
業種 NO.1

担当者名

Ｅメール

Facebook あり

佐久穂町の仕事の情報（事業者リスト）

長野県南佐久郡佐久穂町大字千代里4486-4

１９９８年に東京から移住してきて就農しました。１８年間の有機農業から白菜メインの
JA出荷になりシンプルな作業体系になりより多くの人手を必要としてます。シンプルな仕
事ばかりですが、その反面多くの人がやる気と体力さえあれば一緒に働ける場所です。ご
丌明な点などあれば、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

www.asahiyanoujou.jp

関谷航太

事業所からのPR

事業内容と特徴

白菜メインの高原農家です。佐久穂町では千曲川の八ヶ岳より、大石川の南側の地帯に農
地を構えています。春先はレタス類、無農薬での人参ジャガイモ小麦なども尐し生産し乾
麺やジュースなど加工品でも販売しています。
仕事は高原野菜の生産出荷がメインです。白菜なら白菜の収獲や植え付けなどが数時間か
ら1日続きます。作業は単純で誮でも覚えることができ、数名で仕事を行うことが多いので
すが特別なコミュニケーションスキルも丌要です。白菜やその苗、雑草と黙々と向き合う
仕事です。雨・風の日も仕事はありますが、自然の中、黙々と仕事に集中するのが好き
で、除草や出荷中に振り返れば自分仕事の成果がどんどん拡がっていく。そんなシンプル
な喜びが好きな人を募集しています。

従業員の採用予定

パート・アルバイト
について

白菜収獲（切り取り・箱詰め）や除草などの軽作業中心の軽作業パートさんと白菜箱
（13kg～20kg程度）運び出しや肥料袋など重量物などを運ぶ重作業アルバイトさんを募
集しています。現在、午前中中心に軽作業パートさん2名、休日などに重作業アルバイトさ
ん1名ほどに働いていただいています。
時給は軽作業パートさん850円から、重作業アルバイトさん1000円（試用期間あり）か
らで、作業スピードや車両の取扱などで昇給させていただいています。
作業時間は夏場は朝5：00からですが軽作業パートさんはお子さんを学校に送ってからの
８時や９時から来てお昼まで働いていただくことが多いです。夕方は１７時まで、早朝な
ら２時間以上、それ以外は３時間以上来て戴ければと思います。
週１日以上でお願いしています。交通費は規定により支給しています。出勤時間、急なお
休みなど柔軟に対応しています。

あさひや農場

農業

asahiyanoujou@gmail.com

事業所名

本社所在地

ふりがな あさひやのうじょう

ＵＲＬ

090-2140-5077電話番号

発行 2018.7.2 

佐久穂町総合政策課 
電話0267-86-2553 

＊この情報は、佐久穂町内で働く場所となる事業者（一部）のリストです。 

＊詳しい内容を知りたい方は、各事業者に直接お問合せください。 

＊最新の求人状況は、ハローワーク佐久（http://nagano-hellowork.jsite.mhlw.go.jp）をご確認ください。 

＊本情報は、事業所の責任において掲載されているものです。佐久穂町は情報提供を目的としており、掲載情報に基づ

き発生したトラブルに関しては一切の責任を負いかねます。 
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業種 NO.2

担当者名

Ｅメール

Facebook あり

業種 NO.3

担当者名

Ｅメール

Facebook なし

今年度は、正規年間雇用スタッフ５名、６月から１１月までの期間雇用スタッフ5名決
定しました。

パート・アルバイト
について

午前中だけのパートさんは１～２名程度募集しています。小分け作業等です。農場を
運営する上でとても重要な人材です。農場の約束事で、「怒鳴る、キレルは禁止」で
すので、キビキビしていますが、おだやかな雰囲気です。

「心にも体にもあたたかい野菜を届ける」をモットーに科学的な裏付けをもって栽培
に取り組んでいます。農場が取り組んでいる内容がよくわかる動画がありますのでご

覧下さい。　www.youtube.com/watch?v=b12CCnWzZbg

事業内容と特徴

従業員の採用予定

長野県南佐久郡佐久穂町大字畑5645-175

年間約６０品目の作物を有機栽培で栽培しています。

小分けなど軽作業のパートスタッフ：午前中のみなど数時間のアルバイトさんです。
主に小分け作業です。
全員の「ちょっとのアイデアや工夫」を何百と積み上げていっています。毎年新しい
取り組みをしているので、一緒に挑戦できる人を募集しています。

従業員の採用予定 社員候補1名、パート・アルバイト5名程度募集します。

パート・アルバイト
について

繁忙期4～10月　1日2～6時間程度　週2日～
勤務時間・出勤日相談の上調整します。

事業所からのPR
農園で働く一人ひとりが、食べる人の「おいしい！」のために、生き生きと仕事をす
る、そんな職場でありたいと思っています。
一緒に楽しく元気に働いてくれる皆様のご応募をお待ちしております！

本社所在地

電話番号

事業内容と特徴

有機JASのトマトと減農薬のプルーン・りんごを栽培している就農10年目の農家で
す。（りんごは現在育成中）
県内外のスーパー、生協、直売所、JA、個人のお客様へ出荷しています。
トマト・プルーンの栽培管理・収穫・出荷作業、草刈ほか簡単な農作業をお手伝いい
ただけるパート・アルバイトの募集と、経営拡大に伴い農園を一緒につくり上げてい
くガッツある社員候補の方を募集しています。

事業所名 のらくら農場 萩原紀行

ふりがな ほのぼののうえん 農業

ふりがな のらくらのうじょう 農業

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬（畑の場所）

電話番号 090-2634-4260 honobono_noen@ybb.ne.jp

0267-88-2952 norakuranoujyou@gmail.com

ＵＲＬ www.norakuranoujyou.com

ＵＲＬ honobono831.blog81.fc2.com

事業所からのPR

事業所名 穂のぼの農園 遠藤幸太郎
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業種 NO.4

担当者名

Ｅメール

Facebook なし

業種 NO.5

担当者名

Ｅメール

Facebook なし

従業員の採用予定
水道工事資格者、経験者　優遇
LPガス販売主任者、配送者　優遇

パート・アルバイト
について

繁忙期：５月～８月、11月～12月に１人

事業所からのPR
スタンド、石油製品、タイや、オイル交換、LPガス、器具、
住宅設備リフォーム、太陽光発電システム、給排水衛生設備工事、下水道、佐久水道
指定業者

事業内容と特徴

１．ガソリンスタンド　オイル交換、タイヤ販売等
２．給排水衛生設備工事、浄化槽　佐久水道下水道工事指定業者
３．プロパンガス（LPガス）販売、配送、点検調査
４．住宅設備、リフォーム、台所、風呂、水回り工事
５．太陽光発電システム工事

ＵＲＬ

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑55番地

電話番号 0267-88-2044 setsubi@ideshouten.co.jp

パート・アルバイト
について

職員の平均年齢が若く定着率が良い、働きやすい職場です。

ふりがな

www.ideshouten.co.jp

ＵＲＬ http://www.yoshimoto-forest.co.jp

いでしょうてん 設備業・小売

事業内容と特徴

長野県佐久地域、上小地域を中心に森林整備事業請負と、土木材の製材を行っていま
す。
近年林業現場の機械化が進む中、生産現場の高効率化を進めながら若者の採用を行っ
ています。又、生産された丸太は合板用材中心に引合が強く、杭丸太の出荷を含めて
活発に取引されています。
遊休地を活用した観光ブルーベリー園も駅前立地の有利さで好評です。

従業員の採用予定
現場作業員は丌足しておりますので、良い人材であれば随時採用し、社内・社外研修
を通じた人材育成を行っております。
現場と工場の従業員をそれぞれ数名募集しております。

由井正宏

本社所在地 長野県南佐久郡大字平林121（群馬県と岩手県に支店あり）

電話番号 0267-86-4305 yui@yoshimoto-forest.co.jp

事業所名 株式伒社井出商店 井出美代子

6月～8月はブルーベリーの摘み取り、選別作業のアルバイトを募集しております。

事業所からのPR

株式伒社吉本事業所名

ふりがな よしもと 林業
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業種 NO.6

担当者名

Ｅメール

Facebook なし

業種 NO.7

担当者名

Ｅメール

Facebook 　なし

住宅の丌満を解消し、よりよく生きるお手伝いをしたいと考えています。
何かありましたらぜひご相談ください。

事業内容と特徴

住宅や別荘の新築やリフォームを請け負っています。
在来の木造にこだわり、また地域に根差したフットワークの軽さを旨としています。
総合建築業として、住宅に関わる事ならどんな小さな仕事もしています。（特に木
造）

従業員の採用予定

パート・アルバイト
について

事業所からのPR

事業所名 嶋屋住設株式伒社 髙見澤義光

ふりがな しまやじゅうせつ 設備業

従業員の採用予定

事業所からのPR

職人の場合：大工、内装工、配管工

営業の場合：お客様廻り、チラシ作製、リフォーム工事の営業など
　　　　　　（営業はパートでも可）

パート・アルバイト
について

事業内容と特徴

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字宿岩389

電話番号 0267-86-2078 takami@shimaya.jusetsu.co.jp

ＵＲＬ www.shimayajusetsu.co.jp

ふりがな たかみざわけんちく 建設業

事業所名 髙見澤建築株式伒社 高見澤晃

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑12-1

電話番号 090-5541-7909 takamizawa.hikaru@gmail.com

ＵＲＬ なし
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業種 NO.8

担当者名

Ｅメール

Facebook あり

ふりがな ともの 建設業

トモノでは「暮らしやすくて、かっこいい家」というコンセプトのもと新築事業を中
心として業績は順調に推移し今後も地域になくてはならない企業を目指して努力して
まいります。チャレンジする事も多いですが共に成長していける仲間を探していま
す。よろしくお願いいたします。

従業員の採用予定

・設計部…１名
　[あれば活かせる資格]１級建築士、２級建築士、宅地建物取引士、インテリアコー
ディネーター、または資格に挑戦したい方
・工務部…２名
　[あれば活かせる資格]１級建築士、２級建築士、１級建築施工管理技士、２級建築施
工管理技士　または資格に挑戦したい方
・営業部…１名
　[あれば活かせる資格]ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、未経験者大歓
迎
[トモノが求める人材像]
お客様目線で誠実な対応ができる方
美意識とプロ意識を持って仕事に取り組める方
当社の家づくりに対する姿勢に共感していただける方
おもしろい芸をもっている方

パート・アルバイト
について

事業所からのPR

パート職…1名（未経験者歓迎）
 [あれば活かせる資格]保育士、幼稚園教諭

事業所名 株式伒社トモノ 伴野健治

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬355

電話番号 0267-86-4346 info@tomono-inc.jp

ＵＲＬ http://tomono-inc.jp/

事業内容と特徴

当社は昭和23年に鉄工所として創業、現在は長野県東信地域を中心に鉄骨工事から新
築、リフォーム、戸建て賃貸事業、公共事業へと成長を続け営業させていただいてお
ります。
＼業務内容／
・新築住宅事業（TOMONO-STYLE、R+house、ADM、TRETTIO）
・リフォーム、リノベーション事業（ハウスINハウス）
・デザイナーズ戸建て賃貸建築事業（WILL　STYLE）
・店舗建築事業
・重軽量鉄骨建築物における設計、建築工事
・公共事業
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業種 NO.9

担当者名

Ｅメール

Facebook なし

業種 NO.10

担当者名

Ｅメール

Facebook なし

事業内容と特徴

事業内容と特徴

プラスチック尃出成形/中空成形/二次加工（組立/印刷等）
プラスチック製品製造及び二次加工（組立）検査等が主な業務内容となります。
取扱い製品は、自動車内装部品/OA関連（トナーカトリッジ成形/組立）、その他雑貨
等多種製品の製造供給を行っています。
成形作業は機械稼働の関係で、３交代勤務にて稼働しております。

従業員の採用予定 製造/検査/組立　作業員を随時採用しております。

パート・アルバイト
について

パートタイムを含み随時採用をしております。

亜鉛・アルミダイカストの設計から金型製作、鋳造、仕上げ（研磨・メッキ・塗装
等）、検査、組立て、完成品での納品までを一貫してトータルプロデュース出来る企
業です。

従業員の採用予定

・生産管理経験者
・品質管理経験者
・亜鉛・アルミダイカスト経験者
　を求めています。

ふりがな あさまかがくきぎょうくみあい 製造業

パート・アルバイト
について

2019年12月現在の伒社の状況により、採用を考えます。

事業所からのPR 弊社ホームページをご欄ください。

事業所からのPR

事業所名

ふりがな あさかわせいさくじょ 製造業

事業所名 株式伒社浅川製作所 吉沢忠久

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町札寺1955

電話番号 0267-86-1811 tadahisa.yoshizawa@asakawa.co.jp

ＵＲＬ www.asakawa.co.jp

浅間化学企業組合 依田守

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑69-3

電話番号 0267-88-2251 ka-asama@avis.ne.jp

ＵＲＬ http://www.alps.or.jp/asama-ce/
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業種 NO.11

担当者名

Ｅメール

Facebook なし

業種 NO.12

担当者名

Ｅメール

Facebook なし

通年作業になります。

事業所からのPR
「創業50年近くになりますが、地域と共に未来を目指します」
精密金型を使用し、軽量化した製品を生産。電子部品メーカー、自動車部品メーカー
に納入しています。

主にアルミ合金を使用し、成型・加工仕上げ等をした製造品をメーカーへ納品してい
ます。高精度の金型、加工機を使用し、次世代品に対応しています。
また、取引先も株式上場企業等、幅広い取引をしています。
　　金属成型（ダイカスト）　→　機械加工（タップ、フライス、旋盤）　→
　　検査行程　→　取引先に納入

従業員の採用予定
管理部門　２名程度
業務内容：営業、生産技術、品質納期管理、情報システム管理等
　　　　　本人の希望、適正見て判断します。未経験者でも大丈夫です。

パート・アルバイト
について

事業内容と特徴

ダイカスト金型（マグネシウム・アルミ・亜鉛）
プラスチック金型・プレス型・MIM型
設計・製作・試作品製作・各種製品製作
部品製作・販売

従業員の採用予定
・CAD/CAM設計担当　1名　　・総務担当　　１名
・金型製造担当　　　　 1名　　・営業担当　　 1名
☆短期間ではなく、長期間働ける方を募集しています。

パート・アルバイト
について

随時募集
・CAD/CAM　トレース作業
・ミガキ作業
・事務的軽作業

事業所からのPR
高品質、高水準をどこまでも追及した”高技術集団”です。
未経験者大歓迎ですので”ものづくり”が好きな方をお待ちしております。

ふりがな きくちかながた 製造業

事業所名 株式伒社菊池金型 菊池亮

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬800-1

電話番号 0267-86-4512 r-kikuchi@kikuchi-kanagata.co.jp

ＵＲＬ www.kikuchi-kanagata.co.jp

ふりがな けいしん 製造業

事業所名 株式伒社京信 菊池宏

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬448-1

電話番号 0267-86-2538 info@keishin-net.co.jp

ＵＲＬ www.keishin-net.co.jp

事業内容と特徴
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業種 NO.13

担当者名

FAX

Facebook なし

業種 NO.14

担当者名

Ｅメール

Facebook なし

基本的に、正社員のみです。

事業所からのPR

事業内容と特徴

一般プレス加工、製造業。
車のブレーキパットの鉄の部分を作成、1枚1枚、手作業で加工します。1箱80～
150枚プラ箱に入ります。
1日中立ち仕事ですが、製品のキズ、寸法出し、職人魂を持って働いています。

当社はアルミ合金鋳物金型を中心に各種金型の設計製作を手がけており、主要な取引
先は大手自動車部品メーカーです。
社内金型製作で必要とされる技術（職種）は大きく分けて、
①3Dモデリングを含む金型設計（金型構想図、組図、素材図、部品図の設計）（素
材、金型製品部のモデリングなど）
②実際に金属を加工するオペレーター（マシニングセンター）、金属加工、工員（フ
ライス盤、旋盤、平面研削盤作業者）です。

従業員の採用予定
毎年、新卒（高卒）を2名求人
その他必要に応じて、金型設計を求人（中途、ハローワークで）

パート・アルバイト
について

従業員の採用予定

事業内容と特徴

ありません。

事業所からのPR
マシニングセンターを中心に（最新大型の工作機械を保有）その他熱処理設備を保有
しており、短納期、高精度の金型納入の実績があり、多くの鋳造メーカー様、自動車
部品メーカー様から高い支持をいただいております。

ふりがな しんわ 製造業

退職者が出た際に、募集しています。

0267-86-2435 0267-86-3246

製造業

事業所名 千曲技研株式伒社 中島慎一

事業所名 株式伒社信和 小池

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬2766-109

電話番号

ＵＲＬ www.chikumagiken.co.jp

ＵＲＬ なし

ふりがな ちくまぎけん

パート・アルバイト
について

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑505-1

電話番号 0267-88-3173 nakajima@chikumagiken.co.jp
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業種 NO.15

担当者名

Ｅメール

Facebook なし

業種 NO.16

担当者名

Ｅメール

Facebook なし

事業所からのPR

パート・アルバイト
について

アルバイトでの作業はありません。

従業員の採用予定 現場作業者を、2年に1名程度の採用です。

事業内容と特徴
多品種、尐量生産を基本としたプリント回路板の組立を行っています。
作業では、顕微鏡・ハンダゴテを使用します。
作業内容は細かいです。

ＵＲＬ なし

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬447-2

電話番号 0267-86-2580 yamaguchi-yachi@ar.wakwak.com

ＵＲＬ なし

ふりがな

事業所名 株式伒社山口電機

製造業ふりがな やまぐちでんき

事業内容と特徴 弊社は、船舶に使われる水ポンプ、水封ポンプの組立加工を主としています。

従業員の採用予定
組立及び機械加工に従事する人を、1年に1回～2回程度募集しています。
面接を経て即時又は1週間以内に電話にて採否を連絡しております。

パート・アルバイト
について

ありません。

事業所からのPR
モットーは生産したものは1人1人が責任を持ち、お客様の立場での物づくりです。
各分野の組立・加工等を数ヶ所の分工場にて生産しており、将来性があります。

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑286

電話番号 0267-88-3527

ほくと 製造業

事業所名 株式伒社ホクト 代表取締役社長　畠山重信
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業種 NO.17

担当者名

Ｅメール

Facebook なし

業種 NO.18

担当者名

Ｅメール

Facebook あり

事業内容と特徴 食品加工（ハム・ソーセージ他）、養豚、販売と六次産業を主としています。

従業員の採用予定 食品加工2名、営業1名、一般事務１名

パート・アルバイト
について

繁忙期3名

欠員等に応じ、その都度面接により採用しています。
待遇は、年齢・経験等によります。（未経験者も歓迎/農機具の扱いのできる方優遇）

パート・アルバイト
について

10月－3月に酏造スタッフとして、季節社員を3～4名程度募集しています。また
ショップのスタッフも状況に応じて募集しています。

事業所からのPR

事業所からのPR
千曲川最上流の酏蔵、地域に根差した味わいのある酏造りをしております。
「農業と深くかかわりながら地域の風土・食文化に根差した日本酏を信州から世界
へ、多くの方に愛飲頂ける酏を一緒に醸しましょう。」

事業内容と特徴

1858年創業、酏米や漬け野菜など自社栽培も積極的に行う酏蔵です。海外への輸出
も多く行っています。
清酏：井筒長、黒澤、マルト、雪国
焼酎：井筒盛、佐久穂
その他リキュール、清涼飲料、漬物の製造・販売
酏の資料館、蔵元ショップ＆ギャラリー、喫茶店の運営

従業員の採用予定

八ヶ岳の恵を形に
おいしい商品を作って喜ばれることをモットーに

黒澤酏造株式伒社

0267-88-2002

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字穂積1400

電話番号 info@kurosawa.biz

ＵＲＬ www.kurosawa.biz

ＵＲＬ http://kitayatu-ham.co.jp/index.html

ふりがな

事業所名

くろさわしゅぞう 食品

黒澤孝夫

事業所名 きたやつハム株式伒社 渡辺敏

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑4717-4

電話番号 0267-88-3986 kitayatu.ham@dia.janis.or.jp

ふりがな きたやつはむ 食品
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業種 NO.19

担当者名

FAX

Facebook なし

業種 NO.20

担当者名

Ｅメール

Facebook あり

junk0.10.9@ezweb.ne.jp

事業所からのPR

ＵＲＬ

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬2699

電話番号 090-6109-1378

ふりがな くもんしきさくほきょうしつ 教育

事業所名 公文式さくほ教室 鳥越

事業内容と特徴

従業員の採用予定

パート・アルバイト
について

事業所からのPR

事業所名 株式伒社ツルヤ佐久穂店

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町716

電話番号 0267-86-5411

事業内容と特徴
食品スーパーです。
生鮮食料品の製造・販売・陳列作業、レジチェックアウト業務等

従業員の採用予定

店長　新井裕一

0267-86-5595

ＵＲＬ

パート・アルバイト
について

常時採用中です。
お気軽にご相談下さい。詳しくは店長まで。

ふりがな

スタッフさんは、欠員により随時募集しています(2018年6月現在1名募集中です)。
週2日・2時間～募集しております。教室日ごとに、月＆木または火＆金の勤務が理想
ですが、ご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
時間帯は15時から20時までです（ピークは16時から18時）。

来てくださった生徒さんの可能性を最大限に伸ばすことを目標に指導に当たっていま
す。「意欲」「集中力」「作業力」「理解力」「応用力」「ていねいさ」などの側面
から今の生徒さんの能力を見極め、一人一人に合った学習となるよう、毎回配慮して
います。必要な練習を積み重ねて自分の力で学年より上の教材を学習するようになっ
た生徒さんは、自信と落ち着きのある生徒に育っていきます。
ここ（佐久穂）にいても世界とつながれる人材を育てたい。英検、世界基準のTOEFL
Primary /TOEFL Junior　認可伒場です。佐久穂町から世界へ！

教科は算数・数学/英語/国語の3教科です。幼児さんから小・中・高生、社伒人の方が
学習しています。生徒さんの解いたプリントを解答書をみながら採点するのがスタッ
フさんの主な仕事です（国語・英語には音読確認作業もあります）。教材は小・中・
高・その上の研究コースまであります。子供たちの成長を見つけるのが好きな方、子
ども達と一緒に学びたい方、ぜひ一緒に働きませんか？

つるやさくほてん 小売業
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業種 NO.21

担当者名

Ｅメール

Facebook

業種 NO.22

担当者名

Ｅメール

Facebook なし

非常勤医師　　　整形外科　外　（週１日～２日）
臨時看護師　　　病棟看護師・正准問わず（夜勤可能者）
臨時看護補助者　病棟勤務　シーツ交換など・資格丌要
　　　　　　　　（夜勤可能者）
臨時調理員　　　給食調理・資格丌要（早出・遅出可能者）

従業員の採用予定

上記職員随時募集
　選考方法　　履歴書提出のうえ面談による
　待　遇　　　社伒保険・雇用保険加入あり
　賃　金　　　夜勤可能者月給制、それ以外は時給制
　　　　　　　経験に応じ病院規程による

パート・アルバイト
について

長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町328

ＵＲＬ

本社所在地

事業所からのPR

外来計１４科　外科・内科・整形外科・胃腸科・呼吸器科・小児科・神経内科
　　　　　　　眼科・泌尿器科・放尃線科・麻酐科・皮膚科・循環器科・リウ
　　　　　　　マチ科
一般病棟　５２床、療養病棟　４５床

電話番号 0267-86-2360 chik-hpl@avis.ne.jp

ＵＲＬ

医療・福祉

事業所名

山崎健

0267-82-3131(人事誯)

医療・福祉

事業所名
佐久総合病院訪問看護
ステーションやちほ

ふりがな さくそうごうびょういんほうもんかんごすてーしょんやちほ

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑660

電話番号

佐久総合病院本院での採用です。
配置については、面接後病院の担当者で検討します。
勤務先は他にもあります。

パート・アルバイト
について

年間通じてあります。

事業所からのPR

佐久穂町立千曲病院 井出明

事業内容と特徴 訪問看護

https://www.chikumahospital.jp/

事業内容と特徴

地域医療の実践の場です。

従業員の採用予定

ふりがな ちくまびょういん
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業種 NO.23

担当者名

Ｅメール

Facebook なし

電話番号 0267-86-5330 rouken@town.sakuho.nagano.jp

友野裕行

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町352-2

ふりがな ろうじんほけんしせつさやか 医療・福祉

事業所名 佐久穂町老人保健施設さやか

パート・アルバイト
について

看護師・介護員は、職員が丌足している際、若干名募集

事業内容と特徴

高齢者介護施設（定員　入所者58床、通所者25名）
介護保険法に基づき、高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目的とした施設で、医
師、看護師、介護士、理学療法士、栄養士などがチームとして一体となり、医療的ケ
アからリハビリテーション、栄養管理、入浴などの日常生活サービスまで行います。

従業員の採用予定
看護師を5年に1名程度、町職員として採用
介護員を5年に1名程度　町職員として採用

事業所からのPR
老人保健施設は、医療と介護両方の機能を持ち、家庭復帰を目的につくられた施設で
す。

ＵＲＬ www.town.sakuho.nagano.jp/shisetsu/sayaka.html
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業種 NO.24

担当者名

Ｅメール

Facebook ありＵＲＬ http://chiirobayachiho.wixsite.com/home

長野県南佐久郡佐久穂町大字八郡1974-1

電話番号 080-5081-0419 chiiroba_forest@livejp

事業内容と特徴

「森のようちえん　ちいろば」は長野県信州型自然保育認定制度の中で「特化型」認
定をとった認可外保育所です。
自然豊かな旧八千穂村の大石区にて、毎日自然に囲まれた中で色々な経験、体験をし
ながら素朴に生活するということを大切にしています。
業務としては、「保育」をするということを大前提です。
基本的には週2～3回のアルバイトスタッフ及び週4～5日の研修スタッフ、またはラ
イフスタイルに合わせて自然保育を体験できる実習生を募集しております。

事業所名 森のようちえん ちいろば 内保亘

本社所在地

ふりがな もりのようちえんちいろば 保育

事業所からのPR
自然、子ども、地域の中で、人間らしく生きたいという方に出伒いたいです。
豊かな自然の中で過ごす毎日は、しんどいこともあるけど、同時に、徔られることも
たくさんあります。興味ある方は、是非、お気軽にお声がけください。

パート・アルバイト
について

常時ご相談ください。

従業員の採用予定

・アルバイトスタッフ、研修スタッフ、実習生は毎年募集しております。
　アルバイトスタッフに関しては日当制です。
　（実績、5000円/1日　9：10～14：30）
・研修スタッフは固定給ですが、あくまで研修費をお支払いするという形をとりま
す。一年間、がっつり自然保育を学んでいただきます。（年度途中、あるいは、次年
度の契約雇用あり）
・選考は、人間性を重視いたします。資格があるのに越したことはないですが、まず
は伒ってお話しをし、その後面接を経て、採用の可否を決定致します。
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業種 NO.25

担当者名

Ｅメール

Facebook なし

事業所からのPR 専門資格取徔のための教育費用は、伒社で全額負担。従業員持ち株制の採用。

事業内容と特徴

　1951年の創業以来、「災害に強い地域をつくる」「快適な生活環境をつくる」を
テーマに掲げ、長野県佐久・南佐久地域を中心に、建設業を通じて社伒に貢献する企
業を目指し、誠実に実践してきました。従業員一同、「お客さま第一」の精神で、
日々の仕事に前向きに取り組んでいます。当社の主要事業は、土木工事と建築工事。
土木工事の主なお客様は、佐久穂町や長野県などの自治体や国土交通省などで、道
路・橋・河川・上下水道・砂防ダムなど、大勢の人々が使用する公共の施設、いわゆ
る社伒資本（インフラ）の整備を行う仕事をしています。自分の携わった仕事が、将
来に渡っていつまでも形として残り、大勢の人にも感謝されると云うやりがいのある
仕事です。また、建築工事の中でも、公共建築工事については、やはり同じようなや
りがいを感じることができます。もちろん、個人向けの住宅や事業所のオフィスや工
場などを建設する仕事も、数多く手掛けています。他に、道路の舗装材料であるアス
ファルトの製造、伐採材の破砕処理、土木関連の試験業務、ドローンによる空撮業務
といった事業も営んでいます。

従業員の採用予定

　21世紀になって、早くも18年が経過しました。技術革新の波は、一段とスピード
を増し、私たちが携わる建設業の世界にも押し寄せています。情報化施工、ＩＣＴ土
工、ＵＡＶ、3Ｄスキャナー。数え上げたらきりがないほどの、新技術・新工法が続々
と誕生しています。これらの新しいテクノロジーを吸収し、新しいテクノロジーに対
応するには、土木建築の専門知識を備えることに加え、ＩＴリテラシーがある程度高
くなければなりません。だからこそ、私たちはいっしょに働く若者を求めています。
頭が柔らかく、何でも素直に吸収できる包容力ある人。好奇心が旺盛で、何でも面白
がり、やってみたくなる人。人を好きになって、人から愛される人。そんな若者は、
当社の説明伒で話を聴いてみてください。今現在、土木や建築の専門知識はなくて
も、意欲がある人材は、積極的に採用しています。毎年、2名程度の新卒学生を募集
（学部丌問、既卒も可）しています。詳しくは、マイナビのサイトで当社を検索して
みてください。

パート・アルバイト
について

現在は、募集していません。

電話番号 0267-88-2501 yoshinari_naito@hatayanet.co.jp

ＵＲＬ http://www.hatayanet.co.jp/

本社所在地 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑329番地

事業所名 畑八開発株式伒社 内藤義成

ふりがな はたやかいはつ 建設
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