
⾧野県就業支援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求人情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込みの際に、応募ご希望の求人NO.をお知らせください。

 2021/3/３~2021/3/16受付分

NO. 事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与
雇用

形態
必要な資格・経験 時給 特記事項

929
株式会社バロー（障害
者雇用）

名古屋市中村区名駅1-16-21
名古屋三井物産ビル3F

バックヤード作業・品
出し

・農産部門:バックヤードで果物野菜の加工。売り
場での品出し業務
・日配グロサリー部門:売り場で商品の品出し業
務
・水産部門:バックヤードで魚等のパック詰め（簡
単な作業から）売り場での品出し業務等

⾧野県内（９店舗）
・週休２日シフト制（土日
祝・お盆・年末はなるべく勤務
していただける方）

時給 パート

・スーパーマーケットの仕事に興味がある方
・自宅通勤できる方
・週２０時間以上の勤務が可能な方
・支援機関にご登録があり実習していただ
ける方

849

・週５日、1日７時間勤務（各種保険・昇給・
賞与・組合加入・お買い物割引等制度有）
・週５日、1日４時間勤務（各種保険・昇給
有・お買い物割引等制度有）

932 株式会社　森くま ⾧野県⾧野市若穂綿内３５６１
樹木伐採、庭木剪
定、農業の一般作
業

「株式会社　森くま」でのお仕事です。
・果樹農家から伐採依頼を受け伐採。・伐採した
木を薪にして販売。
・果樹園や庭木の抜根や運搬。・果樹棚やビニール
ハウスの解体。
・庭木剪定、特殊伐採。・アーボリスト。・山菜畑、
露地きのこ畑、水稲の栽培管理。
・農林産物のネット販売。・畑、空地、駐車場、店
舗等の除草作業。
・里山森林資源管理事業。（簡単なワード、エク
セルの入力をお願いすることがあります）

＊農山村、田舎、過疎地、少子高齢化地方には
難問が沢山!!それをビジネスに変換したい!
＊都会の消費者が今何を求めているのか?街の人
間が欲する物は何か?田舎から発信したい。
＊信州リンゴの薪やナラ、クヌギ薪をネット販売して
います。
＊山菜やベリーをオーガニック（低農薬）栽培し都
会や若者、健康志向者にネット販売していく予定。

事業所所在地と同じ

土曜日，日曜日，その他
・天候と繁閑に左右されること
があり、土日出勤、平日振替
休の場合があります。・ＧＷ・
お盆・年末年始休み

日給 正社員

普通自動車運転免許必須（ＡＴ
限定不可）
林業技士、技術士（森林部門）、
小型移動式クレーン運転技能者　あ
れば尚可
森林関係の資格、伐倒（大径木）
講習、刈払機講習、玉掛け、車両系
建設機械、大型特殊等の資格があ
れば優遇します。

8 00 17 00 164,160 218,880

夏期は暑い為サマータイム制で７:００～１
６:００の予定（６月～８月）
＊喫煙者は一人もいませんのでタバコを吸わない
人を募集します。

933 株式会社　森くま ⾧野県⾧野市若穂綿内３５６１
薪の製造販売・樹木
の伐採、山菜と露地
キノコ栽培、草刈り

「株式会社　森くま」でのお仕事です。
・果樹農家から伐採依頼を受ける・伐採した木を薪
にし販売
・果樹園や庭木の抜根や運搬・果樹棚やビニール
ハウス解体
・庭木選定・特殊伐採・アーボリスト・山菜、露地き
のこ、水稲の栽培管理
・農林産物のネット販売・畑、空き地、駐車場、店
舗等の除草作業
＊リンゴ、ナラ、クヌギ薪をネット販売＊里山森林資
源管理
＊体力が必要となる体を使う仕事です

＊農山村、田舎、過疎地、少子高齢化、地方に
は難問が沢山!それらをビジネスに変換したい。
＊都会の消費者が今何を求めているか?　町の人
間が欲する物は何か?　田舎から発信したい。
＊山菜、ベリーをオーガニック（低農薬）栽培し都
会や若者健康志向者にネット販売予定。

事業所所在地と同じ

土曜日，日曜日，祝日，そ
の他
・会社カレンダーによる・ＧＷ
（５日）・お盆休み（６
日）・年末年始（６日）・
天候による休みもあります。

時給 パート

普通自動車運転免許必須（ＡＴ
限定不可）
林業技士、技術士（森林部門）あ
れば尚可
＊林業関係の資格、伐倒（大径
木）講習、刈払機講習、小型移動
式、クレーン、玉掛け、車両系建設機
械、大型特殊、トラクターなどの資格
あれば優遇します。

8 00 17 00
900~1,1

00

＊時間・日数、相談に応じます
＊夏（６～８月）は７:００～１６:００
のサマータイム制
＊喫煙者は一人もいませんのでタバコを吸わない
人を募集します。

935
北信地域材加工事業協
同組合

⾧野市大字穂保字中ノ配341-1
プレカット加工機オペ
レーター

木造住宅、非住宅の構造材のプレカット加工 未経験者歓迎、賞与・昇給有り
⾧野市大字穂保字中ノ
配341-1

日曜祝祭日　　1月～3
月・・・週休2日（毎週土曜
日）　　4月～12月・・・隔週
週休2日（第2・第4土曜）
シフト制勤務あり

月給 正社員 特に必要なし 8 15 17 30 165,000 228,000
転勤無し、受動喫煙対策有り、退職金共済加
入、未経験者大歓迎です。丁寧なサポートで研
修いたします。

936
アデコ株式会社　⾧野オ
フィス

⾧野県⾧野市南千歳１丁目１２
－７ 新正和ビル６Ｆ

（契）マッチング担
当者

弊社が自治体より受託した就業支援事務局内で
のお仕事です。
・求職者への就業相談 　　・求職者への応募書類
や面接トレーニング 　　・就職後のフォロー支援
・求人企業への求職者紹介、求人情報の開拓
・各自治体、求人取り次ぎ団体への訪問、連携
基本的に電話またはメールでの支援や連携です。
求職者のご希望により対面での支援をお願いする
場合があります。
求職者や求人企業から感謝される、とてもやりがい
のあるお仕事です。

国内１１０拠点のネットワークで業界大手 事業所所在地と同じ
土曜日，日曜日，祝日
週休二日制:毎週

時給 契約社員

【必須】人事・採用、または人材ビジネス
業界、及び類似業務経験が２年以上あ
る方。普通自動車運転免許（ＡＴ限定
可）
【いずれか】キャリアコンサルタント資格また
は人事業務経験2年以上、または人財ビ
ジネス業界での求職者対応経験2年以
上
【PCスキル】Ｅｘｃｅｌ:グラフの作成・
編集、表の作成・編集、簡単な集計
Ｗｏｒｄ:既存文書の修正 　　Ｐｏ
ｗｅｒＰｏｉｎｔ:既存スライドの修
正、画像・表の挿入
【あれば尚可】キャリアコンサルタント

9 00 17 30 225,000 225,000 1,500

・在宅勤務・リモートワークを取り入れており、必要
に応じ柔軟に対応します。
・ご家庭の都合やご本人の希望により時短勤務の
柔軟な対応を致します。
・マイカー通勤:不可

938
アデコ株式会社　⾧野オ
フィス

⾧野県⾧野市南千歳１丁目１２
－７ 新正和ビル６Ｆ

（契）自治体・各
種団体連携員
　（全地域・リモート
勤務歓迎）

経験よりも興味と行動意欲を大切にしているポジションの
募集です
就業支援事務局内のお仕事（２０代～５０代まで活
躍中のお仕事）
・各自治体や求職関連、求人関連の団体訪問（現状
把握や就職率向上の打ち合わせ、就業イベント企画・
実施）
・求人取り次ぎ団体への訪問、連携
・求人企業への求職者紹介、求人情報の開拓
電話やメール、レンタカーや公共交通機関での移動がご
ざます。 　　直行・直帰や居住地域（自宅）からのリ
モート勤務もいただけます。

⾧野県の失業者・求職者支援に携わり、産業課
題・地域課題に取り組み、活動を通して未来の信
州づくりを一緒に行いましょう。

事業所所在地と同じ
（全地域・リモート勤務
歓迎）

土曜日，日曜日，祝日
週休二日制:毎週

時給 契約社員

【必須】自治体や各種団体、企業訪問に
抵抗が無い方 、普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
【いずれか】自治体・関係団体との連携経
験または就業イベントの企画・運営経験
【尚可】ｉｐｈｏｎｅの基本操作
Ｏｆｆｉｃｅ３６５（Ｔｅａｍｓ利
用）
【PCスキル】Ｅｘｃｅｌ:グラフの作成・
編集、表の作成・編集、簡単な集計
ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ:既存スライド
の修正、画像・表の挿入

9 00 17 30 225,000 225,000 1,500

・在宅勤務・リモートワークを取り入れており、必要
に応じ柔軟に対応します。
・ご家庭の都合やご本人の希望により時短勤務の
柔軟な対応を致します。
・マイカー通勤:不可

949 N vintage coffee ⾧野市南千歳2丁目2-1 cafe コーヒーメイク、接客、レジ業務。
未経験者歓迎、年齢・男女不問 賞与、昇給あ
り!

⾧野市南千歳2丁目2-
1

シフト制 月給 時給
正社員・ア
ルバイト・
パート

特になし 10 00 20 00 175,000 210,000 900

950 株式会社０２６９
⾧野県下高井郡山ノ内町大字夜
間瀬３８７９

飲食業
 温泉施設内業務

接客、清掃、調理補助

中野市ぽんぽこ温泉のお仕事です。中野市のア
ピールしたい人、盛り上げたい人、とにかくやる気のあ

 る明るい人歓迎
ぽんぽこ温泉

木曜定休　その他１日　週
休二日　シフト制

月給 正社員 不問 8 30 17 30 150,000 180,000
コロナウイルスの影響次第で賞与の有無が変わり
ます。

勤務開始時間 勤務終了時間 月給 〇円～〇円

1/1

上記は当事業でお預かりしている求人となります。
※ハローワークに掲載されている求人もございます。
詳細については事務局までお問い合わせください。


