
時給 休日 日他 普通自動車運転免許

(1)7時30分～10時00分 週休2制 毎　週

(2)15時00分～18時00分

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） ヘルパー２級あれば尚可

パート労働者 900円～900円 20010-19855511 就業場所 運転経験

月給 休日 土日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時00分 週休2制 毎　週

189,193円～189,193円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 1,201円～1,201円 20120- 2452011 就業場所

時給 交替制あり 休日 土日他

(1)17時00分～21時00分 週休2制 毎　週

(2)17時00分～20時00分

TEL
雇用期間の定めなし 学習指導の経験あれば尚

可パート労働者 1,300円～1,600円 20120- 2450511 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 休日 他 普通自動車運転免許

(1)7時00分～16時00分 週休2制 その他

(2)9時30分～18時30分

TEL (3)10時00分～19時00分
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- 2438311 就業場所

時給 交替制あり 休日 火他 普通自動車運転免許

(1)6時00分～9時00分 週休2制 その他

(2)10時00分～16時00分

TEL (3)17時00分～22時00分
雇用期間の定めなし

パート労働者 950円～950円 20120- 2439611 就業場所

月給 変形（1年単位） 休日 火他 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～280,000円 20120- 2440811 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 簿記３級以上であれば尚

可正社員 180,000円～280,000円 20120- 2441211 就業場所 経理事務経験者優遇

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

大型自動車免許あれば尚
可

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 180,000円～250,000円 20120- 2442511 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 200,000円～350,000円 20120- 2443411 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 200,000円～300,000円 20120- 2444011 就業場所

日給 休日 日他

(1)8時00分～18時00分 週休2制 その他

7,500円～7,500円
TEL

雇用期間の定めなし

正社員以外 162,750円～162,750円 20120- 2445311 就業場所

日給 休日 日他

(1)8時00分～18時00分 週休2制 その他

7,500円～15,000円
TEL

雇用期間の定めなし

正社員 162,750円～325,500円 20120- 2446611 就業場所

時給 休日 他

(1)14時15分～19時15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 930円～932円 20120- 2448111 就業場所

時給 休日 他 普通自動車運転免許

(1)9時45分～16時30分 週休2制 その他

(2)12時00分～18時45分

TEL (3)14時00分～19時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 880円～880円 20070- 9022411 就業場所

販売・買い取りスタッフ
≪大町店≫

株式会社　スマイル
ネットワーク　長野
本社

長野県長野市青木島町大塚５９
３

その他の場合

026-214-8056 会社シフトによる
休日等はご相談に応じます

従業員数

雇用・労災

不問
その他の場合

0261-22-0415

従業員数 478人

長野県大町市

4人
又は9時45分～19時30分の間
の3時間以上長野県大町市

長野県北安曇郡松川村

調理業務員　≪急募≫
【会計年度任用職員】

市立大町総合病院 長野県大町市大町３１３０

大工又は大工見習い 株式会社　中牧建築 長野県北安曇郡松川村３１８１
－１０

労災

不問

建築作業員 株式会社　中牧建築 長野県北安曇郡松川村３１８１
－１０

一般土木作業員 株式会社　大糸 長野県北安曇郡白馬村大字北城
１－１５

雇用・労災・
健康・厚生

40歳
以下 その他の場合

月給換算額

0261-85-0716 日曜日以外は天候、仕事の
状況による

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生不問

その他の場合

月給換算額

0261-85-0716 日曜日以外は天候、仕事の
状況による

従業員数 4人

長野県北安曇郡松川村

4人

その他の場合

0261-72-5050 年末年始・お盆　等
隔週土曜日休み

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 その他の場合

0261-72-5050 年末年始・お盆　等
隔週土曜日休み

従業員数 35人

長野県北安曇郡白馬村

35人

長野県北安曇郡白馬村

長野県北安曇郡白馬村

土木施工管理技術者
（見習いからも可）

株式会社　大糸 長野県北安曇郡白馬村大字北城
１－１５

営業・店舗運営管理 株式会社　大糸 長野県北安曇郡白馬村大字北城
１－１５

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下

事務職 株式会社　大糸 長野県北安曇郡白馬村大字北城
１－１５

レストラン・宿泊棟の業務
◆ルポゼ白馬

株式会社　大糸 長野県北安曇郡白馬村大字北城
１－１５

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 その他の場合

0261-72-5050 年末年始・お盆　等
隔週土曜日休み

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 その他の場合

0261-72-5050 年末年始・お盆　等
隔週土曜日休み

従業員数 35人

長野県北安曇郡白馬村

30人

その他の場合

0261-72-5050 シフト制、
その他会社カレンダーによ
る従業員数

労災

59歳
以下 その他の場合

0261-72-5050 シフト制、その他会社カレ
ンダーによる。６ヶ月経過
後の年次有給休暇は法定通
り付与。

従業員数 8人

長野県北安曇郡白馬村

8人

長野県北安曇郡白馬村

又は8時30分～18時30分の間
の3時間以上長野県大町市

レストラン・宿泊棟の業務
◆ルポゼ白馬

株式会社　大糸 長野県北安曇郡白馬村大字北城
１－１５

介護員 株式会社　山里舎 長野県大町市美麻字桜台３３６
３－６

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下

学習塾講師（早稲田育英ゼミ
ナール大町教室）

レディマツザカヤ 長野県大町市大町仁科町３３０
０

相談業務及びコーディネート
業務
【会計年度任用職員】

池田町役場 長野県北安曇郡池田町大字池田
３２０３番地６

雇用・労災

不問
その他の場合

0261-29-2840 土日祝の休日についても相
談可能です。６か月経過後
の年次有給休暇は法定通り
付与。

従業員数

労災

不問
その他の場合

0261-23-7474 年次有給休暇は法定通りの
付与。

従業員数 3人

長野県大町市

13人

雇用・労災・
健康・厚生

不問
その他の場合

時給換算額

0261-62-3131 行事等により年に数回、土
日祝何れかの出勤がありま
す（振替休あり）。年末年
始休暇。

従業員数

026-226-9485 出勤日以外は休み

従業員数 13人

長野県大町市

150人

長野県北安曇郡池田町

加入保険 休日
必要な免許資格

経験等

送迎職員（大町市） 社会福祉法人　暖家 長野県長野市若里２－１０－１ 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

保育士、社会福祉士、精
神保健福祉士
臨床心理士、心理師、保
健師、これらのうち何れ
かの資格
実務経験あれば尚可。

あれば尚可：数検、漢
検、英検のうち３級以上

介護職員初任者研修修了
（ヘルパー２級以上）で
あれば尚可

接客・宿泊業経験者優遇
します

パソコン操作（ワード・
エクセル）

土木施工管理技士２級あ
れば尚可

土木施工管理技士１級の
資格者優遇

あれば尚可：大型特殊自
動車免許・車両系建設機
械運転技能等

接客・宿泊業経験者優遇
します

℡ 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

月給 交替制あり 休日 土日祝他

(1)6時00分～15時00分 週休2制 毎　週 栄養士

(2)10時00分～19時00分 調理師

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

正社員以外 153,000円～189,000円 20140- 7489111 就業場所 調理経験があれば尚可

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 大型特殊自動車免許

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 161,000円～285,000円 15100- 2274511 就業場所 経験者優遇

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10分 週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 170,000円～300,000円 15100- 2282211 就業場所

月給 休日 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

186,000円～186,000円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 1,240円～1,240円 20120- 2434211 就業場所

時給 交替制あり 休日 他

(1)5時30分～14時30分 週休2制 その他

877円～1,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL (3)9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし

正社員以外 150,844円～172,000円 20120- 2435511 就業場所

月給 交替制あり 休日 他

(1)5時30分～14時30分 週休2制 その他

(2)8時30分～17時30分

TEL (3)9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし

正社員 160,000円～180,000円 20120- 2436411 就業場所

時給 休日 土日祝他

週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めなし

パート労働者 890円～890円 20120- 2431111 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00分 週休2制 毎　週 ＡＴ限定可

179,500円～179,500円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 1,196円～1,196円 20120- 2432711 就業場所

月給 休日 他 普通自動車運転免許

(1)8時45分～17時15分 週休2制 毎　週 ＡＴ限定可

179,500円～179,500円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 1,196円～1,196円 20120- 2433811 就業場所

時給 交替制あり 休日 日祝他

(1)8時30分～13時00分 週休2制 毎　週

(2)13時00分～17時45分

TEL
雇用期間の定めなし

パート労働者 950円～950円 20120- 2437011 就業場所

診察準備、除菌・滅菌作業 医療法人創志会　金
子歯科医院

長野県大町市大町旭町２９１１
－４

雇用・労災

59歳
以下 その他の場合

0261-23-2200 会社カレンダーによる（平
日は水又は木曜日）夏季休
暇、年末年始休暇従業員数

その他の場合

時給換算額

0261-62-3111 年末年始。
年次有給休暇、特別休暇制
度あり従業員数 55人

長野県北安曇郡松川村

20人

長野県大町市

その他の場合

0261-62-0626 会社カレンダーあり
６カ月経過後の年次有給休
暇は法定通りの付与従業員数 15人

又は8時30分～17時30分の間
の6時間程度長野県北安曇郡松川村

地域おこし協力隊（安曇野ち
ひろ公園内の運営・管理活
動）

松川村役場 長野県北安曇郡松川村７６－５

地域おこし協力隊（ボラン
ティアによる福祉の地域づく
り）

松川村役場 長野県北安曇郡松川村７６－５

雇用・労災・
健康・厚生

不問
その他の場合

時給換算額

0261-62-3111 土・日・祝を含めたシフト
制（週２日休み）
年次有給休暇、特別休暇制
度あり

従業員数 2人

長野県北安曇郡松川村

長野県大町市

印刷機械オペレーター及び検
査、ほか軽作業

有限会社　幸総業 長野県北安曇郡松川村東細野５
７２１－５６４

調理員【大町千里館】 大町千里館（明科建
材株式会社）

長野県大町市社字松崎６８８２
番１

雇用・労災・
健康・厚生

不問

雇用・労災

不問

調理員【大町千里館】 大町千里館（明科建
材株式会社）

長野県大町市社字松崎６８８２
番１

動物飼育員 大町市役所 長野県大町市大町３８８７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 その他の場合

0261-85-2988 勤務表により

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生

59歳
以下 その他の場合

月給換算額

0261-85-2988 勤務表により

従業員数 21人

長野県大町市

21人

その他の場合

時給換算額

0261-22-0420 シフトによる週休２日。
有給休暇は市役所の規定に
より付与されます。従業員数

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 その他の場合

025-552-1131 当社カレンダーによる
＊一斉年休５日あり

従業員数 5人

長野県北安曇郡小谷村

650人

長野県大町市

長野県北安曇郡小谷村

建設機械等メカニック
（整備士）

糸魚川重機工業　株
式会社

新潟県糸魚川市寺島３－１－１

採石場における建設機械車両
運転工

北陸石産株式会社 新潟県糸魚川市大野１２７３番
地

雇用・労災・
健康・厚生不問

（請）調理＜安曇養護学校＞ 株式会社レパスト
長野・山梨支店

長野県諏訪市沖田町２－１　沖
田Ｓビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 その他の場合

025-552-0225 第２・第４土曜日（会社カ
レンダーにより）
＊有給休暇は採用時より付
与します

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生

不問
その他の場合

0266-57-4951 ・冬期・夏期休暇等あり
・学校の休日に合わせて
取っていただきます。従業員数 8人

長野県北安曇郡池田町

2人

建設機械整備技能士、建
設機械運転、自動車整備
士

（マニュアル）※取得見
込みを含む

屋外で働ける体力がある
こと　動物に関心を持っ
ていること

調理業務経験あれば尚可
調理師免許あれば尚可

調理業務経験あれば尚可
調理師免許あれば尚可

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

開催日時 事業所（就業場所）　 募集職種等

１月１１日（火）１０：００～１１：３０
（株）グローバル警備保障
（大北地域・安曇野地域）

　正社員：交通誘導警備員・駐車場警備員
　パート：交通誘導警備員・駐車場警備員

１月２４日（月）１３：００～１５：００
　アルピコタクシー（株）
　大町支社
　（大町市）

　正社員：タクシー乗務員
　　　　（普通二種免許無くても可）

ミニ面接会開催予定表（令和４年１月分）
求人の内容や会社の様子など事業所の担当者から直接話を聞くことができる会社説明会です。

予約制となっておりますので、参加希望の方は職業相談窓口（22-0340）までご連絡ください。

※なお、当日、面接を希望される方は履歴書をお持ちください。

【開催場所】ハローワーク大町２階 会議室

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１月７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。

☆ 【大北地域等の求人情報】 以下の各ホームページで、PDF形式により掲載しています

◆ 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) 「おすすめから探す」→「求人情報」 （大北地域及び安曇野市分掲載）

◆ 小谷村役場（http://www.vill.otari.nagano.jp) 「行政情報はこちらから」→「暮らしの情報」→「お知らせ」→「ハローワーク求人情報」 （大北地域のみ掲載）
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