
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

月給 変形（１ヶ月単位） 調理師
不問 普通自動車免許一種

170,000円～260,000円 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問

TEL 052-243-6140 （従業員数 4人 ）
正社員以外 23020-29241391 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

185,000円～250,000円
年齢不問

TEL 0264-57-3044 （従業員数 8人 ）
正社員 20100-  566891 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時30分

147,560円～156,240円
年齢不問

TEL 0264-23-3644 （従業員数 19人 ）
正社員 20100-  565791 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 フォークリフト技能者

950円～1,100円
年齢不問

TEL 0264-57-3044 （従業員数 8人 ）
パート労働者 20100-  569191 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問

850円～1,100円
年齢不問

TEL 0264-24-0133 （従業員数 5人 ）
パート労働者 20100-  574891 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問

950円～1,050円
年齢不問

TEL 0264-57-3044 （従業員数 8人 ）
パート労働者 20100-  567291 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時30分～13時00分

850円～1,000円
年齢不問

TEL 0264-22-2145 （従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  572491 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 警備員検定試験２級

150,500円～236,500円 (2)21時00分～ 6時00分
省令２号

TEL 0263-35-9440 （従業員数 14人 ）
正社員以外 20020- 6161691 就業場所 長野県木曽郡木曽町他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
18歳～35歳 (1) 8時00分～17時00分

160,000円～170,000円 (2)21時00分～ 6時00分
省令３号のイ

TEL 0263-35-9440 （従業員数 60人 ）
正社員以外 20020- 6155491 就業場所 長野県木曽郡木曽町他

月給 医療事務士
59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

148,470円～156,920円
省令１号

TEL 0263-36-2671 （従業員数 130人 ）
正社員 20020- 6400191 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 医療事務士
59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

141,470円～149,920円
省令１号

TEL 0263-36-2671 （従業員数 130人 ）
正社員 20020- 6401091 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 看護師
不問 (1) 8時30分～16時15分 介護支援専門員

1,300円～1,300円
年齢不問

TEL 0263-35-0421 （従業員数 7人 ）
パート労働者 20020- 6020591 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1) 7時00分～14時00分

830円～1,000円 (2)12時30分～20時00分
年齢不問 (3)14時00分～20時00分

TEL 052-243-6140 （従業員数 4人 ）
パート労働者 23020-29025491 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
64歳以下 (1)10時00分～17時00分

850円～950円 (2)17時00分～22時00分
省令１号

TEL 0264-36-2029 （従業員数 4人 ）
パート労働者 20100-  570691 就業場所 長野県木曽郡木祖村

所在地・就業場所

調理師（請）／木曽郡木
曽町

日本ゼネラルフード　株
式会社

愛知県名古屋市中区千代田五丁目７－５　
パークヒルズ千代田９Ｆ

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

農産物加工 株式会社　日義特産 長野県木曽郡木曽町日義４７３０－３ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

ネット店長、荷物発送軽
作業・ＣＡＤ、ＣＡＭに
よる設計見積

南木曽木材産業　株式会
社

長野県木曽郡南木曽町吾妻１１８７ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

接客業・調理補助 阿羅屋 長野県木曽郡木曽町日義２１４３－１ 労災

雇用期間の定めなし

木材取扱い・トラック配
送・リフト作業

南木曽木材産業　株式会
社

長野県木曽郡南木曽町吾妻１１８７ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

館内清掃 有限会社　津田 長野県木曽郡木曽町福島２０１２－４ 労災

雇用期間の定めなし

ネット店長・荷物発送軽
作業・ＣＡＤ、ＣＡＭに
よる設計見積

南木曽木材産業　株式会
社

長野県木曽郡南木曽町吾妻１１８７ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

列車見張員 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

雇用期間の定めなし

交通誘導警備員 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

雇用期間の定めなし

医療事務職（リーダー候
補）
（木曽）

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

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

医療事務職（マネジメン
ト含む）（木曽）

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

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

訪問看護（木曽町） 公益社団法人　長野県看
護協会

長野県松本市旭２－１１－３４ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

調理補助（請）／木曽郡
木曽町

日本ゼネラルフード　株
式会社

愛知県名古屋市中区千代田五丁目７－５　
パークヒルズ千代田９Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

飲食業　レストランス
タッフ

有限会社　まると食品
（スーパーマーケットま
ると）

長野県木曽郡木祖村藪原　１８１２ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

℡ ０２６４－２２－２２３３

ハローワーク木曽福島 

  （木曽福島公共職業安定所） ◎ 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。 

【木曽地域版】 
平成３１年４月１１日発行（４月３日～４月１０日に受理した

すべての求人を掲載しています。） 

◎賃金の時給、日給については月額換算で表示している場合がありますので、不明な点はお問い合わせください。
◎詳しい就業場所については、お問い合わせください。 1



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡ ０２６４－２２－２２３３

ハローワーク木曽福島 

  （木曽福島公共職業安定所） ◎ 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。 

【木曽地域版】 
平成３１年４月１１日発行（４月３日～４月１０日に受理した

すべての求人を掲載しています。） 

時給
不問 (1)17時45分～22時00分

900円～950円
年齢不問

TEL 0264-52-1718 （従業員数 4人 ）
パート労働者 20100-  571991 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

900円～900円 (2) 9時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0264-22-2766 （従業員数 2人 ）
パート労働者 20100-  573791 就業場所 長野県木曽郡木曽町

接客 膳也　蔵人　　　矢野
克己

長野県木曽郡上松町本町通り３－２７ 労災

雇用期間の定めなし

キャンプ場スタッフ（清
掃）
≪急募≫

株式会社　まちづくり木
曽福島

長野県木曽郡木曽町福島５０８４ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

 

日  時 ： 平成３１年 ４月 １７日（水）１０時３０分～１２時 

場  所 ： ハローワーク木曽福島 １階 会議室 
 

開催企業 ： 株式会社  グローバルガード（総合警備業） 
 

募集職種 ： 交通誘導スタッフ 
        （20020-5744491）  雇用形態：正社員 

        （20020-5747291）  雇用形態：パート 

         

  ★ まずは会社の説明を聞いてみませんか。 

    興味のある方は、 この機会にぜひご参加ください。 

   （面接を希望される方は、できれば履歴書をお持ち下さい） 

参加は自由！ 

お申込不要！ 

訓練期間 ：平成31年 5月１０日（金）～ 8月９日（金） 

             ＜55日間 ３２２時間＞ 

訓練施設 ：上松町公民館 

応募締切 ：平成31年 4月１８日（木） 

選考日時 ：平成31年 4月２２日（月）14時～ 

選考会場 ：長野県上松技術専門校 
お問合せ：長野県上松技術専門校  ＴＥＬ 0264-52-3330 

お申込み：ハローワーク木曽福島  ＴＥＬ 0264-22-2233 

 

 

受講対象者：就職を希望し、ハローワークに求職登録している方。 

      就職のためのＰＣスキル習得を希望し、公共職業安定所長より受講指示、 

      受講推薦又は支援指示を受けた求職者。パソコン操作初級程度の方。 

受講料   無料 

募集定員12名 

◎賃金の時給、日給については月額換算で表示している場合がありますので、不明な点はお問い合わせください。
◎詳しい就業場所については、お問い合わせください。 2


