
時給 休日 他

(1)7時30分～16時00分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 1,000円～1,200円 18010-15557401 就業場所

月給 変形（1年単位） 休日 他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時20分 週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 160,000円～250,000円 20020-13138001 就業場所 輸出入業務経験

月給 変形（1ヶ月単位） 休日 日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時00分～17時00分 週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 180,000円～200,000円 20120- 1581701 就業場所

時給 休日 土日祝他

(1)8時30分～14時30分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 950円～950円 20120- 1582801 就業場所

時給 休日 土日

(1)8時00分～17時30分 週休2制 毎　週

1,300円～1,500円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

正社員以外 228,000円～264,000円 20120- 1583201 就業場所

日給 休日 他 普通自動車運転免許

(1)7時30分～12時00分 週休2制 その他

5,850円～5,850円
TEL

雇用期間の定めなし

パート労働者 1,300円～1,300円 20120- 1584501 就業場所

時給 交替制あり 休日 他 普通自動車運転免許

週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

パート労働者 1,300円～1,300円 20120- 1574801 就業場所

月給 休日 土日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時15分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

正社員以外 146,100円～157,600円 20120- 1575201 就業場所

時給 交替制あり 休日 他

(1)6時30分～9時30分 週休2制 その他

(2)16時30分～21時30分
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 900円～1,000円 20120- 1576501 就業場所

時給 休日 他

(1)14時00分～19時00分 週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 900円～1,000円 20120- 1577001 就業場所

時給 休日 日祝他

(1)8時30分～13時00分 週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めなし

パート労働者 850円～1,000円 20120- 1578301 就業場所

月給 休日 日祝他

(1)8時30分～18時00分 週休2制 その他

(2)8時30分～13時00分
TEL

雇用期間の定めなし

正社員 165,000円～175,000円 20120- 1579601 就業場所

時給 休日 日祝他

(1)8時30分～13時00分 週休2制 その他

(2)14時00分～18時00分
TEL

雇用期間の定めなし

パート労働者 849円～849円 20120- 1580401 就業場所 医療事務勤務経験

時給 休日 日他

(1)16時00分～17時30分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 850円～850円 20010-13901601 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

(1)22時00分～7時00分 週休2制 毎　週

(2)0時00分～9時00分
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

正社員以外 190,000円～210,000円 13040-90695101 就業場所

時給 交替制あり 休日 他

(1)9時00分～13時00分 週休2制 その他

(2)13時00分～17時00分
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 850円～850円 20010-13848401 就業場所

必要な資格・経験は
求人票を参照

必要な資格・経験は
求人票を参照

加入保険 休日
必要な免許資格

経験等

販売スタッフ 株式会社　マルヤ 福井県福井市山室町３３－３ 雇用・労災

不問
その他の場合

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

0776-55-1789

従業員数 0人

長野県北安曇郡白馬村

次の資格あれば尚可：保育
士または幼稚園教諭

宿泊施設の客室清掃経験者
歓迎

接客経験（ホテル業でなく
ても可）

エレキギターの海外営業・
マーケティング・輸出入業務

フジゲン　株式会社 長野県松本市平田東３丁目３番
１号

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

25歳
以下 その他の場合

0261-62-4007 第２、第４、第５土曜
夏季休暇、年末年始休暇

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 その他の場合
0263-58-2448 会社カレンダーによる

従業員数 68人

長野県大町市

18人

長野県北安曇郡池田町

保育スタッフ 野外保育　風の森 長野県大町市平１８４２番地１

作業員【２５歳以下】 有限会社　松沢ガラ
スアルミサッシ販売

長野県北安曇郡池田町大字池田
１３１２

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
その他の場合

月額換算額
0261-23-5580

従業員数

雇用・労災

不問
その他の場合

070-2838-2140 行事等により年数回、土日
祝に出勤あり
長期休暇（春夏冬季）、寒
中休みあり

従業員数 4人

長野県大町市

20人

長野県大町市

運転手【平日・土日祝】週２
日～

有限会社　平田商店 長野県大町市常盤泉１０４８

タイヤリサイクルスタッフ 株式会社　まるげん 長野県大町市平１０４０－２６
２

労災

不問
その他の場合

090-8512-0268

従業員数

労災

不問
その他の場合

時給換算額
0261-22-4714 休日については応相談。

年末年始休暇
有給休暇は法定通り

従業員数 15人

長野県大町市

3人 又は10時00分～15時00分の間
の3時間程度長野県北安曇郡小谷村

一般事務（建設水道課・議会
事務局）

小谷村役場 長野県北安曇郡小谷村大字中小
谷丙１３１番地

清掃スタッフ【期間雇用】 ミスティマウンテン
ホップ合同会社

長野県北安曇郡小谷村千国乙１
２８４０番地

労災

不問
その他の場合

0261-22-5501 勤務表シフトによる。有給
休暇は法定通り付与

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生不問

その他の場合
0261-82-2001 年末年始休暇（12/28～

1/3）
夏季休暇（7月～9月中に3
日以内）

従業員数 93人

長野県北安曇郡小谷村

73人

長野県大町市

フロント接客（フロント補
助）

株式会社　景水（緑
翠亭　景水）

長野県大町市平２８８４番地１
３

旅館接客業務（ホールサービ
ス）

株式会社　景水（緑
翠亭　景水）

長野県大町市平２８８４番地１
３

労災

不問
その他の場合

0261-22-1343 お盆休み　年末年始休み
土曜日は半日診療

従業員数

労災

不問
その他の場合

0261-22-5501 勤務表シフトによる。有給
休暇は法定通り付与

従業員数 73人

長野県大町市

3人 又は8時30分～18時00分の間
の4時間以上長野県大町市

医療事務・受付事務 横澤歯科医院 長野県大町市大町４１７９－３

医療事務・受付事務 横澤歯科医院 長野県大町市大町４１７９－３

労災

不問
その他の場合

0261-21-1512 有給休暇は法定どおり付与

従業員数

雇用・労災

40歳
以下 その他の場合

0261-22-1343 お盆休み　年末年始休み
土曜日半日勤務

従業員数 3人

長野県大町市

5人 又は8時30分～18時30分の間
の4時間以上長野県大町市

清掃スタッフ（大町市） 社会福祉法人　暖家 長野県長野市若里２－１０－１

薬局の一般事務 有限会社　轟薬局 長野県大町市常盤本郷３５５１
－１５

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 その他の場合
03-6833-5064 シフト制

夏季２日、冬季２日
従業員数

労災

不問
その他の場合

026-226-9485

従業員数 14人

長野県大町市

15人 又は22時00分～9時00分の間
の8時間程度長野県大町市

日常清掃業務（大町市）ザ・
ビッグ信濃大町店

直富商事株式会社 長野県長野市大字大豆島３３９
７－６

接客・調理／１４７号大町店 株式会社　すき家 東京都港区港南二丁目１８番１
号　ＪＲ品川イーストビル５階

労災

不問
その他の場合

026-214-2630 ローテーションによる

従業員数 2人

長野県大町市

℡ 0261-22-0340

ハローワーク大町

大町市大町2715-4

◎ 詳しい内容などについて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。

◎ パート労働者以外で、賃金形態が時給・日給の場合の「賃金額」は、月平均の勤務日数により月額換算した金額で表示していますので実際の勤務状況により異なります。

◎ 労働時間や勤務日数によっては、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、ここに掲載してあっても決定済となっている場合があります。その際はご了承ください。

また、求人内容が変更されている場合がありますので、最新の求人内容をハローワークでご確認ください。

◎ 掲載されている求人の多くは、詳細な内容を「ハローワークインターネットサービス」でご覧いただけます。
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加入保険 休日
必要な免許資格

経験等
職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

◎ 掲載されている求人の多くは、詳細な内容を「ハローワークインターネットサービス」でご覧いただけます。

時給 休日 水日

(1)9時00分～15時00分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めなし

パート労働者 850円～1,000円 20120- 1569001 就業場所 ＰＣへの入力業務

日給 変形（1年単位） 休日 他 普通自動車運転免許

(1)8時15分～17時00分 週休2制 その他 中型自動車免許

7,000円～8,000円 自動二輪車免許

TEL
雇用期間の定めなし

正社員以外 152,600円～174,400円 20120- 1571101 就業場所

時給 休日 他 普通自動車運転免許

(1)8時15分～17時15分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 900円～1,200円 20120- 1572401 就業場所

月給 変形（1年単位） 休日 日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時00分～17時00分 週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 240,000円～300,000円 20120- 1562901 就業場所

月給 変形（1年単位） 休日 日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時00分～17時00分 週休2制 その他 第二種電気工事士

第一種電気工事士

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 240,000円～300,000円 20120- 1563101 就業場所

時給 休日 他

(1)6時30分～10時30分 週休2制 その他

(2)13時00分～21時30分
TEL (3)16時00分～21時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

パート労働者 1,000円～1,000円 20120- 1564401 就業場所

月給 変形（1年単位） 休日 他 普通自動車運転免許

(1)6時00分～22時00分 週休2制 その他

(2)7時00分～16時00分
TEL (3)13時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

正社員 185,100円～255,100円 20120- 1565701 就業場所

月給 変形（1年単位） 休日 他

(1)6時00分～22時00分 週休2制 その他

(2)7時00分～16時00分
TEL (3)13時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

正社員 185,100円～255,100円 20120- 1566801 就業場所

時給 休日 他

週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

パート労働者 1,000円～1,500円 20120- 1567201 就業場所 実務経験あれば尚可

時給 交替制あり 休日 他

(1)7時00分～10時00分 週休2制 その他

(2)16時00分～22時00分
TEL (3)13時00分～22時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

パート労働者 900円～900円 20120- 1568501 就業場所

日給 休日 他 普通自動車運転免許

(1)8時00分～17時00分 週休2制 毎　週 準中型自動車免許

8,000円～10,000円 中型自動車免許

TEL 大型自動車免許

雇用期間の定めなし

正社員 179,200円～224,000円 20020-13048201 就業場所

時給 休日 土日 普通自動車運転免許

(1)9時30分～17時15分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 1,105円～1,105円 20070- 5885701 就業場所

時給 休日 日他

週休2制 毎　週
ホームヘルパー２級

TEL 介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 900円～1,200円 20010-13761201 就業場所

時給 休日 土日祝他

(1)9時00分～16時00分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めなし

パート労働者 900円～900円 20020-13001101 就業場所

月給 休日 土日祝他

(1)8時30分～17時15分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 139,500円～139,500円 20020-13002401 就業場所

時給 休日 土日 普通自動車運転免許

(1)8時00分～12時00分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

パート労働者 1,200円～1,200円 20120- 1555901 就業場所

時給 休日 月他 普通自動車運転免許

(1)10時00分～15時00分 週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めなし

パート労働者 900円～900円 20120- 1556101 就業場所

月給 変形（1年単位） 休日 他 普通自動車運転免許

(1)8時00分～17時00分 週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 180,000円～300,000円 20120- 1557401 就業場所

障がい者の直接支援・相談
支援等の業務

３０ｋｇ入りの米袋の積み
おろし経験あれば尚よい

パソコン操作（ワード、エ
クセル）
設備保全やリフト係員など
実務経験あれば尚可

中型自動車免許と二輪免許
が無い方は入社後に取得

介護・福祉の資格について
は仕事内容欄を参照

建設業経験
（パソコン、ＣＡＤの経験
あれば尚可）

求人に関する特記事項を参
照

電気工事実務経験
（ＣＡＤ経験あれば尚可）

普通自動車運転免許あれ
ば尚可

自動車関係全般についての
経験

＊２０１７年３月１２日以
降の取得は準中型免許が必
要です

普通自動車運転免許あれ
ば尚可

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
その他の場合

0261-72-3685

従業員数 10人

長野県北安曇郡白馬村

教習指導員見習及び教習指導
員

株式会社　公認大町
自動車教習所

長野県大町市平１１９３

事務職 株式会社　大国屋 長野県北安曇郡白馬村大字北城
１３９３－１

雇用・労災

不問
その他の場合

0261-22-2117 ローテーション。有給休暇
は法定通り付与

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

45歳
以下 その他の場合

月額換算額
0261-22-1510 変形労働制のため、交替制

での休日となる。
従業員数 30人

長野県大町市

34人

長野県大町市

【正社員】給排水工事・管工
事施工管理および現場作業

株式会社　黒部電業
舎

長野県大町市大町５０９５－２
０

デイサービス職員 特定非営利活動法人
ぽれぽれ野の花

長野県大町市大町１６９８－７

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 その他の場合
0261-22-7771 会社カレンダーあり

第２・４土曜日休み。年末
年始、夏季休暇。

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 その他の場合
0261-22-7771 会社カレンダーあり

第２・４土曜日休み。年末
年始、夏季休暇。

従業員数 10人

長野県大町市

10人

長野県大町市

サービススタッフ 立山プリンスホテル
（有限会社　湖畔観
光事業）

長野県大町市平２８８４－１０

【正社員】電気工事作業員 株式会社　黒部電業
舎

長野県大町市大町５０９５－２
０

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～40
歳

その他の場合
0261-22-5131 シフト制。変形労働時間制

（１年単位）で休日は月６
～１３日

従業員数

労災

不問
その他の場合

0261-22-5131 シフト制。出勤日・休日は
面談の上で決定します。
有給休暇は法定通り付与

従業員数 45人

長野県大町市

45人 又は6時00分～22時00分の間
の8時間程度長野県大町市

【正社員】サービススタッフ 立山プリンスホテル
（有限会社　湖畔観
光事業）

長野県大町市平２８８４－１０

【正社員】フロントサービス
課スタッフ

立山プリンスホテル
（有限会社　湖畔観
光事業）

長野県大町市平２８８４－１０

労災

不問
その他の場合

0261-22-5131 シフト制。出勤日・休日は
面談の上で決定します。
有給休暇は法定通り付与。

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 その他の場合
0261-22-5131 シフト制。変形労働時間制

（１年単位）で休日は月６
～１３日

従業員数 45人

長野県大町市

45人 又は6時00分～18時00分の間
の5時間程度長野県大町市

フロントスタッフ補助【急
募】

立山プリンスホテル
（有限会社　湖畔観
光事業）

長野県大町市平２８８４－１０

調理補助　≪急募≫ 立山プリンスホテル
（有限会社　湖畔観
光事業）

長野県大町市平２８８４－１０

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～59
歳

その他の場合

月額換算額
0263-97-2119 月８日の休日

平日勤務については相談に
応じます。

従業員数

労災

不問
その他の場合

0261-22-5131 シフト制。出勤日・休日は
面談の上で決定します。
有給休暇は法定通り付与。

従業員数 45人

長野県大町市

1人

長野県北安曇郡白馬村

地域担当（配送・営業）池田
センター

生活協同組合　コー
プながの

長野県長野市篠ノ井御幣川６６
８番地

車輛運搬（レッカー作業） 有限会社　野田レッ
カー

長野県東筑摩郡山形村４１６１
－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
その他の場合

026-261-1200

従業員数 47人

長野県北安曇郡池田町

介護職員（大町市） 社会福祉法人　暖家 長野県長野市若里２－１０－１

雇用・労災

不問
その他の場合

0263-75-9864 夏季・冬季

従業員数

労災

不問
その他の場合

026-226-9485

従業員数 14人 又は8時30分～17時30分の間
の6時間程度長野県大町市

3人

長野県大町市

生活支援員 株式会社　友律 長野県安曇野市穂高北穂高１８
１１番地９

職業指導員・生活支援員 株式会社　友律 長野県安曇野市穂高北穂高１８
１１番地９

その他

不問
その他の場合

0261-22-4813

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 その他の場合
0263-75-9864

従業員数 3人

長野県大町市

0人 又は8時00分～18時00分の間
の4時間程度長野県大町市

手打ちそば店のホール接客・
洗い場・掃除等

安曇野　翁 長野県北安曇郡池田町大字中鵜
３０５６－５

籾すり作業、玄米の運搬【期
間雇用】

まるいち（小林幸
子）

長野県大町市平二ツ屋２５５３
－３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 その他の場合
0261-75-2452 シフト制

従業員数

雇用・労災

不問
その他の場合

0261-62-1017 月曜定休。第三火曜休。

従業員数 1人 又は10時00分～15時00分の間
の4時間以上長野県北安曇郡池田町

3人 又は7時00分～18時00分の間
の8時間程度長野県北安曇郡白馬村

索道・圧雪・施設設備管理関
連業務《トライアル雇用併
用》

株式会社　Ｂｌｕｅ
Ｒｅｓｏｒｔ白馬さ
のさか

長野県北安曇郡白馬村大字神城
４５８
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加入保険 休日
必要な免許資格

経験等
職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

◎ 掲載されている求人の多くは、詳細な内容を「ハローワークインターネットサービス」でご覧いただけます。

時給 交替制あり 休日 他

(1)6時15分～11時00分 週休2制 その他

(2)17時00分～21時00分
TEL

雇用期間の定めなし

パート労働者 1,000円～1,000円 20120- 1558701 就業場所

月給 休日 水日 普通自動車運転免許

(1)8時00分～17時00分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 182,010円～279,020円 20120- 1559801 就業場所

時給 休日 日他

(1)9時00分～15時00分 週休2制 毎　週

(2)9時00分～12時00分
TEL (3)13時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

パート労働者 850円～1,500円 20120- 1560301 就業場所 実務経験あれば尚可

月給 休日 日他

(1)8時00分～17時00分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 170,000円～280,000円 20120- 1561601 就業場所 実務経験あれば尚可

レストランホール経験があ
る方優遇

８トン限定中型自動車免
許

レストラン業務 株式会社　シェラリ
ゾートホテルズ

長野県北安曇郡白馬村大字北城
１４８６３－６

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
その他の場合

0261-72-3685

従業員数

労災・健康

不問
その他の場合

0261-72-3250 相談の上、勤務時間と勤務
日を決定後にローテーショ
ンによる。有給休暇は法定
通り付与

従業員数 30人 又は6時00分～21時59分の間
の4時間以上

10人

ヘルパー職 特定非営利活動法人
白馬の風

長野県北安曇郡白馬村神城２４
１９９－７７

配送ドライバー 株式会社　大国屋 長野県北安曇郡白馬村大字北城
１３９３－１

労災

不問
その他の場合

0261-85-2970 年末年始。土、祝の休みに
ついて相談可能。有給休暇
は法定通り付与

従業員数 8人 又は9時00分～17時00分の間
の5時間程度長野県北安曇郡白馬村

8人

長野県北安曇郡白馬村

ヘルパー職【トライアル雇用
併用求人】

特定非営利活動法人
白馬の風

長野県北安曇郡白馬村神城２４
１９９－７７

雇用・労災・
健康・厚生不問

その他の場合
0261-85-2970 年末年始（12/30～1/3）土

曜出勤の場合もあり
従業員数

この求人情報は、概ね１週間に新規で受理した求人を掲載しています。

次回の発行は１０月９日（金）の予定です。

◎ 面接には、ハローワークの『 紹介状 』が必要です。紹介状の発行には事前の求職登録が必要となります。

詳しくはハローワークの紹介窓口までお問合せください。

☆ 【大北地域の求人情報】

◆ 北アルプス広域連合（http://www.kita-alps.omachi.nagano.jp) （大北地域のみ２週分掲載）

◆ 大町市役所（http://www.city.omachi.nagano.jp) 「おすすめからさがす」→「求人情報」

（大北地域及び安曇野市分掲載）の各ホームページで、ＰＤＦ形式により掲載しています。

◆ 小谷村役場（http://www.vill.otari.nagano.jp) 「暮らしの情報」→「お知らせ」→「求人情報」 （大北地域のみ掲載）

週刊求人情報をご覧の皆様へ

日頃から、ハローワーク大町をご利用いただき、ありがとうございます。

ご希望の条件に見合う、または気になる求人募集は見つかりましたか。

応募にあたっては、事業所や求人内容を知ること、ご自身の強み・弱みを整理し募集内容に合わせたアピールポイントを明確にする

等、周到な準備は必要不可欠となります。

職業相談窓口では、ご自身のご希望等をお聞きしながら、全国のハローワークで保有している最新の求人情報の提供の他、以下の

サービスを実施しています。

① 事業所情報、求人への応募状況の提供、② 事業所への求人条件に係る確認、③ 応募連絡、紹介状の交付、④ 応募書類（履歴書・職

務経歴書、添え状等）の作成支援、⑤ 面接に関するアドバイス等

応募したい求人がうまく探せない、事業所へ独自に応募はしているもののなかなか採用に至らないという方は、一度ハローワークの

窓口で相談してみませんか。

『応募前事前事業所見学』をしてみませんか！

応募について検討中の求人募集について、実際の求人現場を

見学することにより、ミスマッチが縮小されイメージがより具

体化し応募しやすくなります。

ハローワークでは、皆さまのご希望により、求人事業所と調

整のうえ『応募前事前事業所見学』を実施しております。

気になる求人募集がありましたら、是非、ご検討いただき、

総合案内へお申し出ください。

裏面

公共職業訓練とミニ面接会

のお知らせ
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加入保険 休日
必要な免許資格

経験等
職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

◎ 掲載されている求人の多くは、詳細な内容を「ハローワークインターネットサービス」でご覧いただけます。

【公共職業訓練（３ヶ月コース）のご案内】

◎パソコン基礎科

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ

１級～３級の資格取得を目指します！

・訓練期間 令和２年１１月１３日（金）～令和３年２月１８日（木）

・訓練施設 大北高等職業訓練校（大町市大町１０５８－１３）

・受講料 無料（教科書代等は自己負担）

・募集締切 １０月２３日（金）

・選考日 １０月３０日（金）

・選考場所 長野県松本技術専門校（松本市寿北７丁目１６番１号）

１０月２２日（木）までにハローワーク相談窓口でご相談ください

※ハローワークへの求職登録、受講申込書の提出、入校選考等がございま

すので、詳しくは紹介窓口までお問い合わせください。

【公共職業訓練（３ヶ月コース）のご案内】

◎医科・歯科 医療事務科

メディカルクラーク（医科・歯科）資格を取得し、

医療事務分野への就職を目指します！

・訓練期間 令和２年１０月２８日（水）～令和３年１月２７日（水）

・訓練施設 （株）ニチイ学館 松本支店

（松本市深志２－５－２６ 松本第一ビル １Ｆ）

・受講料 無料（教科書代等は自己負担）

・募集締切 １０月１２日（月）

・選考日 １０月１９日（月）

・選考場所 長野県松本技術専門校（松本市寿北７丁目１６番１号）

１０月９日（金）までにハローワークにご相談ください

※ハローワークへの求職登録、受講申込書の提出、入校選考等がございま

すので、詳しくはハローワーク紹介窓口までお問い合わせください。

【ミニ面接会のご案内】

事業所担当者から会社の概要や求人内容について、直接話を聞き、相談できる大変

良い機会になります。ぜひ、お気軽にご参加ください！

【参加事業所】

株式会社 グローバル警備保障

事業内容 工事現場、イベント会場、商業店舗等の警備業務

就業場所 大北地域・安曇野地域

・開催日時 令和２年１０月１４日（水） １０：００～１１：３０

・開催場所 ハローワーク大町 ２階 会議室

・求人職種 交通誘導警備員・駐車場警備員

求人番号：２００７０－４３０３５０１（正社員）

２００７０－４３１１５０１（パート）

・持ち物 履歴書・紹介状

※参加には事前に予約が必要です。また、紹介状の発行には求職申込が必要です。詳

しくは相談窓口にてお尋ねください。

【ミニ面接会のご案内】

事業所担当者から会社の概要や求人内容について、直接話を聞き、相談できる大変良

い機会になります。ぜひ、お気軽にご参加ください！

【参加事業所】

株式会社 鹿島槍（鹿島槍スキー場）

事業内容 スキー場の運営

就業場所 大町市平鹿島槍黒沢高原２０４９０番地４

・開催日時 令和２年１０月１９日（月） １３：３０～１５：３０

・開催場所 ハローワーク大町 ２階 会議室

・求人職種 ○リフト ○レンタル ○売店 ○チケット発券・総合案内

○駐車場 ○レストラン ○調理 ○送迎バス運転

○降雪 ○整備・安全管理・監視等 ○清掃 等

・持ち物 履歴書・紹介状

※参加には事前に予約が必要です。また、紹介状の発行には求職申込が必要です。詳し

くは相談窓口にてお尋ねください。

★履歴書について★

「履歴書」は、求人募集企業へ応募する際に提出する「応募書類」として最も一般的に用いられる書類です。単なる応募の申込みや手続きを行うためだけの書類ではなく、応募

先企業の採用担当者がその内容を見て採用・不採用の判断に使われる「審査書類」としても位置付けられます。このため、履歴書だけでも採用担当者へアピールできるようにしな

ければなりません。

日付 面接当日の日付を記入。郵送する場合は投函日を記入。

写真 最近３カ月以内に写した証明写真。モノクロ又はカラーで、枠にぴったりの大きさで貼る。

住所 郵便番号は７ケタ、マンション・アパートの名称、部屋番号まで正確に記入。

学歴 学校名は略さず、学部学科名まで正確に記入。

職歴 古いものから順番に記入し、会社名は略さず、正式名称を記入。入退社は年月を間違えないように。アルバイト・パートタイムも記入。

免許・資格 取得した順に正式名称で記入。取得予定がある場合はその旨記入。

志望動機など 自己アピールする欄。職務能力、職務貢献、積極性などを記入。

・手書きする場合は、黒のボールペンか万年筆などで丁寧に書きましょう。間違えたら必ず書き直し、誤字・脱字がないかも確認しましょう。

・用いる年号は元号・西暦どちらでも可能ですが、どちらかに統一しましょう。

・内容が職務履歴書と矛盾しないように注意しましょう。

完成した履歴書はコピーしておき、面接前に確認しましょう。また、ハローワーク職業相談窓口では、書類の添削アドバイスなども行っています。ぜひご利用ください。
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