
年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

普通自動車免許
不問

TEL 0265-83-2929
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060- 9303591 就業場所
普通自動車免許

不問

TEL 0265-83-2929
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060- 9305091 就業場所

不問 (1) 5時00分～ 8時30分

TEL 0265-73-8600
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20060- 9308991 就業場所
普通自動車免許

不問 (1) 8時45分～15時00分 管理栄養士

TEL 0265-82-5022
（従業員数 34人 ）

パート労働者 20060- 9312191 就業場所
普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0265-78-2557
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20060- 9313091 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 8時30分～14時30分

TEL 0265-79-3111
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20060- 9314391 就業場所

不問 (1) 8時00分～12時00分

TEL 0265-79-3111
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20060- 9315691 就業場所
普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-88-4008
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 9317491 就業場所
普通自動車免許

64歳以下 (1) 7時00分～11時15分

TEL 0265-70-8529
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20060- 9325491 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1) 5時00分～10時00分

TEL 0265-82-8400
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060- 9326791 就業場所長野県駒ヶ根市

18歳以上 (1)20時30分～ 6時30分

TEL 0265-81-6111
（従業員数 93人 ）

パート労働者 20060- 9327891 就業場所

不問 (1) 8時30分～15時30分
(2) 8時30分～12時30分

TEL 0265-81-6111
（従業員数 93人 ）

パート労働者 20060- 9329591 就業場所
普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～12時00分
(2)13時00分～18時00分

TEL 0265-96-7160 (3) 9時00分～18時00分
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 9340991 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村
中型自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-98-8573
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 9270891 就業場所長野県上伊那郡飯島町

所在地・就業場所

葬儀スタッフ（準
備・片付け・搬
送）

時給
株式会社　儀礼セ
ンター

長野県駒ヶ根市飯坂１－３４－
１９ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,000

円
7時00分～18時00分の
間の7時間程度

管理栄養士 時給 医療法人　偕行会
長野　駒ヶ根共立
クリニック

労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 1,090円～1,090

円

葬儀スタッフ（お
給仕）

時給
株式会社　儀礼セ
ンター

労災

株式会社ライブ
（ハローランチ伊
那店）

長野県伊那市西箕輪７０６２－
３ 労災・財形

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～1,000

円

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～900円

弁当の盛付作業 時給

8時00分～18時00分の
間の7時間程度

確定申告・住民税
申告関係事務等臨
時職員Ａ

時給

箕輪町役場
雇用・公災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月未満） 年齢不問 1,000円～1,000

円

事務［ＰＣへの単
純入力作業］

時給
宮澤塗料　株式会
社

長野県伊那市西春近２７１６－
４ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めな
し 年齢不問 950円～1,000

円
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１０２９８

長野県駒ヶ根市飯坂１－３４－
１９

長野県駒ヶ根市赤穂　４２６９

事務員 時給
長野アウトテリア
有限会社

長野県上伊那郡中川村片桐２６
８２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 950円～2,000

円

確定申告・住民税
申告関係事務等臨
時職員Ｂ

時給

箕輪町役場

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１０２９８ 公災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月未満） 年齢不問

920円～920円

介護員（夜勤勤務
者）

時給 社会福祉法人すず
らん福祉会　エー
デルこまがね

長野県駒ヶ根市赤穂１４４２４
－３ 雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 省令２号 1,360円～1,360

円

病院内の清掃
【箕輪町】

時給
企業組合労協なが
の　南信事業本部

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 省令１号

850円～850円

調理及び調理補助 時給 株式会社　ホテル
オオハシ　駒ヶ根
プレモントホテル

長野県駒ヶ根市赤穂１５２２－
３ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～850円

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪７９４２－１

洗車業務 時給
株式会社アブロー
ド

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

950円～950円

介護員 時給 社会福祉法人すず
らん福祉会　エー
デルこまがね

長野県駒ヶ根市赤穂１４４２４
－３ 雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問

880円～910円

又は 9時00分～18時00
分の間の3時間以上

長野県上伊那郡箕輪町大字東箕
輪７１５－３

構内にて分解、分
別作業

時給
丸忠リサイクル株
式会社

長野県上伊那郡飯島町飯島１５
２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月未満） 年齢不問

850円～850円
又は 9時00分～16時00
分の間の4時間以上

℡ ０２６５－７３－８６０９ 

ハローワーク伊那（伊那公共職業安定所） 

    発行日 令和元年11月18日 

◎ 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。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 

 

※必要な免許資格等については、ハローワーク窓口でお尋ね下さい。 

パートの仕事（11／8～11／14) ○ハローワークインターネットサービス 

 最新の求人情報を検索して頂けます。 
                 https://www.hellowork.go.jp/ 
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高等学校教諭免
不問 (1)10時00分～15時00分

TEL 0266-75-0581
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 9285991 就業場所長野県駒ヶ根市
看護師

不問 (1) 8時30分～15時30分

TEL 0265-72-3121
（従業員数 950人 ）

パート労働者 20060- 9287791 就業場所長野県伊那市
高等学校教諭免

不問 (1)10時00分～15時00分

TEL 0266-75-0581
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 9289291 就業場所長野県上伊那郡辰野町
普通自動車免許

不問 (1) 9時30分～18時30分

TEL 0265-82-1150
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 9298591 就業場所

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-79-3280
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20060- 9299191 就業場所

不問 (1)18時00分～20時00分

TEL 0265-76-8341
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 9262891 就業場所長野県伊那市
普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-86-7715
（従業員数 33人 ）

パート労働者 20060- 9263291 就業場所
普通自動車免許

不問 (1)14時00分～18時30分

TEL 0265-98-8501
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 9213591 就業場所長野県駒ヶ根市
普通自動車免許

不問 (1)11時00分～17時00分
(2)13時00分～19時00分

TEL 0265-72-2552
（従業員数 90人 ）

パート労働者 20060- 9214191 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1)11時00分～20時00分
(2)16時00分～20時00分

TEL 0265-71-5541
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 9215091 就業場所
普通自動車免許

不問 (1) 9時05分～15時00分

TEL 0265-82-1072
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 9217691 就業場所

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-83-7396
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20060- 9218991 就業場所

不問 (1)14時30分～19時00分

TEL 0265-79-3111
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20060- 9222191 就業場所長野県上伊那郡箕輪町
保育士

不問 (1)16時00分～18時30分 幼稚園教諭免許
(2) 7時30分～ 8時30分

TEL 0265-79-3111
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20060- 9223091 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

又は 8時45分～18時30
分の間の5時間程度

又は10時00分～20時00
分の間の5時間以上

又は 7時30分～19時00
分の間の6時間程度

又は11時00分～20時00
分の間の4時間以上

非常勤講師 時給 学校法人つくば開
成学園　つくば開
成学園高等学校

長野県上伊那郡辰野町大字伊那
富３３０５番地９４ 労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 1,000円～1,000

円

非常勤講師（辰野
本校）

時給 学校法人つくば開
成学園　つくば開
成学園高等学校

長野県上伊那郡辰野町大字伊那
富３３０５番地９４ 労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 1,000円～1,000

円

看護師 時給

伊那中央病院

長野県伊那市小四郎久保１３１
３番地１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 1,310円～1,572

円

梱包、出荷作業 時給
株式会社　クラフ
ト小松

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１４２２６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～900円

市民活動支援業務 時給
こまがね市民活動
支援協会

長野県駒ヶ根市中央１６－７
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問

848円～848円

事務スタッフ 時給

株式会社　一期会

長野県上伊那郡飯島町飯島２３
１７－１ 労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問

850円～900円

販売（婦人服） 時給

ルナ　和田　茂夫
雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 880円～1,050

円

長野県伊那市西町５１８２－１
アピタ伊那店２階

りんご仕分業務 時給 日本郵便株式会社
郵便事業総本部
伊那郵便局

長野県伊那市坂下３２９７

労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月未満） 年齢不問 1,000円～1,000

円

支援員 時給

株式会社　こころ

長野県上伊那郡飯島町田切３２
３９－１２７ 雇用・労災・

財形
雇用期間の定めな
し 年齢不問 850円～1,000

円

労働組合事務員 時給
ＪＡＭトーハツ労
働組合

長野県駒ヶ根市下平４４９５－
９ 雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 900円～1,100

円
又は 8時15分～17時05
分の間の4時間程度

ＧＵ（ジーユー）
販売スタッフ／ベ
ルシャイン伊那店

時給 株式会社ジーユー
ベルシャイン伊那
店

長野県伊那市日影４３５－１

労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 900円～1,100

円

学童クラブ指導員 時給

箕輪町役場

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１０２９８ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 1,040円～1,040

円

組立・検査 時給
南信ハーネス株式
会社

長野県駒ヶ根市下平１２０７番
地 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 880円～1,000

円

長時間保育士 時給

箕輪町役場

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１０２９８ 労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 1,180円～1,180

円
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普通自動車免許
不問 普通自動車免許

TEL 0266-43-1819
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20060- 9224391 就業場所長野県上伊那郡辰野町
美容師

不問

TEL 0265-74-8887
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20060- 9227491 就業場所

不問 (1) 9時00分～12時00分
(2)13時00分～16時00分

TEL 0265-73-2541
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060- 9229891 就業場所長野県伊那市
介護支援専門員

不問 (1) 9時00分～16時00分 普通自動車免許

TEL 0265-73-2541
（従業員数 13人 ）

パート労働者 20060- 9231091 就業場所

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0265-79-3111
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20060- 9233691 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

18歳以上 (1)18時00分～22時00分

TEL 0265-96-7889
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 9234991 就業場所
普通自動車免許

不問 (1) 8時30分～17時15分 メディカルク

TEL 0265-83-3181
（従業員数 167人 ）

パート労働者 20060- 9235491 就業場所
普通自動車免許

不問

TEL 0265-82-2421
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20060- 9269991 就業場所長野県駒ヶ根市
歯科衛生士

不問 (1) 8時30分～12時30分
(2)14時30分～18時30分

TEL 0265-86-5950
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 9193191 就業場所
普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～16時00分 普通自動車免許
介護職員初任者

TEL 0265-98-6385
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 9194091 就業場所長野県伊那市
普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0265-77-1303
（従業員数 157人 ）

パート労働者 20060- 9200691 就業場所

長野県伊那市山寺２９８－１

長野県伊那市山寺２９８－１

9時00分～19時00分の
間の5時間程度

8時30分～17時00分の
間の4時間程度

又は 7時30分～17時30
分の間の4時間以上

8時00分～21時00分の
間の4時間以上

雇用期間の定めな
し 年齢不問

900円～900円

清掃作業 時給
有限会社　信和ビ
ルサービス

長野県上伊那郡辰野町赤羽６６
４－３８ 労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問

900円～900円

子育て支援員 時給

箕輪町役場

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１０２９８ 労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問

850円～850円

介護支援専門員
（ケアマネ）

時給
伊那市社会福祉協
議会

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,147円～1,147

円

脳いきいき教室介
護員

時給
伊那市社会福祉協
議会

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

910円～910円

美容業務 時給 Ｈａｉｒ＆Ｓｐａ
ＣＩＥＬ　福澤
健

長野県伊那市前原８２６８－３
３９

医療クラーク 日給 長野県立こころの
医療センター駒ヶ
根

長野県駒ヶ根市下平２９０１
雇用・労災・
健康・厚生8,500円～

8,500円雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 1,096円～1,096

円

ホールスタッフ 時給 ＩＬ　ＰＵＮＴＯ
ＤＥＬ　ＢＯＳＣ
Ｏ　　酒井賢治

伊那市西春近９３４４－１２

労災

雇用期間の定めな
し 省令２号

850円～850円

歯科衛生士 時給
平澤歯科医院　平
澤浩

長野県上伊那郡飯島町飯島２１
２６－３ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,100円～1,200

円

カーケアスタッフ 時給
伊南自動車工業株
式会社

長野県駒ヶ根市赤穂７２５２－
１ 雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月未満） 年齢不問 850円～1,000

円

臨時事務補佐員 時給

信州大学農学部

長野県上伊那郡南箕輪村８３０
４ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めあ
り（4ヶ月未満） 年齢不問

900円～900円

訪問介護 時給
ＮＰＯ法人　訪問
介護あったか伊那

長野県伊那市日影１７４－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 900円～1,100

円


