
年齢・
職種 年齢制限該当事由 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

　　　　（管理・専門・技術・フルタイム・パート）

℡ 0268-23-8609

発行日：4月 3日

  （上田公共職業安定所）◎ 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。

変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

160,000円～200,000円

TEL 026-244-3386（従業員数 5人 ）
正社員 20010- 5890701 就業場所 長野県上田市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

170,000円～300,000円

TEL 026-244-3386（従業員数 5人 ）
正社員 20010- 5953901 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)8時30分～17時15分
162,100円～205,600円

TEL 0268-38-9511（従業員数 234人 ）
正社員 20040- 2885601 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,000円～220,000円

TEL 0268-22-2580（従業員数 193人 ）
正社員 20040- 2888401 就業場所 長野県上田市 厚生

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
230,000円～380,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0268-22-2580（従業員数 193人 ）
正社員 20040- 2889701 就業場所 長野県上田市 厚生

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
180,000円～205,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0268-27-2220（従業員数 17人 ）
正社員 20040- 2891001 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
180,000円～205,000円 (2)8時30分～12時30分

(3)7時45分～16時45分
TEL 0268-27-2220（従業員数 17人 ）

正社員 20040- 2892301 就業場所 長野県上田市
変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
222,000円～271,032円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0268-28-6657（従業員数 54人 ）
正社員 20040- 2899201 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時30分～16時30分
146,400円～146,400円

TEL 0268-27-2025（従業員数 30人 ）
正社員以外 20040- 2906001 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)8時00分～17時30分
200,000円～350,000円

TEL 0268-22-0302（従業員数 37人 ）
正社員 20040- 2911801 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時30分～17時30分
850円～1,100円

TEL 0268-25-2572（従業員数 12人 ）
パート労働者 20040- 2912201 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時30分～17時30分
150,000円～200,000円

TEL 0268-25-2572（従業員数 12人 ）
正社員 20040- 2913501 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)9時00分～17時30分
250,000円～400,000円

TEL 0268-26-7311（従業員数 3人 ）
正社員 20040- 2915301 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)8時10分～17時00分
172,000円～251,400円

TEL 0268-38-5171（従業員数 161人 ）
正社員 20040- 2917901 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)8時10分～17時00分
172,000円～251,400円

TEL 0268-38-5171（従業員数 161人 ）
正社員 20040- 2918101 就業場所 長野県上田市

交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

240,000円～260,000円

TEL 0268-75-2337（従業員数 15人 ）
正社員 20040- 2921501 就業場所 長野県上田市

交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

220,000円～240,000円

TEL 0268-75-2337（従業員数 15人 ）
正社員 20040- 2923301 就業場所 長野県上田市

営業事務及びインテリア
コーディネーター（上田
市）

ホクシンハウス（北信商
建株式会社）

長野県長野市大字南長池２２８－５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場代人（上田市） ホクシンハウス（北信商
建株式会社）

長野県長野市大字南長池２２８－５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

一級建築士

二級建築士
雇用期間の定めなし 定年を上限

製造設備の保全業務（機
械）

三菱ケミカルインフラ
テック株式会社　上田事
業所

長野県上田市富士山２４７１－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

２級機械保全技能士

雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師（夜勤なし） 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

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業療法士 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

作業療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

視能訓練士【急募】 大谷外科・眼科 長野県上田市常田３丁目２－８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

視能訓練士

雇用期間の定めなし 定年を上限

正・准看護師【急募】 大谷外科・眼科 長野県上田市常田３丁目２－８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師または准看護師≪
急募≫

社会福祉法人　大志会　
「複合型老人福祉施設　
上田大手門」

長野県上田市中央２丁目３－８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

社会福祉協議会職員 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

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

住宅設備施工管理 株式会社　水工技建 長野県上田市諏訪形５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

太陽光発電システム設置
工事・現場監理・営業

株式会社　ヤマザキ 長野県上田市国分１４８９－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 不問

太陽光発電システム設置
工事・現場監理・営業

株式会社　ヤマザキ 長野県上田市国分１４８９－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 不問

社会保険労務士業務 社会保険労務士法人　コ
ア・ステラ

長野県上田市古里６９２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

社会保険労務士

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＰＬＣ制御技術 株式会社　堀内電機製作
所　上田事業所

長野県上田市保野２４１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械設計技術 株式会社　堀内電機製作
所　上田事業所

長野県上田市保野２４１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

正看護師／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

看護師

雇用期間の定めなし 不問

准看護師／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

准看護師

雇用期間の定めなし 不問
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  （上田公共職業安定所）◎ 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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交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

220,000円～230,000円

TEL 0268-75-2337（従業員数 3人 ）
正社員 20040- 2925901 就業場所 長野県上田市

交替制あり
不問 (1)8時30分～12時00分

1,100円～1,200円 (2)13時00分～17時00分

TEL 0268-75-2337（従業員数 3人 ）
パート労働者 20040- 2927401 就業場所 長野県上田市

交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

256,000円～266,000円

TEL 0268-75-2337（従業員数 0人 ）
正社員 20040- 2928701 就業場所 長野県上田市

39歳以下 (1)9時00分～18時00分
200,000円～500,000円 (2)9時00分～16時00分

TEL 0268-21-2620（従業員数 20人 ）
正社員 20040- 2930301 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時00分～18時00分
850円～1,100円

TEL 0268-21-2620（従業員数 20人 ）
パート労働者 20040- 2934401 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時00分～18時00分
1,000円～1,400円

TEL 0268-21-2620（従業員数 20人 ）
パート労働者 20040- 2937201 就業場所 長野県上田市

交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

220,000円～240,000円

TEL 0268-75-2337（従業員数 15人 ）
正社員 20040- 2941101 就業場所 長野県上田市

交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

240,000円～260,000円

TEL 0268-75-2337（従業員数 15人 ）
正社員 20040- 2947001 就業場所 長野県上田市

交替制あり
不問 (1)8時30分～12時30分

1,300円～1,450円 (2)12時30分～16時30分
(3)8時30分～17時00分

TEL 0268-75-2337（従業員数 15人 ）
パート労働者 20040- 2949601 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)8時30分～18時30分
1,400円～1,600円 (2)8時30分～13時00分

TEL 0268-42-6465（従業員数 11人 ）
パート労働者 20040- 2950401 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)8時30分～18時30分
220,000円～300,000円 (2)8時30分～13時00分

TEL 0268-42-6465（従業員数 11人 ）
正社員 20040- 2951701 就業場所 長野県上田市

40歳以下 (1)9時30分～18時30分
185,000円～225,000円

TEL 0268-71-6505（従業員数 11人 ）
正社員 20040- 2963001 就業場所 長野県上田市

交替制あり
不問 (1)8時30分～12時00分

900円～950円 (2)12時30分～16時00分
(3)8時30分～16時00分

TEL 0268-75-2337（従業員数 5人 ）
パート労働者 20040- 2964301 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)9時30分～18時30分
235,000円～325,000円

TEL 0268-71-6505（従業員数 11人 ）
正社員 20040- 2966901 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時30分～17時30分
1,600円～1,800円

TEL 0268-75-2337（従業員数 5人 ）
パート労働者 20040- 2979201 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

173,000円～260,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)14時00分～20時00分

TEL 027-350-3322（従業員数 13人 ）
正社員 10020- 5824201 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時00分～18時00分
150,000円～160,000円

TEL 0268-39-4568（従業員数 4人 ）
正社員 20040- 2872801 就業場所 長野県上田市

ケアマネージャー／ほほ
笑み（居宅）

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

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし 不問

ケアマネージャー／ほほ
笑み（居宅）

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 介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

正看護師／日勤のみ 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

看護師

雇用期間の定めなし 不問

ＷＥＢ系ＰＧ・ＳＥ（Ｅ
Ｃサイト／業務支援）

株式会社　コマースポイ
ント

長野県上田市住吉３４３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

ネットショップの商品映
像・商品ページ制作

株式会社　コマースポイ
ント

長野県上田市住吉３４３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ＷＥＢ系ＰＧ・ＳＥ（Ｅ
Ｃサイト／業務支援）

株式会社　コマースポイ
ント

長野県上田市住吉３４３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

准看護師／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

准看護師

雇用期間の定めなし 不問

正看護師／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

看護師

雇用期間の定めなし 不問

正准看護師／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 看護師

准看護師
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師 医療法人　貴誠堂　「大
久保医院」

長野県上田市生田５０４６ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師 医療法人　貴誠堂　「大
久保医院」

長野県上田市生田５０４６ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

職業指導員及び生活支援
員

ワンズ株式会社　「就労
移行支援及び多機能型支
援事業所ワンズ」

長野県上田市常田２－３５－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

体操運動の補助員（介護
予防）／ほほ笑みサンズ
福田・常田

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 介護福祉士

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

所長職・所長候補職 ワンズ株式会社　「就労
移行支援及び多機能型支
援事業所ワンズ」

長野県上田市常田２－３５－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

正看護師／訪問看護 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

看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

整備スタッフ（セルフし
おだ野）

コスモ石油販売株式会社　
北関東カンパニー

群馬県高崎市中泉町５４１－２　＊ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

雇用期間の定めなし 不問
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  （上田公共職業安定所）◎ 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。
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変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

300,000円～400,000円 (2)8時00分～17時30分

TEL 0268-24-6888（従業員数 5人 ）
正社員 20040- 2873201 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時00分～16時00分
850円～860円

TEL 0268-39-3237（従業員数 2人 ）
パート労働者 20040- 2877601 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時00分～16時00分
870円～870円

TEL 0268-39-3237（従業員数 5人 ）
パート労働者 20040- 2878901 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

176,000円～280,000円

TEL 0268-42-1111（従業員数 580人 ）
正社員 20040- 2859001 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時30分～18時30分
230,000円～250,000円 (2)8時30分～13時00分

TEL 0268-64-6200（従業員数 8人 ）
正社員 20040- 2861101 就業場所 長野県東御市

交替制あり
不問 (1)8時40分～17時30分

230,000円～270,000円 (2)8時40分～13時00分

TEL 0268-38-2221（従業員数 145人 ）
正社員 20040- 2866501 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時30分～17時00分
1,269円～1,269円

TEL 0268-62-1111（従業員数 563人 ）
パート労働者 20040- 2843301 就業場所 長野県東御市

59歳以下 (1)9時00分～17時30分
180,000円～300,000円

TEL 0268-26-7311（従業員数 3人 ）
正社員 20040- 2815801 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時00分～17時00分
1,300円～1,500円 (2)9時00分～15時00分

(3)9時00分～16時00分
TEL 0268-35-3577（従業員数 6人 ）

パート労働者 20040- 2821401 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時30分～16時30分
165,080円～165,080円

TEL 0268-27-2025（従業員数 3人 ）
正社員以外 20040- 2822701 就業場所 長野県上田市

不問
1,200円～1,500円

TEL 026-269-8740（従業員数 1人 ）
パート労働者 20010- 5678901 就業場所 長野県上田市

建築・設備工事管理技術
者

株式会社　有賀技建 長野県上田市殿城１２１４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

就労支援員／山びこの家 特定非営利活動法人　な
ごみの会

長野県上田市手塚１０２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

生活支援員／地域活動支
援センター　せせらぎ

特定非営利活動法人　な
ごみの会

長野県上田市手塚１０２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師または准看護師 医療法人　丸山会 長野県上田市中丸子１７７１番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師 医療法人　春仁会　春原
整形外科クリニック

長野県東御市常田３９９－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 不問

主任介護支援専門員／塩
田地域包括支援センター

医療法人　共和会　塩田
病院

長野県上田市中野２９－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 不問

介護支援専門員 東御市役所 長野県東御市県２８１－２ 雇用・公災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

社会保険労務士補助業務 社会保険労務士法人　コ
ア・ステラ

長野県上田市古里６９２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（正・准） 合同会社　希望の家　
「訪問看護ステーション
芳田」

長野県上田市芳田１４１５－６ 雇用・労災 看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 不問

介護支援専門員 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

雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

予備校の塾講師（上田
市）

株式会社　ライフケア 長野県長野市大字栗田８５７番地１　ＢＢ
Ｂビル３Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問


