
№ 職種 年齢 賃金 求人者名 就業時間 加入保険
必要な免許資格

経験等

布団敷き 時給 休日 他

週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 73人

パート労働者 900円～1,000円 20120- 1146421 就業場所 長野県大町市

洗い場 時給 休日 他

(1)6時00分～10時00分 週休2制 その他

(2)18時00分～23時00分

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 73人

パート労働者 890円～960円 20120- 1123621 就業場所 長野県大町市

時給 交替制あり 休日 日祝他

(1)8時00分～12時00分 週休2制 毎週

(2)13時00分～17時00分

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 15人

パート労働者 879円～950円 20120-1128821 就業場所 長野県大町市

時給 休日 日祝他

週休2制 毎週

879円～900円
TEL

雇用期間の定めなし 月給換算額 従業員数 15人

正社員以外 148,375円～151,920円 20120-1129221 就業場所 長野県大町市

時給 交替制あり 休日 他

(1)9時00分～15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 従業員数 15人

パート労働者 879円～1,000円 20120-1130621 就業場所 長野県大町市

時給 交替制あり 休日 他

(1)8時00分～15時00分 週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 15人

パート労働者 879円～900円 20120-1131921 就業場所 長野県大町市

月給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

週休2制 その他

TEL シフト制

雇用期間の定めなし 従業員数 15人

正社員 158,000円～242,000円 20120-1132121 就業場所 長野県大町市

時給 休日 他

週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 15人

パート労働者 879円～900円 20120-1133021 就業場所 長野県大町市

時給 交替制あり 休日 他

(1)10時00分～14時00分 週休2制 その他

(2)17時00分～20時00分

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 15人

パート労働者 879円～1,000円 20120-1134721 就業場所 長野県大町市

月給 変形（1年単位） 休日 他 普通自動車運転免許

週休2制 その他

TEL シフト制

雇用期間の定めなし 従業員数 15人

正社員 238,000円～334,000円 20120-1135821 就業場所 長野県大町市

時給 交替制あり 休日 他 普通自動車運転免許

(1)9時00分～17時00分 週休2制 毎週

(2)8時30分～17時30分

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 従業員数 0人 通勤用に使用

パート労働者 900円～1,126円 20010-7629621 就業場所 長野県大町市

時給 休日 他 普通自動車運転免許

週休2制 毎週

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 従業員数 0人 通勤用に使用

パート労働者 900円～1,126円 20010-7650521 就業場所 長野県大町市

日給 変形（1ヶ月単位） 休日 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 施設警備業務検定２級

9,000円～11,000円 (2)21時00分～6時00分 雑踏警備業務検定２級

TEL 交通誘導警備業務検定２

雇用期間の定めなし 月給換算額 従業員数 47人 指導教育責任者

正社員以外 196,500円～246,500円 20020- 8391721 就業場所 長野県大町市 実務経験

    ◎ この情報は、ハローワーク大町から提供された求人情報の内、①就労場所が「大町市」
　      ②年齢が「不問」又は「18歳以上」などの求人を抜粋し作成した情報です。シニア世代
　      （おおむね60歳以上）限定の求人ではない旨ご了承ください。
 
    ◎ 詳しい内容などについては、必ずハローワーク大町の紹介窓口へお問い合わせ下さい。

    ◎ ハローワークでは、随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合も
　      あります。その際はご了承ください｡

所在地・就業場所 休日

その他の場合

(1)8時00分～17時00分

長野県大町市大町２６８３－１

不問 株式会社  景水（緑翠亭  景
水）

長野県大町市平２８８４番地１３ (1)18時00分～20時00分 労災

その他の場合

社内規定による

1

2

3

4

5

64歳
以下

株式会社  ハーヴェスタ・クリ
エーションズ

雇用・労災・
健康・厚生

送迎がありませんので就業場所
へは各自で出勤をお願いします

その他の場合

不問 株式会社  ハーヴェスタ・クリ
エーションズ

雇用・労災

送迎がありませんので就業場所
へは各自で出勤をお願いします

その他の場合

社内規定による

18歳
以上

株式会社  景水（緑翠亭  景
水）

長野県大町市平２８８４番地１３ 雇用・労災

シフト制。６カ月経過後の年
次有給休暇は法定通りの付
与

    ☆ ハローワーク大町へお出かけの際は、「生涯現役相談センター」で閲覧した旨お伝え下さい。窓口へお繋ぎします。

急募！◆清掃業務
（市立大町総合病院）
【４ｈ】

急募！◆清掃業務
（市立大町総合病院）
【８ｈ】

長野県大町市大町２６８３－１

急募！◆接客スタッフ
（明日香荘）

株式会社  ハーヴェスタ・クリ
エーションズ

長野県大町市大町２６８３－１

0261-22-5501 シフト表による。６ヶ月経過
後の年次有給休暇は法定通
り付与

0261-22-5501

0261-22-3643

0261-22-3643

0261-22-3643 シフト制。６ヶ月経過後の年
次有給休暇は法定通りの付
与

その他の場合

勤務表シフトによる。

不問 雇用・労災

その他の場合

又は9時00分～21時00分の間の4
時間以上

急募！◆おやきの製造
（明日香荘）

株式会社  ハーヴェスタ・クリ
エーションズ

長野県大町市大町２６８３－１

急募！◆接客スタッフ
（明日香荘）

64歳
以下

株式会社  ハーヴェスタ・クリ
エーションズ

長野県大町市大町２６８３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

0261-22-3643

不問 雇用・労災

経験者優遇

その他の場合

7時00分～22時00分の間の8時間
程度

急募！◆宿泊施設の清掃
（明日香荘）

不問 株式会社  ハーヴェスタ・クリ
エーションズ

長野県大町市大町２６８３－１ (1)8時00分～14時00分 雇用・労災

その他の場合

0261-22-3643

0261-22-3643 シフトにより。６ヶ月経過後
の年次有給休暇は法定通り
付与

急募！◆調理補助
（明日香荘）

不問 株式会社  ハーヴェスタ・クリ
エーションズ

長野県大町市大町２６８３－１ 労災

その他の場合

0261-22-3643 シフト制。６ヶ月経過後の年
次有給休暇は法定通りの付
与

急募！◆副支配人
（明日香荘）

64歳
以下

株式会社  ハーヴェスタ・クリ
エーションズ

長野県大町市大町２６８３－１ 雇用・労災・
健康・厚生 あれば尚可：中型自動車免許、大

型自動車免許
その他の場合

人が好きで接客業務経験のある
方。
体力があり明るい接客対応がで
きる方。

7時00分～21時00分の間の8時間
程度

0261-22-3643

介護＜紹介予定派遣＞
信州介護人材誘致定着事業
（大町市）

不問 マンパワーグループ株式会
社  甲信オ フィス

長野県長野市岡田町２１５－１フージャー
ス長野駅前ビル１Ｆ

雇用・労災

その他の場合

週休２日以上のシフト制026-228-1069

介護＜紹介予定派遣＞
信州介護人材誘致定着事業
（大町市）

不問 マンパワーグループ
株式会社  甲信オフィス

長野県長野市岡田町２１５－１
フージャース長野駅前ビル１Ｆ

(1)10時00分～16時00分 労災

その他の場合

週休２日以上のシフト制026-228-1069

交通誘導警備員
（有資格者）〈急募〉

18歳
～69
歳

有限会社  サービス長野 長野県松本市中条２－１５
メゾン・ド・ロワール２０１

雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

ローテーションによる(本人
希望可)｡就業場所によって
は日曜勤務もあるが交代で
対応可能。

0263-35-9440
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№ 職種 年齢 賃金 求人者名 就業時間 加入保険
必要な免許資格

経験等

交通誘導警備員 日給 変形（1ヶ月単位） 休日 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 原動機付自転車免許

7,800円～11,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL

雇用期間の定めなし 月給換算額 従業員数 47人

正社員以外 167,700円～236,500円 20020- 8392821 就業場所 長野県大町市

時給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 11人

パート労働者 950円～1,100円 20020- 8410721 就業場所 長野県大町市

月給 変形（1ヶ月単位） 休日 他 普通自動車運転免許

週休2制 その他 調理師

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 16人

正社員以外 220,000円～300,000円 20020- 8418121 就業場所 長野県大町市

時給 休日 他

週休2制 毎週

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 114人

パート労働者 880円～880円 23020-28741621 就業場所 長野県大町市

月給 変形（1ヶ月単位） 休日 土日祝他

(1)8時30分～17時10分 週休2制 毎週

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 25人

正社員 230,000円～276,000円 20010- 7265921 就業場所 長野県大町市

月給 交替制あり 休日 他

(1)5時15分～14時15分 週休2制 毎週

(2)9時30分～18時30分

TEL (3)7時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 4人

正社員以外 161,000円～220,000円 20010- 7350421 就業場所 長野県大町市

月給 交替制あり 休日 他

(1)5時15分～14時15分 週休2制 毎週

(2)9時30分～18時30分

TEL (3)7時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 4人

正社員以外 156,000円～220,000円 20010- 7351321 就業場所 長野県大町市

時給 休日 他 普通自動車運転免許

週休2制 毎週

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 従業員数 0人 通勤用に使用

パート労働者 900円～1,126円 20010- 7405821 就業場所 長野県大町市

時給 交替制あり 休日 土日他

(1)6時00分～15時00分 週休2制 毎週

890円～970円 (2)15時00分～0時00分

TEL (3)21時00分～6時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 月給換算額 従業員数 721人

正社員以外 151,656円～165,288円 20010- 7492321 就業場所 長野県大町市

時給 変形（1ヶ月単位） 休日 土日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時00分～17時00分 週休2制 毎週 第二種電気工事士

(2)8時30分～17時30分 ２級ボイラー技士

TEL (3)7時30分～16時30分 危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 3人

パート労働者 930円～930円 20020- 8020421 就業場所 長野県大町市

月給 休日 土日祝他 普通自動車運転免許

(1)9時15分～17時00分 週休2制 毎週 （自家用車使用）

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 32人

正社員 180,000円～240,000円 20020- 8027821 就業場所 長野県大町市

構内運転手（大型トラック） 月給 変形（1ヶ月単位） 休日 他 普通自動車運転免許

(1)8時00分～16時00分 週休2制 その他 大型自動車免許

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 41人

正社員 201,000円～245,000円 20120- 1014821 就業場所 長野県大町市

フォークリフト作業員 月給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

(1)8時00分～16時00分 週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 41人

正社員 201,000円～245,000円 20120- 1015221 就業場所 長野県大町市

調理員 日給 交替制あり 休日 他

週休2制 毎週

7,200円～7,600円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 月給換算額 従業員数 8人

正社員以外 146,880円～155,040円 20120- 1017421 就業場所 長野県大町市 実務経験あれば尚可

月給 休日 日他

週休2制 毎週

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 238人

正社員以外 162,400円～162,400円 20120- 1024521 就業場所 長野県大町市

月給 休日 日他

週休2制 毎週

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 238人

正社員以外 173,400円～173,400円 20120- 1025421 就業場所 長野県大町市

18歳
～69
歳

有限会社  サービス長野 長野県松本市中条２－１５ メゾン・ド・ロ
ワール２０１

雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

ローテーションによる(本人
希望可)｡就業場所によって
は日曜勤務もあるが交代で
対応可能。

いずれの運転資格のない方もご
相談下さい。特記事項参照

大町市  旅館の夜勤フロントスタッフ
（宿直）

18歳
以上

株式会社  ドリームホテル 長野県松本市大手２丁目１－９松本大手
ビル  ３Ｆ

労災

その他の場合

希望に応じ、シフトで決定し
ます。
土・日・祝日に勤務出来る
方、歓迎します。

20時00分～10時00分の間の8
時間程度

0263-35-9440

0263-39-7101

大町市  旅館の調理人
（社員）

不問 株式会社  ドリームホテル 長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル  ３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

勤務シフトにより変動
休日希望日があれば、それ
を考慮しシフト作成しま す。

調理師免許、その他料理関係の
資格や経験

6時00分～22時00分の間の8時
間程度

0263-39-7101

早朝品出し担当
／ザ・ビッグ信濃大町店

不問 イオンビッグ  株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅５－ ２５－８
第二友豊ビル７Ｆ

(1)5時00分～9時00分 労災

その他の場合052-533-6810

事業用電気工作物の保安業務
（大町市）

64歳
以下

一般財団法人  中部電気保
安協会長野支店

長野県長野市桐原１－５－８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許 第三種電気
主任技術者第一種電気工事士
※特記事項欄参照
電気主任技術者として事業用電
気工作物の工事、維持、運用に関
する実務に通算して５年以上の
従事者。

その他の場合

・夏季休暇：６月～９月
（３日間）
・年末年始休暇：１２月２ ９日
～１月３日

（嘱）栄養士（大町市）れんげ荘 不問 日清医療食品株式会社  中
部支店

長野県長野市栗田源田窪１００ ０－１  長
栄長野東口ビル７階

雇用・労災・
健康・厚生

栄養士

その他の場合

026-241-4991

026-269-6710 １週２休制（曜日に関わらず）

（嘱）調理師（大町市）れんげ荘 不問 日清医療食品株式会社  中
部支店

長野県長野市栗田源田窪１００ ０－１  長
栄長野東口ビル７階

雇用・労災・
健康・厚生

調理師

その他の場合

026-269-6710 １週２休制（曜日に関わらず）

介護＜紹介予定派遣＞
信州介護人材誘致定着事業
（大町市）

不問 マンパワーグループ株式会
社  甲信オ フィス

長野県長野市岡田町２１５－１フージャー
ス長野駅前ビル１Ｆ

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災

その他の場合

週休２日以上のシフト制026-228-1069

（フルタイムパート）食品製造機械オペ
レ
（北アルプス大町工場）大町市

18歳
以上

株式会社  みすずコーポレー
ション

長野県長野市若里１６０６ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

026-226-1671 会社カレンダーによる。年末
年始、お盆休み

設備管理
（大町市・大町合同庁舎）

不問 株式会社  サニウェイ  松本
営業所

長野県松本市白板１－９－２６ 雇用・労災

その他の場合

消防設備士、冷凍機械責任者、ビ
ル管理

0263-35-3344 勤務表による（月１８日休み）
年末年始

商工会議所共済・
福祉制度推進スタッフ
【大町分室】

64歳
以下

アクサ生命保険  株式会社
松本営業所

長野県松本市中央１－２３－１
松本商工会館２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

年末年始・夏季休暇：５日・私
傷病休暇：５日
＊有給休暇：初年度、２年目
以降とも２０日

又は9時15分～17時00分の間の6
時間

64歳
以下

株式会社ダイショウ大町支店 長野県大町市常盤６９０５－７ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

0263-36-5483

0261-22-0139 １ヶ月７休。お盆、年末年始。

64歳
以下

株式会社ダイショウ大町支店 長野県大町市常盤６９０５－７ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許

その他の場合

不問 社会福祉法人  周厚会 長野県大町市平１９５５番地９ ７１ 雇用・労災・
健康・厚生 調理師免許あれば資格手当の対

象になります
その他の場合

シフトによる。

又は5時30分～19時30分の間の8
時間程度

0261-22-0139 １ヶ月７休。お盆、年末年始。

0261-23-0722

地域限定社員
（パッケージ関連職）
◆トライアル雇用併用求人

61歳
以下

ホクト株式会社  大
町きのこセンター

長野県大町市大字大町３５００
－２

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の場合

勤務表による（日曜とその他
の曜日1日休み、土曜は月1
～2回休み可（応相談）夏季・
冬季休暇

0261-26-3555

地域限定社員
（きのこ栽培作業員）
◆トライアル雇用併用求人

61歳
以下

ホクト株式会社  大町きのこ
センター

長野県大町市大字大町３５００
－２

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の場合

勤務表による（日曜とその他
の曜日1日休み、土曜は月1
～2回休み可（応相談）夏季・
冬季休暇

0261-26-3555

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

所在地・就業場所 休日
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№ 職種 年齢 賃金 求人者名 就業時間 加入保険
必要な免許資格

経験等

時給 休日 日他

週休2制 毎週

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 238人

パート労働者 915円～915円 20120- 1026321 就業場所 長野県大町市

土木作業員 日給 株式会社  長屋組 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

12,000円～15,500円
TEL

雇用期間の定めなし 月給換算額 従業員数 24人

正社員 270,000円～348,750円 20120- 1027621 就業場所 長野県大町市

現場管理者および職長 月給 株式会社  長屋組 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 毎週

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 24人

正社員 300,000円～450,000円 20120- 1028921 就業場所 長野県大町市

一般事務 月給 変形（1年単位） 休日 日他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時35分 週休2制 その他 ＡＴ限定可

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 15人

正社員 160,000円～180,000円 20120- 1038021 就業場所 長野県大町市

トラック運転手  ≪急募≫ 月給 変形（1年単位） 休日 日他

(1)8時00分～17時25分 週休2制 その他

玉掛技能者

TEL 中型自動車免許

雇用期間の定めなし 従業員数 4人 大型自動車免許あれば尚

正社員 190,000円～220,000円 20120- 1039721 就業場所 長野県大町市 ユニック操作、玉掛け

日給 有限会社  伊藤建材 休日 日他 普通自動車運転免許

週休2制 その他

9,000円～17,000円
TEL

雇用期間の定めなし 月給換算額 従業員数 7人

正社員 206,100円～389,300円 20120- 1054721 就業場所 長野県大町市

薬剤師 月給 有限会社  林薬局 休日 日祝他

週休2制 毎  週

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 26人

正社員 350,000円～450,000円 20120- 1056221 就業場所 長野県大町市

客室接待係（仲居） 時給 休日 他

(1)6時00分～10時00分 週休2制 その他

(2)15時00分～22時00分

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 50人

パート労働者 1,000円～1,100円 20120- 1058421 就業場所 長野県大町市

館内清掃 時給 休日 他

週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 50人

パート労働者 900円～950円 20120- 1059321 就業場所 長野県大町市

客室清掃（週５日） 時給 休日 他

週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 30人

パート労働者 1,000円～1,000円 20120- 1060121 就業場所 長野県大町市

夕食レストランスタッフ 時給 休日 他

週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 30人

パート労働者 1,000円～1,250円 20120- 1061021 就業場所 長野県大町市

時給 変形（1年単位） 休日 日祝他

(1)17時15分～1時45分 週休2制 その他

1,300円～1,300円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 月給換算額 従業員数 71人

正社員以外 225,225円～225,225円 20120- 1066421 就業場所 長野県大町市

時給 変形（1年単位） 休日 日祝他

(1)9時00分～17時30分 週休2制 その他

1,000円～1,000円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 月給換算額 従業員数 71人

正社員以外 173,250円～173,250円 20120- 1067321 就業場所 長野県大町市

配車業務 時給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

(1)12時00分～19時00分 週休2制 毎  週

(2)19時00分～7時00分

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 39人

パート労働者 900円～900円 20120- 1072221 就業場所 長野県大町市

時給 手打ちそば  野の花 休日 水木金土他

週休2制 毎  週

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 1人

パート労働者 900円～900円 20120- 1079021 就業場所 長野県大町市

出荷・在庫管理 時給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

(1)7時30分～16時30分 週休2制 毎  週

1,000円～1,000円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 月給換算額 従業員数 100人

正社員以外 166,400円～166,400円 20120- 1082421 就業場所 長野県大町市

小型移動式クレーン運転技能者

その他の場合

33

64歳
以下

長野県大町市大町３３５３－イ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

あれば尚可：大型自動 車・大型特
殊自動車・建設機械  等

所在地・就業場所

0261-22-0508 １年単位の変形労働時間制
の取決めに準ずる
（会社カレンダーによる）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

きのこ栽培作業員
（パッケージ関連）

61歳
以下

ホクト株式会社  大町きのこ
センター

長野県大町市大字大町３５００
－２

8時30分～17時30分の間の5時間
以上

その他の場合

勤務表による（日曜日とその
他の曜日１日休み、土曜日は
月１～２回休み可（応相談）

0261-26-3555

64歳
以下

長野県大町市大町３３５３－イ 雇用・労災・
健康・厚生 １級または２級の土木施工管理技

士あれば尚可
その他の場合

土木施工管理技士または実務経
験者であれば尚可

64歳
以下

株式会社  井内工務
店

長野県大町市大町４８０２－６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の場合

当社年間ｶﾚﾝﾀﾞｰ有｡年2～3回
程度､祝日の出勤あり｡土曜は
ほぼ隔週休(お盆や繁忙期等を
除く)

（建設関連の事務経験あれば尚
可）

0261-22-0508 １年単位の変形労働時間制
の取決めに準ずる
（当社カレンダーによる）

0261-22-1126

一般土木作業及び除雪
【トライアル雇用併用求人】

64歳
以下

長野県大町市大町７０２５－９ (1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

年末年始・お盆。第２・４土曜
日休み
（※天候等により休日変動）

34

35

64歳
以下

株式会社  井内工務店 長野県大町市大町４８０２－６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳
以下

長野県大町市大町３１７２－１
１

(1)9時00分～18時00分 雇用・労災・
健康・厚生

薬剤師

その他の場合

不問 有限会社  黒部ビューホテル 長野県大町市平大町２８９１－ ２  大町
温泉郷

労災

実務経験あれば尚可

その他の場合

不問 有限会社  黒部ビューホテル 長野県大町市平大町２８９１－
２  大町温泉郷

(1)8時45分～15時00分 労災

その他の場合

ローテーションによりま す。
６ヶ月経過後の年次有給休
暇は週所定労働日数に応じ
て付与

不問 ホテルルートイン信濃大町駅
前

長野県大町市大町３１６７－７ (1)9時30分～15時00分 雇用・労災

その他の場合

050-5576-7888 休日は１カ月毎のシフト制
（平日）になります。

18歳
以上

ホテルルートイン信濃大町駅
前

長野県大町市大町３１６７－７ (1)17時00分～21時30分 労災

その他の場合

050-5576-7888 １カ月毎のシフト制による年
次有給休暇は法定通り付与

製造ラインの検査（夜間）急募 18歳
以上

アルプスウォーター株式会社 長野県大町市平２６５１－５ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

原則として土曜出勤は年間
平均月２回としています。

0261-23-6898

18歳
～64
歳

アルプス第一交通株式会社 長野県大町市大町３１６８番地 雇用・労災

その他の場合

又は8時00分～7時00分の間の5時
間以上

0261-22-0720

製造ラインの検査（日勤）
急募

不問 アルプスウォーター
株式会社

長野県大町市平２６５１－５ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

0261-23-6898

そば店のホール係および調理補助等 不問 長野県大町市平８０００－５０ １ (1)10時30分～13時30分 労災

飲食業または接客業での実務経
験あれば尚可

その他の場合

正月休みは、元旦と２日で
す。
年次有給休暇は法定通りの
付与。

不問 株式会社アサヒコアルプス大
町工場

長野県大町市常盤９７２６－２ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

ローテーション

0261-23-3684

0261-21-1355

0261-22-1126 当社年間カレンダーによる。

0261-23-5626 あれば尚可：大型特殊自動車、車
両系建設機械運
転技能など

0261-22-0151 日曜日と祝日は当番あり。
他、休日、曜日は、相談の上
決定します。

0261-22-3515 ローテーションによりま す。
年次有給休暇は法定通り付
与

0261-22-3515

30

31

32

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
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原則として土曜出勤は年間
平均月２回としています。

シフトによる。勤務日数につ
いて相談に応じます。

休日



№ 職種 年齢 賃金 求人者名 就業時間 加入保険
必要な免許資格

経験等

製造補助【日勤】≪急募≫ 時給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

(1)8時00分～17時00分 週休2制 毎週

930円～930円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 月給換算額 従業員数 100人

正社員以外 158,472円～158,472円 20120- 1083321 就業場所 長野県大町市

土木・建築現場技術者 月給 株式会社  峯村組 変形（1年単位） 休日 日祝他

(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 従業員数 25人

正社員 220,000円～380,000円 20120- 1084621 就業場所 長野県大町市

土木建築現場技術者の補助 月給 株式会社  峯村組 変形（1年単位） 休日 日祝他

(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 従業員数 25人

正社員 220,000円～320,000円 20120- 1085921 就業場所 長野県大町市

土木・建築現場の測量業務 月給 株式会社  峯村組 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 下記のどちらかの資格必

測量士補、測量士

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 25人

正社員 240,000円～340,000円 20120- 1086121 就業場所 長野県大町市

月給 株式会社  峯村組 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 測量士補

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 25人

正社員 200,000円～320,000円 20120- 1087021 就業場所 長野県大町市

製造補助【夜勤】《急募》 時給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

(1)19時00分～4時00分 週休2制 毎週

930円～930円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 月給換算額 従業員数 100人

正社員以外 207,994円～207,994円 20120- 1088721 就業場所 長野県大町市

時給 休日 他

(1)17時00分～20時00分 週休2制 毎週

(2)18時00分～21時00分

TEL (3)19時00分～22時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 100人

パート労働者 900円～900円 20120- 1089821 就業場所 長野県大町市

土木作業員 日給 休日 日祝他

週休2制 その他

10,000円～16,000円
TEL

雇用期間の定めなし 月給換算額 従業員数 3人

正社員 220,000円～352,000円 20120- 1093921 就業場所 長野県大町市

看護師・准看護師 時給 変形（1ヶ月単位） 休日 他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時30分 週休2制 毎週

1,255円～1,255円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 月給換算額 従業員数 8人

正社員以外 213,852円～213,852円 20120- 1096721 就業場所 長野県大町市

包装工【急募】 時給 休日 土日祝他

週休2制 毎週

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 87人

パート労働者 930円～930円 20120-1099521 就業場所 長野県大町市

歯科衛生士 月給 横澤歯科医院 休日 日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～18時00分 週休2制 その他 歯科衛生士

(2)8時30分～13時00分

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 3人

正社員 210,000円～210,000円 20120-1100021 就業場所 長野県大町市 歯科衛生士実務経験

歯科衛生士 時給 横澤歯科医院 休日 日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～13時00分 週休2制 その他 歯科衛生士

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 3人

パート労働者 1,200円～1,200円 20120-1102821 就業場所 長野県大町市 歯科衛生士実務経験

時給 休日 月金他

週休2制 毎週

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 1人

パート労働者 880円～880円 20120-1104521 就業場所 長野県大町市

医療事務・受付事務 時給 横澤歯科医院 休日 日祝他 普通自動車運転免許

(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 従業員数 3人

パート労働者 880円～1,000円 20120-1105421 就業場所 長野県大町市

厨房調理員 時給 交替制あり 休日 他 普通自動車運転免許

週休2制 毎週 （ＡＴ限定可）

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 33人

パート労働者 1,000円～1,000円 20120-1108921 就業場所 長野県大町市

時給 交替制あり 休日 他 普通自動車運転免許

(1)8時00分～12時30分 週休2制 その他 下記どちらかの資格が必

(2)8時30分～12時30分 介護職員初任者研修修了

TEL (3)17時30分～21時30分 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 33人

パート労働者 950円～1,100円 20120-1109121 就業場所 長野県大町市

不問 株式会社アサヒコアルプス大
町工場

長野県大町市常盤９７２６－２ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

ローテーション、年間休日 １
１０日

64歳
以下

長野県大町市大町１３００ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許
２級土木施工管理技士 ２級建築
施工管理技士 土木施工管理また
は建築施工管理の経験
重機等の操作・大型自動車免許
などあれば尚歓 迎。

その他の場合

0261-21-1355

0261-22-1233 会社カレンダーによる（原
則、第２・第４・第５土曜日休
み）

64歳
以下

長野県大町市大町１３００ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許
１級・２級土木建築施工管理技士
あれば優遇
土木作業経験または土木建築施
工管理補助業務経験あれば尚
可。
重機等の操作・大型自動
車免許などあれば尚歓迎。

その他の場合

64歳
以下

長野県大町市大町１３００ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の場合

次の経験があれば尚可 測量業務
経験、測量補助業務経験、レー
ザース キャナー操作経験

0261-22-1233 会社カレンダーによる（原
則、第２・第４・第５土曜日休
み）

0261-22-1233 会社カレンダーによる（原
則、第２・第４・第５土曜日休
み）

土木・建築現場の測量業務補助 64歳
以下

長野県大町市大町１３００ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の場合 次の経験があれば尚可 測量業務
経験、測量補助業務経験、レー
ザース キャナー操作経験

18歳
以上

株式会社アサヒコアルプス大
町工場

長野県大町市常盤９７２６－２ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

ローテーション、年間休日 １
１０日

0261-22-1233 会社カレンダーによる（原
則、第２・第４・第５土曜日休
み）

0261-21-1355

製造補助【夕方ショート】急募 不問 株式会社アサヒコアルプス大
町工場

長野県大町市常盤９７２６－２ 労災

その他の場合

又は17時00分～22時00分の間の4
時間程度

64歳
以下

有限会社  一本木建設 長野県大町市常盤４７２６ (1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許

その他の場合

0261-21-1355 ローテーション

0261-22-8498 第２・４土曜日。年末年始休
暇・夏季休暇・年次有給休暇

不問 社会福祉法人  大町市社会
福祉協議会

長野県大町市大町１１２９番地 雇用・労災・
健康・厚生 看護師または准看護師どちらか

必須
その他の場合

月単位の勤務表による。年
末年始（１２／２９～１／ ３）
夏季特別休暇制度あり。

不問 ラインハルト株式会社  あづ
み野工場

長野県大町市常盤９７２９－４ (1)9時00分～16時10分 雇用・労災

その他の場合

0261-22-1501

0261-23-2111 会社カレンダーによる（Ｇ
Ｗ、夏期休暇、年末年始休
暇）

不問 長野県大町市大町４１７９－３ 雇用・労災

その他の場合

お盆休み､年末年始休み
土曜半日勤務（院長の学会出席
等にて年間休日以外の休みの
場合もあり）

不問 長野県大町市大町４１７９－３ 労災

その他の場合

又は8時30分～18時00分の間の4
時間以上

0261-22-1343

0261-22-1343 お盆休み  年末年始休み土
曜日半日勤務

温泉供給に関する施設管理及び事務 不問 大町市温泉開発株式会社 長野県大町市平２８１１－５９

8時30分～17時15分の間の4時間
以上

雇用・労災 普通自動車運転免許

その他の場合

0261-85-2942 ＊年末年始は出勤です
＊６ヶ月経過後の年次有給
休暇は法定通りの付与

不問 長野県大町市大町４１７９－３ 労災

医療事務等の資格あれば尚可

その他の場合

お盆休み  年末年始休み 土曜
日は半日診療。６カ月経過後の
年次有給休暇は法定通りの付
与

歯科医院または医療機関にて医
療事務の勤務経験あれば尚可

又は8時30分～18時00分の間の4
時間以上

不問 株式会社  しもかわ
（サービス付高齢者向け住宅
すまい る）

長野県大町市大町４１８８番地 ２０ 労災

その他の場合

5時30分～19時30分の間の4時間
以上

0261-22-1343

0261-22-0200 シフト制。６か月経過後の年
次有給休暇は法定通り付与

ホームヘルパー  急！急募！
（特に夕方からを急募）

不問 株式会社  しもかわ
（サービス付高齢者向け住宅
すまい る）

長野県大町市大町４１８８番地
２０

労災

その他の場合

又は8時30分～17時30分の間の4
時間以上

介護の実務経験あれば尚可

0261-22-0200 シフト制。６ヶ月経過後の年
次有給休暇は法定通り付与
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№ 職種 年齢 賃金 求人者名 就業時間 加入保険
必要な免許資格

経験等

時給 交替制あり 休日 他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時30分 週休2制 毎週 下記どちらかの資格が必

(2)13時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了

TEL (3)8時30分～12時30分 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 33人

パート労働者 900円～1,100円 20120-1111221 就業場所 長野県大町市

時給 休日 他

(1)14時00分～23時00分 週休2制 毎週

877円～1,000円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 月給換算額 従業員数 15人

正社員以外 151,200円～168,000円 20120-1114321 就業場所 長野県大町市

時給 休日 日祝他

週休2制 毎週

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 60人

パート労働者 879円～1,000円 20120-1118021 就業場所 長野県大町市

月給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

(1)8時30分～17時00分 週休2制 その他

(2)16時30分～1時00分

TEL (3)0時30分～9時00分

雇用期間の定めなし 従業員数 49人

正社員 177,260円～394,000円 20120-1119721 就業場所 長野県大町市

送迎運転手 時給 交替制あり 休日 他 普通自動車運転免許

(1)5時30分～12時30分 週休2制 その他 中型自動車免許

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 10人

パート労働者 900円～900円 20120-1009421 就業場所 長野県大町市

介護福祉士 月給 変形（1ヶ月単位） 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 ＡＴ限定可

介護福祉士

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 11人

正社員 216,000円～219,000円 20120-1010921 就業場所 長野県大町市

調理員 時給 休日 他

(1)5時00分～9時00分 週休2制 その他

(2)14時00分～19時00分

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 11人

パート労働者 900円～900円 20120-1011121 就業場所 長野県大町市

月給 休日 月他 普通自動車運転免許

(1)9時00分～18時00分 週休2制 その他 美容師

(2)9時00分～19時00分

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 4人

正社員 180,000円～290,000円 20120-1005721 就業場所 長野県大町市 スタイリスト経験者

時給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

(1)16時30分～10時00分 週休2制 毎週 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了

TEL 介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 34人

パート労働者 960円～960円 20020- 7822821 就業場所 長野県大町市

月給 株式会社グラム 変形（1ヶ月単位） 休日 日祝他

(1)9時00分～18時30分 週休2制 その他 薬剤師

(2)9時00分～13時00分

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 4人

正社員 395,000円～425,000円 13070-26232721 就業場所 長野県大町市

日給 大町市役所 休日 土日祝他

6,730円～6,730円 週休2制 毎週

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 時給換算額 従業員数 650人

パート労働者 897円～897円 20120- 1002921 就業場所 長野県大町市

デイサービスヘルパー急！急募！ 不問 株式会社  しもかわ
（サービス付高齢者向け住宅
すまい る）

長野県大町市大町４１８８番地 ２０ 労災

その他の場合

介護の実務経験あれば尚可

0261-22-0200 シフト制。６ヶ月経過後の年
次有給休暇は法定通り付与

【午後～夜】
リゾート温泉施設の
運営スタッフ（薬師の湯）

18歳
以上

大町温泉郷不動産開発  株
式会社

長野県大町市平２８１１－４１ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

又は16時00分～23時00分の間の6
時間程度

急募☆可燃物の回収・公共施設の清
掃等
【フルタイムパート】

不問 株式会社  ハーヴェスタ・クリ
エーションズ

長野県大町市大町２６８３－１

8時00分～16時00分の間の4時間
程度

雇用・労災 普通自動車運転免許

その他の場合

0261-22-1616 シフト制による

0261-22-3643 勤務シフトによる。年次有給
休暇は法定通りの付与。

清涼飲料水製造ラインの運転・管理 不問 サントリープロダクツ株式会
社  天然水北アルプス信濃の
森工場

長野県大町市常盤８０７１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許 第一種電気
主任技術者第二種電気主任技術
者
製造運転、保全の実務経験、電気
主任技術者（２種・３種）資格保有
の 方、もしくは電気保全・電気設
備関連の実務経験

その他の場合

050-3182-7400 個人別指定休日制
※２月のみ７日以上、当該月
以外の月は８日以上

不問 株式会社  関電アメニックス
くろよん観光事業部

長野県大町市平２０１０－１７ 雇用・労災

その他の場合 マイクロバス運転経験あれば尚可

又は12時00分～18時00分の間の6
時間程度

0261-22-2704 ローテーションによる。 ６ヶ
月経過後の年次有給休暇は
法廷通り付与

64歳
以下

有限会社  とざわまいはーと 長野県大町市常盤３４８６－５ ６ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

64歳
以下

有限会社  とざわまいはーと 長野県大町市常盤３４８６－５６ 労災

0261-23-5570 希望休日を把握しシフト表を
作成します。年次有給休暇は
法定通り付与

その他の場合

美容師（スタイリスト）
【本店】

不問 株式会社  Ｂｓｔｙｌｅ 長野県大町市常盤５８２２－７ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

休日は月曜の他月2回（希望日
に付与)､第3日曜休み､末年始
(約5日)土日休みについて相談
可

0261-23-5570 希望休日を把握しシフト表を
作成します。年次有給休暇は
法定通り付与

0261-23-0666

管理薬剤師（いちご薬局）／長野県大
町市

64歳
以下

東京都世田谷区成城７－８－１
８

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の場合

・年末年始休暇５日（１２月３
０日～１月３日）
・夏期休暇２日（７月～９月の
間）

薬剤師経験２年以上
管理薬剤師経験ある方歓迎

03-5429-8191

介護職員［大町市大町］夜勤専従・認
知症グループホーム

18歳
以上

株式会社  ニチイ学館  松本
支店

長野県松本市深志２－５－２６
松本第一ビル８Ｆ

労災

その他の場合

0263-36-2671 シフトにより事前決定いたし
ます。ご相談ください。

一般事務
（市民課中央保健センター）
◆期間雇用

不問 長野県大町市大町３８８７ (1)8時30分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

普通自動車運転免許

0261-22-0420 有給休暇は市役所の規程に
より付与されます
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大町市生涯現役促進地域連携協議会とは

◎当協議会は、厚生労働省から委託された生涯現役事業を行う協議会です。（令和元年５月７日設立）

◎60歳を超えても生涯現役をめざす皆様に住み慣れたふるさと大町でご活躍いただき、経験や知識に裏付けられた能力・技能が、

広く社会貢献できる環境を整えることを目的に設立しました。

多くの地域組織、団体と連携、協調して、生涯現役をめざす皆様を支援すると共に、労働力不足に悩む企業との橋渡し役として、

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5月20日（金）の予定です。

◎ 詳しくはハローワーク大町の紹介窓口までお問合せ下さい。


