
令和４年４月１５日号

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

(1)9時00分～13時30分 週休2制 その他

(2)13時30分～19時30分

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 3人

パート労働者 880円～880円 20020- 6901521 就業場所

生産ライン関連作業 時給 変形（1年単位） 休日 土日他

(1)9時00分～15時15分 週休2制 その他

(2)9時00分～16時00分

TEL (3)8時30分～16時55分

雇用期間の定めなし 従業員数 145人

パート労働者 920円～920円 20120-  936421 就業場所

月給 休日 土日祝他 普通自動車運転免許

週休2制 毎週 介護職員初任者研修修了

介護福祉士

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 11人

正社員
183,000円～183,000円 20120-909721 就業場所

土木施工管理 日給 休日 日他 普通自動車運転免許

週休2制 その他 ２級土木施工管理技士

10,000円～15,000円 １級土木施工管理技士

TEL

雇用期間の定めなし 月給換算額 従業員数 5人

正社員
217,000円～325,500円 20120-910521 就業場所 土木業務

大型ダンプ運転及び重機操作 月給 休日 日他 大型自動車免許

週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 5人

正社員
200,000円～350,000円 20120-911421 就業場所

月給 休日 日他

週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 5人

正社員
200,000円～350,000円 20120-912321 就業場所

一般土木作業員 月給 休日 日他 普通自動車運転免許

週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 5人

正社員
200,000円～300,000円 20120-913621 就業場所

経理事務および一般事務 時給 休日 土日祝他 普通自動車運転免許

(1)9時00分～16時00分 週休2制 その他 日商簿記３級

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 5人

パート労働者 900円～1,100円 20120-915121 就業場所 経理事務経験

現場作業員 月給 休日 日祝他 普通自動車運転免許

週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 7人

正社員
180,000円～320,000円

20120-927521 就業場所 実務経験あれば尚可

時給 休日 他

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 9人

パート労働者 890円～890円 10090- 1455121 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

(1)8時00分～17時00分 週休2制 その他 交通誘導警備業務検定２

7,600円～8,900円 (2)21時00分～6時00分 雑踏警備業務検定２級

TEL

雇用期間の定めなし 月給換算額 従業員数 21人

正社員
163,400円～191,350円 20020- 6523721 就業場所

店舗スタッフ 月給 交替制あり 休日 他

(1)9時30分～18時30分 週休2制 その他

(2)12時00分～21時00分

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 451人
正社員

168,000円～190,000円
20020- 6579921 就業場所

長野県大町市

長野県大町市

長野県大町市

長野県大町市

長野県大町市

0263-27-3765

0261-23-3511

0261-23-2822

0261-85-2850

0261-85-2850

0261-85-2850

0261-85-2850

0261-85-2850

0261-23-0621

027-320-4050

0263-87-3627

0263-83-7342
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その他の場合
固定曜日休みはありませんが、事
前に希望休を聴取した上で、シフト
を作成します。

交通誘導、列車見張り、施設高
圧ガス製造保安責任者は優遇

64歳
以下

株式会社  とをしや
薬局

長野県安曇野市穂高有明  １０ ０２
２

雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合
月８日～９日（希望日）
（３１日ある月は９日休） １月１日休
日

長野県大町市  他

長野県大町市

交通誘導警備
【未経験者歓迎】
（就職氷河期世代歓迎求人）

18歳
～64
歳

株式会社  全日警
サービス長野  松本営業所

長野県松本市野溝西１－１１－ ８
鵬ビル１階

雇用・労災・
健康・厚生

免許・資格については
「求人に関する特記事項」に記
載

その他の場合
年末年始７日、ＧＷ、夏期 ５日、勤
務日程は当社カレンダーによる

レジ担当・品出し
（長野県・コメリ大町店）アルバイト

不問 株式会社コメリ  関東ストア
サポートセンター

群馬県高崎市吉井町岩崎２２７ ９
－２

(1)12時45分～17時00分 労災

その他の場合
勤務表による
・ご相談で休日決定

長野県大町市

長野県大町市

不問 有限会社大町協立電工 長野県大町市平１０８０２－２ (1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

長野県大町市

不問 株式会社あづみ野石産 長野県大町市常盤６８９８－１ ４ 雇用・労災・
健康・厚生

又は8時00分～17時00分の間の6時
間程度

その他の場合
年末年始、お盆

その他の場合 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年末年始、お盆

不問 株式会社あづみ野石産 長野県大町市常盤６８９８－１ ４ (1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

長野県大町市

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許
大型自動車免許
小型移動式クレーン運転技能者
あれば尚可：大型特殊自動車免
許
大型ユニック平ボデー車
運転実務経験

その他の場合
年末年始、お盆

大型ユニック平ボデー車運転
業務

不問 株式会社あづみ野石産 長野県大町市常盤６８９８－１
４

(1)8時00分～17時00分

長野県大町市

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削 用）運転技能者
あれば尚可：大型特殊自動車免
許
大型ダンプ運転経験

その他の場合
年末年始、お盆

不問 株式会社あづみ野石産 長野県大町市常盤６８９８－１ ４ (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 土木施工管理技士２級又は１級

不問 株式会社あづみ野石産 長野県大町市常盤６８９８－１ ４ (1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

特定非営利活動法人
なかまと

長野県大町市常盤５９７０ (1)8時15分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合
年末年始：１２／２９～１
／３、夏期休暇：８／１３
～８／１６

所在地・就業場所 休日

クリーニング受付・受け渡し
係員

不問 有限会社クリーニン
グ昭和・石芝

長野県松本市石芝３丁目９番１号 労災

その他の場合

会社シフトによる

障がい者施設の職業指導員兼
生活支援員

64歳
以下

不問 株式会社近藤紡績所
大町工場

長野県大町市常盤６６８５－１ ２ 雇用・労災

その他の場合

年間休日109日（年間勤務表によ
りますが祝日の休暇取得希望につ
いて相談可能）年末年始･お盆･
GWは連続休暇あり

又は8時30分～17時00分の間の5時
間以上

ハローワーク大町　　大町市大町2715-4　　℡ 0261－22－0340

◎ 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｡

発行元：

大町市生涯現役促進地域連携協議会

生涯現役相談センター

大町市大町3206-14

℡　0261－85－4755

☆ 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。

週刊ハローワーク大町求人情報（大町市内限定）



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

清掃／大町市 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 1人

パート労働者 880円～880円 20040- 3937021 就業場所

清掃／大町市 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 8人

パート労働者 880円～880円 20040- 3938721 就業場所

時給 市立大町総合病院 休日 他

(1)14時15分～19時15分 週休2制 その他

(2)10時45分～19時15分

TEL (3)6時00分～14時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 478人

パート労働者 930円～932円 20120-  898521 就業場所

営業事務 月給 株式会社  クマノ 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 従業員数 12人

正社員
180,000円～180,000円

20120-  900821 就業場所

営業 月給 株式会社  クマノ 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 従業員数 12人

正社員
200,000円～200,000円

20120-  901221 就業場所

トラック運転手 月給 株式会社  クマノ 休日 日祝他 普通自動車運転免許

週休2制 その他 大型自動車免許

フォークリフト運転技能

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 12人

正社員
220,000円～220,000円

20120-  903421 就業場所

施設受付・案内 時給 交替制あり 休日 他

週休2制 毎  週

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 3人

パート労働者 877円～877円 20120-  905621 就業場所
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所在地・就業場所 休日

長距離運転の実務経験あれば
尚可

不問 一般社団法人  縁家
塩の道ちょうじや

長野県大町市大町２５７２ 雇用・労災

その他の場合
・勤務シフトによる
・６ヶ月経過後の年次有給休暇は
法定通りの付与

又は9時00分～16時00分の
間の6時間程度

0261-22-2481

0261-22-4018

長野県大町市

長野県大町市

64歳
以下

長野県大町市常盤６９０５－１ ３

又は6時00分～20時00分の
間の8時間程度

雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合
第１・３土曜日。お盆、年末年始

営業事務の実務経験あれば尚
可

64歳
以下

長野県大町市常盤６９０５－１
３

雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合
第１・３土曜日。お盆、年末年始

営業職の実務経験あれば尚可

0261-22-2481

長野県大町市

長野県大町市

64歳
以下

長野県大町市常盤６９０５－１
３

雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合
第１・３土曜日。お盆、年末年始0261-22-2481

調理業務員  ≪急募≫
【会計年度任用職員】

不問 長野県大町市大町３１３０ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

0261-22-0415

長野県大町市

その他の場合

不問 株式会社  日本ビル
システムズ

長野県上田市天神１丁目８番１
号  上田駅前ビルパレオ３Ｆ

(1)7時30分～10時30分 労災

その他の場合

0268-24-3411

0268-24-3411

長野県大町市

長野県大町市

勤務表による

勤務表による

不問 株式会社  日本ビル
システムズ

長野県上田市天神１丁目８番１号
上田駅前ビルパレオ３Ｆ

(1)7時00分～10時00分 労災

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４月２２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。

また、掲載の他にも多数の求人がございますので、ぜひ、ハローワーク大町へお出かけ下さい。


