
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

変形（１年単位） 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 6人 ）

正社員 20040-11770991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

18歳以上 (1)16時45分～ 8時30分

省令２号
（従業員数 3人 ）

正社員以外 20040-11789991 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
交替制あり 普通自動車免許（ＡＴ限定）

18歳以上 (1)16時40分～ 8時00分 普通自動車免許
(2) 8時00分～ 7時59分

省令２号
（従業員数 14人 ）

有期雇用派遣 20040-11552691 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位） その他の保安関係資格

18歳～64 (1) 8時00分～17時00分
(2)21時00分～ 6時00分

省令２号
（従業員数 5人 ）

正社員 20040-11563791 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20040-11597891 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

18歳以上 (1) 7時30分～ 1時10分
(2) 8時30分～ 2時10分

省令２号 (3) 7時30分～16時20分
（従業員数 23人 ）

正社員 20040-11665691 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00分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 67人 ）

正社員 20040-11461191 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

年齢不問
（従業員数 0人 ）

正社員 20040-11527391 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 大型特殊自動車免許
車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

省令１号
（従業員数 20人 ）

正社員 20040-11378691 就業場所 長野県東御市
大型自動車免許

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

省令１号
（従業員数 12人 ）

正社員 20040-11404391 就業場所 長野県小県郡青木村
大型自動車免許

18歳～59 (1) 8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者
(2)19時00分～ 4時00分

省令１号 (3) 9時00分～18時00分
（従業員数 12人 ）

正社員 20040-11405691 就業場所 長野県小県郡青木村
変形（１年単位） 普通自動車免許

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号
（従業員数 55人 ）

正社員 20110- 5996991 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）

18歳以上 (1)10時00分～19時00分

省令２号
（従業員数 1人 ）

正社員以外 20070- 8476091 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

18歳～64 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2) 8時30分～17時30分

省令２号
（従業員数 12人 ）

正社員 20020-18734891 就業場所 長野県上田市

伐採及び造林作業その
他

有限会社　金山林業 長野県上田市腰越１９２３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

195,300円～217,000円雇用期間の定めなし

【季】降雪作業・圧雪車
オペレーター／菅平

有限会社　ジュン・スノー
プランニング

長野県上田市菅平高原１２２３ー４９３７ 労災

297,013円～297,013円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

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

（派）受付業務 エーエスシー　株式会社 長野県上田市常磐城２丁目２－４３ 雇用・労災・健
康・厚生

199,750円～199,750円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

警備員（簡易信号のオ
ペレータ－）

株式会社　ＭＳ・ＮＥＸＴ 長野県東御市加沢６７８－１
メゾンフルール　１０５

雇用・労災・健
康・厚生

213,840円～255,640円雇用期間の定めなし

（紹介予定派遣）索道及
び技術管理／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

176,000円～209,440円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

タクシー運転手 上田タクシー　株式会社 長野県上田市常田３－５－２６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～240,000円雇用期間の定めなし

集配運転者 甲信越福山通運　株式
会社　上田支店

長野県東御市滋野乙１８４４ 雇用・労災・健
康・厚生

178,000円～308,000円雇用期間の定めなし

庭師（造園） 星秀園 長野県上田市仁古田４３２－１

171,750円～458,000円雇用期間の定めなし

重機オペレーター 竹内工業　株式会社 長野県東御市御牧原２４３３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～299,000円雇用期間の定めなし

８ｔ車の運転手 有限会社　斉藤運輸 長野県小県郡青木村田沢２２２１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

260,000円～265,000円雇用期間の定めなし

運転手／８ｔ 有限会社　斉藤運輸 長野県小県郡青木村田沢２２２１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

330,000円～330,000円雇用期間の定めなし

砕石工場スタッフ【東御・
上田・長和町地区】【急
募】

株式会社　塩沢産業 長野県北佐久郡立科町大字宇山６２１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

215,000円～290,000円雇用期間の定めなし

駐車場警備 株式会社　トスネット上
信越　長野営業所

長野県長野市篠ノ井布施高田１１８１番
地１

雇用・労災・健
康・厚生

151,900円～151,900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

警備員（上田・坂城）　≪
急募≫

株式会社　ヤマタケ 長野県松本市渚４丁目１６－４ 雇用・労災・健
康・厚生

203,000円～253,000円雇用期間の定めなし


