700円雇用期間の定めなし

空調衛生設備施工管理
／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

271,700円～506,700円雇用期間の定めなし

非常勤講師（日越通訳）
／長野県上田市

学校法人ＩＳＩ学園 東京都豊島区東池袋３－１－１
サンシャイン６０　９階

労災

2,333円～3,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 8時50分～16時10

分の間の3時間程度
店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

株式会社　コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

189,000円～241,000円雇用期間の定めなし

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

株式会社　コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

189,000円～241,000円雇用期間の定めなし

ケアマネジャー／上田東
御地域

株式会社　ニチイ学館　
上田支店

長野県上田市天神一丁目８番１号　上田
駅前ビルパレオ６Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

204,850円～204,850円雇用期間の定めなし

施工管理技術者 ミヤジマ技研　株式会社 長野県上田市下之郷２４８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～400,000円雇用期間の定めなし

（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）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／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

168,000円～176,400円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

看護師（正／准）（しいの
み療護園）

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

1,000円～1,250円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 8時30分～17時15

分の間の4時間程度
（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）

看護師（正／准）（しいの
み療護園）

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

211,000円～242,000円雇用期間の定めなし

保育士（キッズうえだみ
なみ）

社会福祉法人　敬老園 長野県上田市常磐城２２５６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

157,500円～161,500円雇用期間の定めなし

土地家屋調査士補助者
【急募】

滝澤一成土地家屋調査
士事務所

長野県上田市上丸子１８５－１１ 雇用・労災

170,000円～250,000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
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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：11月15日

歯科衛生士
不問 (1) 8時30分～17時15分

年齢不問
（従業員数 601人 ）

パート労働者 20040-11670191 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 9時00分～18時00分 介護事務管理士

年齢不問
（従業員数 3人 ）

正社員 20040-11672391 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 7時00分～16時00分 栄養士

年齢不問
（従業員数 12人 ）

正社員 20040-11676791 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

60歳以上 (1) 9時00分～16時00分 准看護師
看護師

省令３号のニ
（従業員数 174人 ）

パート労働者 20040-11687591 就業場所 長野県東御市

不問

年齢不問
（従業員数 1人 ）

パート労働者 11030-39047291 就業場所 長野県上田市
交替制あり 栄養士

不問 (1) 5時30分～14時30分
(2)10時30分～19時30分

年齢不問
（従業員数 6人 ）

正社員以外 20010-24515991 就業場所 長野県東御市

44歳以下 (1) 7時55分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 107人 ）

正社員 20040-11442891 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金
交替制あり 看護師

18歳～59 (1) 8時10分～17時10分
(2)10時00分～19時00分

省令１号 (3) 7時00分～16時00分
（従業員数 230人 ）

正社員 20040-11443291 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金

不問

年齢不問
（従業員数 230人 ）

正社員以外 20040-11444591 就業場所 長野県上田市
税理士

35歳以下 (1) 8時50分～17時20分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

省令３号のイ
（従業員数 28人 ）

正社員 20040-11476891 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
看護師

不問 (1) 8時30分～17時30分 介護福祉士
普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問
（従業員数 16人 ）

正社員 20040-11488091 就業場所 長野県上田市
保育士

不問 (1) 7時30分～10時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2)16時00分～19時00分

年齢不問
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20040-11497691 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

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 20040-11499491 就業場所 長野県上田市
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修了者
(2)18時00分～20時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問
（従業員数 21人 ）

パート労働者 20040-11502991 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

62歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許

省令１号
（従業員数 8人 ）

正社員 20040-11503491 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位） 准看護師

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号
（従業員数 180人 ）

正社員 20040-11509091 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金
特定曜日のみ(2)(3) 理学療法士

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 180人 ）

正社員 20040-11510991 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金

歯科衛生士 独立行政法人　国立病
院機構　信州上田医療
センター

長野県上田市緑が丘１－２７－２１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,180円～1,180円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

障がい者支援員／みな
ハウスわっこ

ＮＰＯ法人　わっこ自立
福祉会

長野県上田市保野８３０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～160,000円雇用期間の定めなし

栄養士 有限会社　荻原食品 長野県上田市長瀬２８８９番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～250,000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 労災

1,250円～1,400円雇用期間の定めなし
又は 8時30分～17時30
分の間の6時間程度

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
（嘱）栄養士（東御市） 日清医療食品株式会社　

中部支店
長野市栗田源田窪１０００－１　長栄長野
東口ビル７階

雇用・労災・健
康・厚生

161,000円～185,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

技術職 株式会社　タジマ 長野県上田市藤原田６７－１９　＜箱畳
工場＞

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～270,000円雇用期間の定めなし

看護師 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

208,400円～285,000円雇用期間の定めなし

支援センター生活支援
員

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

146,534円～155,520円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 6時30分～20時00

分の間の8時間程度
会計専門職 税理士法人　小山会計 長野県上田市古里６９２番地２ 雇用・労災・健

康・厚生・財形

170,000円～330,000円雇用期間の定めなし

管理者／ほほ笑みホー
ム中之条

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

250,000円～300,000円雇用期間の定めなし

保育士（企業内保育所）
≪急募≫

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～1,100円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 7時30分～19時00

分の間の3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
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

准看護師（外来のみ） 医療法人　慈善会　安
藤病院

長野県上田市中央西１－１－２０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～220,000円雇用期間の定めなし

理学療法士 医療法人　慈善会　安
藤病院

長野県上田市中央西１－１－２０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

230,000円～380,000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：11月15日

18歳～44 (1)13時30分～22時30分

省令３号のイ
（従業員数 8人 ）

正社員以外 20040-11512791 就業場所 長野県上田市

18歳～59 (1)13時30分～22時30分

省令１号
（従業員数 8人 ）

正社員 20040-11513891 就業場所 長野県上田市

不問 (1)10時00分～19時00分

年齢不問
（従業員数 4人 ）

正社員 20040-11518391 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

不問 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20040-11545991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

64歳以下 (1) 9時00分～18時00分

省令１号
（従業員数 75人 ）

正社員 20040-11547791 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

64歳以下 (1) 9時00分～18時00分

省令１号
（従業員数 75人 ）

正社員 20040-11548891 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

44歳以下 (1) 9時00分～18時00分

省令３号のイ
（従業員数 75人 ）

正社員 20040-11549291 就業場所 長野県東御市
変形（１ヶ月単位） 薬剤師

59歳以下 (1) 8時30分～18時30分
(2) 8時30分～15時00分

省令１号
（従業員数 3人 ）

正社員 20040-11380891 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許

35歳以下 (1) 9時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

省令３号のイ
（従業員数 11人 ）

正社員 20040-11385391 就業場所 長野県茅野市
普通自動車免許

59歳以下 (1) 8時30分～17時45分

省令１号
（従業員数 86人 ）

正社員 20040-11395991 就業場所 長野県東御市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ
（従業員数 42人 ）

正社員 20040-11401591 就業場所 長野県上田市
交替制あり 普通自動車免許（ＡＴ限定）

18歳以上 (1) 8時00分～11時00分
(2)13時00分～16時00分

省令２号 (3) 3時00分～ 7時00分
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20040-11407491 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

35歳以下 (1) 8時00分～17時30分

省令３号のイ
（従業員数 6人 ）

正社員 20040-11408791 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ
（従業員数 8人 ）

正社員 20040-11431491 就業場所 長野県上田市

不問 (1)16時00分～19時00分

年齢不問
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20040-11432791 就業場所 長野県上田市
日本語教師養成講座修了（４２０時間）

不問 (1) 8時40分～12時20分
(2)13時10分～16時50分

年齢不問
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20040-11437091 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

不問 (1) 7時30分～17時00分

年齢不問
（従業員数 5人 ）

正社員 20040-11439691 就業場所 長野県上田市

個別指導塾講師及び教
室運営事務

株式会社　ばりもでぃ 長野県上田市上田原８０２－１９　セイワ
ビルＡ棟２０２

雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～220,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

個別指導塾講師及び教
室運営事務／経験者

株式会社　ばりもでぃ 長野県上田市上田原８０２－１９　セイワ
ビルＡ棟２０２

雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～220,000円雇用期間の定めなし

ＳＥ・プログラマー 株式会社　コード・アー
ル

長野県上田市諏訪形１１４７－２ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～360,000円雇用期間の定めなし

学校インストラクターサ
ポート【急募】

一般財団法人　上田市
地域振興事業団

長野県上田市上丸子１６１２番地 雇用・労災

1,500円～1,500円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 8時20分～16時40

分の間の6時間程度
制御設計技術者 アルファーデザイン　株

式会社
長野県東御市滋野甲２２１１－３ 雇用・労災・健

康・厚生・財形

200,000円～350,000円雇用期間の定めなし

機械設計技術者 アルファーデザイン　株
式会社

長野県東御市滋野甲２２１１－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～350,000円雇用期間の定めなし

製造技術担当 アルファーデザイン　株
式会社

長野県東御市滋野甲２２１１－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

186,000円～300,000円雇用期間の定めなし

薬剤師 株式会社　はしもと調剤　
（なが池薬局）

長野県上田市上田原１３２９－８ 雇用・労災・健
康・厚生

320,000円～500,000円雇用期間の定めなし

施工スタッフ 株式会社　リゾートメン
テナンス

長野県小県郡長和町大門３５１８ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～260,000円雇用期間の定めなし

総務管理職候補【急募】 株式会社　ミクニ 長野県東御市鞍掛１２０４－３ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～400,000円雇用期間の定めなし

設備管理技術員 株式会社　ミヤマ 長野県上田市御嶽堂３２０－２ 雇用・労災・健
康・厚生

174,000円～263,000円雇用期間の定めなし

店長候補（パート） ニュウコウ 長野県上田市上田２０２５－２ 雇用・労災

1,000円～2,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

建築現場代理人（見習
い可）
【急募】

日本建設工業　株式会
社

長野県上田市上田原４７７－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～350,000円雇用期間の定めなし

歯科助手 医療法人社団　布施歯
科医院

長野県上田市古里１７７－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～160,000円雇用期間の定めなし

歯科助手 医療法人社団　布施歯
科医院

長野県上田市古里１７７－６ 雇用・労災

1,100円～1,100円雇用期間の定めなし

日本語教師【急募】 株式会社　ＹＣＣ・ＪＡＰＡ
Ｎ　ＭＡＮＡＢＩ外語学院

長野県上田市大手２－３－１　ＹＣＣビル 労災

1,500円～2,500円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

水道工事／住宅設備工
事

有限会社　トーエイ工業 長野県上田市秋和２５１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

150,500円～279,500円雇用期間の定めなし
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普通自動車免許（ＡＴ限定）
不問 (1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

年齢不問
（従業員数 12人 ）

正社員以外 20070- 8458191 就業場所 長野県小県郡青木村
普通自動車免許

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

省令３号のニ
（従業員数 52人 ）

正社員 20020-18799991 就業場所 長野県長野市
変形（１ヶ月単位） 看護師

64歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

省令１号
（従業員数 24人 ）

正社員 20110- 5843891 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金

職業指導員（クロスロー
ドあおき）

社会福祉法人　しあわ
せ

長野県千曲市大字寂蒔４１０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

146,500円～190,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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

正看護師（特別養護老
人ホーム　神川愛の郷）

社会福祉法人　佐久平
福祉会

長野県佐久市長土呂１５８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

205,500円～250,500円雇用期間の定めなし


