
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

その他 美容師

64歳以下 (1) 8時30分～18時00分

160,000円～510,000円

省令１号

TEL 0264-52-5122（従業員数 8人 ）

正社員 20100-  674391 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士２級

210,000円～370,000円 パソコン表計算可

年齢不問

TEL 0264-22-4111（従業員数 11人 ）

正社員 20100-  686791 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 調理師

不問

180,000円～360,000円

年齢不問

TEL 0264-23-7331（従業員数 15人 ）

正社員 20100-  681091 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（１年単位）

44歳以下

220,000円～360,000円

省令３号のイ

TEL 0264-23-7331（従業員数 15人 ）

正社員 20100-  682391 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

230,000円～345,000円

省令３号のイ

TEL 0264-57-2550（従業員数 16人 ）

正社員 20100-  676991 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 7時30分～16時30分

200,000円～325,000円

省令１号

TEL 0264-55-3181（従業員数 14人 ）

正社員 20100-  584191 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種

59歳以下 (1) 7時30分～16時30分 普通自動車免許一種

200,000円～325,000円

省令１号

TEL 0264-55-3181（従業員数 14人 ）

正社員 20100-  595691 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 土木施工管理技士２級

不問 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許一種

240,000円～440,000円

年齢不問

TEL 0265-22-9585（従業員数 127人 ）

正社員 20050- 3288191 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～350,000円

年齢不問

TEL 0265-59-7011（従業員数 23人 ）

正社員以外 20050- 3278291 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（１年単位） 中型一種（８ｔ限定）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～325,000円

省令１号

TEL 0573-66-1171（従業員数 12人 ）

正社員 21090- 1592591 就業場所 長野県木曽郡大桑村他 確定給付年金

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

229,000円～320,600円

省令３号のイ

TEL 0264-55-3315（従業員数 6人 ）

正社員 20100-  608391 就業場所 長野県木曽郡大桑村

日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

168,000円～315,000円

年齢不問

TEL 0264-26-2646（従業員数 43人 ）

正社員 20100-  638891 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

168,000円～315,000円

年齢不問

TEL 0264-26-2646（従業員数 43人 ）

正社員 20100-  639291 就業場所 長野県木曽郡木曽町

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

現場代理人 大林工業　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５６９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

美容全般　スタイリスト
「ヘアーデザイン・ター
バン」

有限会社　ターバン 長野県木曽郡上松町栄町２－６９８－１

調理師 森のホテル（株式会社
女将塾）

長野県木曽郡木曽町日義４８９８－８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

サービススタッフ 森のホテル（株式会社
女将塾）

長野県木曽郡木曽町日義４８９８－８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

土木作業員 大宗土建　株式会社 長野県木曽郡南木曽町読書３６９２番地３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

試験係（コンクリート品
質管理）

株式会社　吉川工務店
大桑生コン工場

長野県木曽郡大桑村須原１０番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

大型ミキサー車運転　並
びに製造

株式会社　吉川工務店
大桑生コン工場

長野県木曽郡大桑村須原１０番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

土木工事に係る発注者支
援業務（木曽町）

技建開発　株式会社 長野県飯田市北方１３１３－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

建築技術者・土木技術者 神稲建設株式会社 長野県飯田市主税町１８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

生コン車運転手 株式会社　吉川工務店 岐阜県中津川市小川町２－８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

建設作業員、重機・大型
ダンプ運転手

金子土建　株式会社 長野県木曽郡大桑村大字長野２９９１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

自動制御装置設計、製作
施工、
操作盤製作、ソフト設計
（

有限会社　テヅカ精機 長野県木曽郡木曽町日義２２６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

住宅設備、給排水設備工
事
電気工事【トライアル雇
用併

有限会社　テヅカ精機 長野県木曽郡木曽町日義２２６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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】 
令和元年５月９日発行（４月２４日～５月８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】 
令和元年５月９日発行（４月２４日～５月８日に受理したす

べての求人を掲載しています。） 

日給 土木施工管理技士２級

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

220,000円～308,000円

省令１号

TEL 0264-55-2030（従業員数 4人 ）

正社員 20100-  604291 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

177,200円～307,200円

省令３号のイ

TEL 0264-26-2306（従業員数 23人 ）

正社員 20100-  688291 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 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 調理師

270,000円～300,000円

年齢不問

TEL 0264-23-3644（従業員数 19人 ）

正社員 20100-  614591 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり 看護師

不問 (1) 7時00分～16時00分 准看護師

220,000円～300,000円 (2) 8時00分～17時00分

年齢不問 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0264-44-1470（従業員数 40人 ）

正社員 20100-  660791 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士１級

230,000円～300,000円 土木施工管理技士２級

年齢不問

TEL 0264-52-4700（従業員数 15人 ）

正社員 20100-  661891 就業場所 長野県木曽郡上松町

日給 普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

201,450円～286,400円

省令３号のイ

TEL 0264-22-2344（従業員数 5人 ）

正社員 20100-  591591 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり 看護師

18歳以上 (1) 8時30分～17時15分 准看護師

166,900円～282,400円 (2)16時30分～ 0時15分

省令２号 (3) 0時30分～ 9時15分

TEL 0264-22-2703（従業員数 310人 ）

正社員以外 20100-  622591 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 大型自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 車両系整地掘削用運転

173,600円～282,100円 車両系基礎工事用運転

省令１号

TEL 0264-57-2304（従業員数 8人 ）

正社員 20100-  673091 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 普通自動車免許ＡＴ

65歳以下 (1) 8時00分～15時00分

250,000円～280,000円

指針第３の１

TEL 0264-26-2450（従業員数 24人 ）

正社員 20100-  583591 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生年金基金

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

170,000円～280,000円

省令３号のイ

TEL 0264-22-4111（従業員数 11人 ）

正社員 20100-  685491 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時00分～17時30分

190,000円～270,000円

省令３号のイ

TEL 0264-23-2180（従業員数 9人 ）

正社員 20100-  620891 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 看護師

59歳以下 (1) 6時00分～15時00分

230,000円～270,000円 (2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

省令１号 (3)13時00分～22時00分

TEL 0264-55-1105（従業員数 60人 ）

正社員 20100-  635991 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師

不問 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

200,000円～265,000円 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0264-52-1235（従業員数 38人 ）

正社員 20100-  663591 就業場所 長野県木曽郡上松町

土木工事作業員 有限会社　竹腰工業 長野県木曽郡大桑村野尻１７８４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

生産管理・技能職
（レンズ製造）

株式会社　イケタニ 長野県木曽郡木曽町日義２１９６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

食堂主任　≪急募≫ 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

看護職 社会福祉法人　開田福祉
会

長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－
１００

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

現場代理人 山一建設　株式会社 長野県木曽郡上松町大字小川２２７２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

建築大工 株式会社　森本建設 長野県木曽郡木曽町福島５５２８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

看護師・准看護師
【期間限定採用】

地方独立行政法人長野県
立病院機構長野県立木曽
病院

長野県木曽郡木曽町福島６６１３－４ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

１０ｔダンプ運転 株式会社　松山建材 長野県木曽郡南木曽町読書５０６２－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

軌道工 有限会社　古畑組 長野県木曽郡木曽町日義５０２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

現場作業員 大林工業　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５６９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

業務（アルミ建具の組
立・取付等）

株式会社　甲州屋 長野県木曽郡木曽町福島１７８８－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

看護師 株式会社　サンシャイン
ライフ

長野県木曽郡大桑村大字野尻９３１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

看護職員（上松） 株式会社　あい愛 長野県木曽郡上松町小川２０５０番地５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

◎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



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】 
令和元年５月９日発行（４月２４日～５月８日に受理したす

べての求人を掲載しています。） 

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

170,940円～258,720円

省令３号のイ

TEL 0264-48-2729（従業員数 9人 ）

正社員 20100-  602791 就業場所 長野県木曽郡王滝村

月給 中型一種（８ｔ限定）

不問 (1) 8時00分～17時00分 パソコン表計算可

180,000円～250,000円 パソコンワープロ可

年齢不問

TEL 0264-52-2177（従業員数 1人 ）

正社員 20100-  607091 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 7時50分～17時10分

200,000円～250,000円

省令３号のイ

TEL 0264-22-2308（従業員数 22人 ）

正社員 20100-  631191 就業場所 長野県木曽郡木曽町

その他 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1)16時30分～10時30分

241,500円～241,500円

省令２号

TEL 0264-44-1470（従業員数 40人 ）

正社員 20100-  654891 就業場所 長野県木曽郡木曽町

その他 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1)16時30分～10時30分

241,500円～241,500円

省令２号

TEL 0264-44-1470（従業員数 40人 ）

正社員 20100-  655291 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 7時50分～17時10分 車両系整地掘削用運転

160,000円～240,000円 大型特殊自動車一種

省令３号のイ

TEL 0264-22-2308（従業員数 22人 ）

正社員 20100-  630591 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

161,000円～230,000円

省令３号のイ

TEL 0264-57-2532（従業員数 7人 ）

正社員 20100-  597491 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時00分～17時30分

160,000円～230,000円

省令３号のイ

TEL 0264-58-2011（従業員数 23人 ）

正社員 20100-  609691 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

160,000円～230,000円

省令３号のイ

TEL 0264-55-2085（従業員数 5人 ）

正社員 20100-  627991 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1)22時00分～ 6時30分

230,000円～230,000円

省令２号

TEL 0264-23-3711（従業員数 15人 ）

正社員 20100-  634691 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 歯科衛生士

不問 (1) 8時30分～18時30分

185,000円～230,000円 (2) 8時30分～16時00分

年齢不問

TEL 0264-24-3108（従業員数 4人 ）

正社員 20100-  683691 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時10分

221,400円～221,400円

省令１号

TEL 0264-52-5700（従業員数 233人 ）

正社員以外 20100-  623191 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時10分

221,400円～221,400円

省令１号

TEL 0264-52-5700（従業員数 233人 ）

正社員以外 20100-  624091 就業場所 長野県木曽郡上松町

山林業務 有限会社　島尻木材 長野県木曽郡王滝村２７１６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

林業機械、小型建設機械
の修理及び販売

有限会社　国光工業 長野県木曽郡上松町大字荻原２３３０番地の
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

営業（建築塗装・土木） 株式会社　西峯建設 長野県木曽郡木曽町新開４１１４番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

介護職（夜勤専門） 社会福祉法人　開田福祉
会

長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－
１００

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

支援員（夜勤専門） 社会福祉法人　開田福祉
会

長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－
１００

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

作業員（土木・塗装）
【トライアル雇用併用求
人】

株式会社　西峯建設 長野県木曽郡木曽町新開４１１４番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

製材手 株式会社　勝野木材 長野県木曽郡南木曽町読書１７５０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

木材加工 志水木材産業　株式会社 長野県木曽郡南木曽町吾妻４６１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

木工品製造 大桑木材生産協同組合 長野県木曽郡大桑村大字野尻３６－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

販売員（夜勤） セブンイレブン木曽町福
島店

長野県木曽郡木曽町福島６２０６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 スマイル歯科クリニック 長野県木曽郡木曽町福島２８６２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

技術スタッフ 上松電子　株式会社 長野県木曽郡上松町大字上松１８８（上松工
場）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

システムエンジニア
【社内ＳＥ】

上松電子　株式会社 長野県木曽郡上松町大字上松１８８（上松工
場）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

◎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。 3



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】 
令和元年５月９日発行（４月２４日～５月８日に受理したす

べての求人を掲載しています。） 

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 フォークリフト技能者

160,000円～220,000円

省令１号

TEL 0264-55-2017（従業員数 2人 ）

正社員 20100-  611791 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時30分～18時00分

196,400円～216,400円

省令３号のイ

TEL 0264-52-2603（従業員数 30人 ）

正社員 20100-  677491 就業場所 長野県木曽郡上松町

日給 理学療法士

不問 (1) 8時30分～17時15分

210,400円～210,400円

年齢不問

TEL 0264-22-2703（従業員数 310人 ）

正社員以外 20100-  621291 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時30分～17時15分

145,600円～208,000円

省令３号のイ

TEL 0264-46-3003（従業員数 36人 ）

正社員 20100-  585091 就業場所 長野県木曽郡王滝村

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

167,200円～207,200円

省令３号のイ

TEL 0264-26-2306（従業員数 23人 ）

正社員 20100-  687891 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 7時00分～16時00分

179,000円～206,200円 (2)10時30分～19時30分

省令２号 (3)11時30分～20時30分

TEL 0264-44-1470（従業員数 40人 ）

正社員 20100-  653791 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 6時30分～15時10分

160,200円～200,000円 (2)13時00分～21時40分

省令１号

TEL 0264-52-2245（従業員数 25人 ）

正社員 20100-  616091 就業場所 長野県木曽郡上松町

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時30分

160,000円～200,000円

省令１号

TEL 0264-23-2180（従業員数 9人 ）

正社員 20100-  619991 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（１年単位）

44歳以下 (1) 7時55分～17時00分

170,000円～185,000円 (2) 7時55分～12時00分

省令３号のイ

TEL 0264-52-2046（従業員数 35人 ）

正社員 20100-  610491 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～16時00分

160,000円～180,000円

年齢不問

TEL 0264-22-2171（従業員数 6人 ）

正社員 20100-  587691 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時00分～17時30分

150,000円～180,000円 (2) 8時00分～17時00分

省令３号のイ

TEL 0264-36-2137（従業員数 18人 ）

正社員 20100-  588991 就業場所 長野県木曽郡木祖村

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～10時00分

150,000円～180,000円 (2)15時30分～21時00分

年齢不問

TEL 0264-22-2145（従業員数 10人 ）

正社員以外 20100-  690391 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 中型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

175,200円～175,200円

年齢不問

TEL 0264-22-2484（従業員数 3人 ）

正社員以外 20100-  606191 就業場所 長野県木曽郡木曽町

製材工・木工加工 大桑木材工業　株式会社 長野県木曽郡大桑村大字野尻１２３０番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

小型・中型ドライバー 東海西濃運輸株式会社上
松営業所

長野県木曽郡上松町小野２３７１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

理学療法士（有期常勤） 地方独立行政法人長野県
立病院機構長野県立木曽
病院

長野県木曽郡木曽町福島６６１３－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

医薬品製造・試験検査 長野県製薬　株式会社 長野県木曽郡王滝村此の島１００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

レンズ製造・組立・検査
【トライアル雇用併用求
人】

株式会社　イケタニ 長野県木曽郡木曽町日義２１９６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

介護職【トライアル雇用
併用求人】（介護保険事
業所）

社会福祉法人　開田福祉
会

長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－
１００

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

レストラン及びホテル業
務全般

上松観光開発　有限会社 長野県木曽郡上松町大字上松１８８８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

事務員 株式会社　甲州屋 長野県木曽郡木曽町福島１７８８－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

自動車部品加工（スポッ
ト溶接）【トライアル雇
用併用求

上松プレス　株式会社 長野県木曽郡上松町正島町１丁目３番地４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

生揚げ・豆乳製品製造 株式会社　田中屋 長野県木曽郡木曽町福島５０９７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

一般事務 マルオカ工業　株式会社 長野県木曽郡木祖村大字薮原２３２－７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

接客係 有限会社　津田 長野県木曽郡木曽町福島２０１２－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

２ｔ車・４ｔ車ドライ
バー

近物レックス株式会社木
曽福島営業所

長野県木曽郡木曽町日義いなり沢４７５７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

◎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。 4



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】 
令和元年５月９日発行（４月２４日～５月８日に受理したす

べての求人を掲載しています。） 

月給

64歳以下 (1) 8時30分～16時30分

148,500円～175,000円

省令１号

TEL 0264-22-2200（従業員数 2人 ）

正社員 20100-  679891 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許二種

不問 (1) 7時00分～18時50分

162,000円～174,000円 (2) 6時25分～16時10分

年齢不問 (3) 7時00分～16時45分

手当を含む総支給額 TEL 0264-22-2215（従業員数 13人 ）

正社員以外 １７万円～２１万円 20100-  590291 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給

40歳以下 (1) 8時30分～18時30分

150,000円～170,000円 (2) 8時30分～16時00分

省令３号のイ

TEL 0264-24-3108（従業員数 4人 ）

正社員 20100-  684991 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時15分

144,100円～158,300円

年齢不問

TEL 0264-23-1050（従業員数 10人 ）

正社員以外 20100-  586391 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時45分～17時45分

144,088円～156,240円 (2)11時15分～20時15分

年齢不問

TEL 0264-55-1006（従業員数 25人 ）

正社員以外 20100-  652491 就業場所 長野県木曽郡大桑村

日給 普通自動車免許一種

30歳以下 (1) 8時00分～17時00分

154,700円～154,700円

省令３号のイ

TEL 0264-55-2134（従業員数 6人 ）

正社員 20100-  605591 就業場所 長野県木曽郡大桑村

その他

不問 (1) 8時30分～17時15分

211,575円～211,575円

年齢不問

TEL 026-228-1069（従業員数 4人 ）

有期雇用派遣 20010- 9477391 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり 調理師

不問 (1) 5時00分～14時00分

143,418円～143,418円 (2)10時00分～19時00分

年齢不問

TEL 0120-55-8811（従業員数 7人 ）

正社員以外 23110- 8489891 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給

不問 (1) 8時00分～17時00分

142,526円～142,526円

年齢不問

TEL 0264-55-1006（従業員数 25人 ）

正社員以外 20100-  647291 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給

不問 (1) 8時00分～17時00分

142,526円～142,526円

年齢不問

TEL 0264-55-1006（従業員数 25人 ）

正社員以外 20100-  648591 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～17時05分

140,000円～140,000円

年齢不問

TEL 0264-22-3000（従業員数 5人 ）

正社員以外 20100-  594391 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～15時00分

1,300円～1,400円 (2) 8時30分～12時00分

年齢不問

TEL 0264-24-2278（従業員数 26人 ）

パート労働者 20100-  626691 就業場所 長野県木曽郡木曽町

その他 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1)16時30分～10時30分

1,400円～1,400円

省令２号

TEL 0264-44-1470（従業員数 40人 ）

パート労働者 20100-  656591 就業場所 長野県木曽郡木曽町

そば店の業務全般
（調理・接客・レジ等）

株式会社　くるまや本店 長野県木曽郡木曽町福島５３６７－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

バス運転士（定期バス）
契約社員（南木曽）

おんたけ交通　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島２８０１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

歯科助手 スマイル歯科クリニック 長野県木曽郡木曽町福島２８６２－１ 雇用・労災・
健康

雇用期間の定めなし

事務【浄化槽清掃計画及
び浄化槽伝票整理業務】

木曽広域連合 長野県木曽郡木曽町日義４８９８－３７

（木曽文化公園内・駒っこホール）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

レジ係 株式会社　マルトシ　木
曽須原店

長野県木曽郡大桑村大字須原１１０１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

屋根板製作（板ヘギ職
人）
【トライアル雇用併用求
人】

栗山木工　有限会社 長野県木曽郡大桑村野尻２２７１－６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

一般事務（木曽町） マンパワーグループ株式
会社　甲信支店

長野県長野市岡田町２１５－１　フージャー
ス長野駅前ビル１Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

調理師（請）（長野県木
曽郡）

株式会社　魚国総本社
名古屋本部

愛知県刈谷市東新町５丁目１１８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

精肉担当 株式会社　マルトシ　木
曽須原店

長野県木曽郡大桑村大字須原１１０１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

水産物加工 株式会社　マルトシ　木
曽須原店

長野県木曽郡大桑村大字須原１１０１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

学校給食調理員 木曽町役場 長野県木曽郡木曽町福島２３２６－６ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

清掃業務（土日祝日のみ
勤務）

株式会社　ハートリンク 長野県木曽郡木曽町新開２０１７－５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

支援員（夜勤専門） 社会福祉法人　開田福祉
会

長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－
１００

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

◎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。 5



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】 
令和元年５月９日発行（４月２４日～５月８日に受理したす

べての求人を掲載しています。） 

その他 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1)16時30分～10時30分

1,400円～1,400円

省令２号

TEL 0264-44-1470（従業員数 40人 ）

パート労働者 20100-  657191 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり

18歳以上 (1)15時00分～22時30分

1,000円～1,300円 (2) 8時30分～16時00分

省令２号

TEL 0264-23-2688（従業員数 16人 ）

パート労働者 20100-  600991 就業場所 長野県木曽郡木曽町

その他 普通自動車免許一種

18歳以上 (1)22時00分～ 7時00分

1,263円～1,263円

省令２号

TEL 0264-52-1235（従業員数 38人 ）

パート労働者 20100-  662291 就業場所 長野県木曽郡上松町

日給

不問 (1) 5時00分～19時00分

1,050円～1,250円

年齢不問

TEL 090-5638-8193（従業員数 1人 ）

パート労働者 21090- 1575591 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

950円～1,000円

年齢不問

TEL 0573-70-3005（従業員数 14人 ）

パート労働者 20100-  592191 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給

不問 (1)17時00分～22時00分

950円～1,000円

年齢不問

TEL 0264-24-0116（従業員数 5人 ）

パート労働者 20100-  596991 就業場所 長野県木曽郡上松町

その他 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～15時00分

850円～1,000円

年齢不問

TEL 0264-24-2278（従業員数 26人 ）

パート労働者 20100-  625391 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 介護福祉士

18歳以上 (1) 6時30分～15時30分 介護職員初任者研修

850円～1,000円 (2) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

省令２号 (3)10時30分～19時30分

TEL 0264-55-1105（従業員数 55人 ）

パート労働者 20100-  636491 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給 介護福祉士

18歳以上 (1) 6時30分～15時30分 介護職員初任者研修

850円～1,000円 (2) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

省令２号 (3)13時15分～22時15分

TEL 0264-55-1105（従業員数 8人 ）

パート労働者 20100-  637791 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給 交替制あり

不問 (1) 7時00分～16時00分

880円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

年齢不問 (3)11時30分～20時30分

TEL 0264-44-1470（従業員数 40人 ）

パート労働者 20100-  658091 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり

不問 (1) 7時00分～16時00分

880円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

年齢不問 (3)11時30分～20時30分

TEL 0264-44-1470（従業員数 40人 ）

パート労働者 20100-  659391 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～12時00分

900円～1,000円 (2)16時00分～20時00分

年齢不問

TEL 0264-40-1001（従業員数 1人 ）

パート労働者 20100-  672191 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給

不問 (1) 6時00分～ 9時00分

1,000円～1,000円

年齢不問

TEL 0264-24-3332（従業員数 13人 ）

パート労働者 20100-  678791 就業場所 長野県木曽郡木曽町

介護職（夜勤専門） 社会福祉法人　開田福祉
会

長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－
１００

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

ホール・カウンター係 有限会社　大倉 長野県木曽郡木曽町福島６１７６－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

介護職員（上松・夜勤専
門）

株式会社　あい愛 長野県木曽郡上松町小川２０５０番地５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

山小屋での接客、雑務 木曽殿山荘 岐阜県中津川市福岡２３２８－９５ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

和菓子の製造及び販売 有限会社　澤田屋 長野県木曽郡南木曽町読書３５９２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

ホール・キッチンスタッ
フ

一般社団法人　木曽人 長野県木曽郡上松町大字小川２４０９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

配達
【ルートレンタルサービ
ス】

株式会社　ハートリンク 長野県木曽郡木曽町新開２０１７－５ 労災

雇用期間の定めなし

介護職員（大桑） 株式会社　サンシャイン
ライフ

長野県木曽郡大桑村大字野尻９３１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

介護職員【神戸の杜（も
り）】

株式会社　サンシャイン
ライフ

長野県木曽郡大桑村大字野尻９３１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

介護職（夜勤なし） 社会福祉法人　開田福祉
会

長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－
１００

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

支援員（夜勤なし） 社会福祉法人　開田福祉
会

長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－
１００

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

ゲストハウス客室清掃・
洗濯・調理補助

株式会社　フォークロア 長野県木曽郡南木曽町読書４８２８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

配膳業務 株式会社　ミューズ　宿
泊事業部　自由旅クラブ
木曽三河家

長野県木曽郡木曽町福島５７８２ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

◎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。 6



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】 
令和元年５月９日発行（４月２４日～５月８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)10時00分～14時00分

825円～1,000円 (2) 8時30分～13時30分
年齢不問 (3)11時30分～16時30分

TEL 0264-22-2200（従業員数 2人 ）
パート労働者 20100-  680191 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1) 7時30分～10時30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-  689591 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1) 9時00分～15時00分

850円～920円
年齢不問

TEL 0264-26-2646（従業員数 30人 ）
パート労働者 20100-  640091 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1) 9時30分～15時30分

900円～900円 (2) 9時00分～16時00分
年齢不問

TEL 0264-52-2245（従業員数 25人 ）
パート労働者 20100-  615191 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1) 9時00分～13時00分

830円～900円 (2)17時00分～20時15分
年齢不問

TEL 0264-55-1006（従業員数 35人 ）
パート労働者 20100-  649191 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給 交替制あり 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～13時15分

821円～890円 (2)14時00分～18時00分
年齢不問 (3)16時00分～20時00分

TEL 0264-22-3771（従業員数 8人 ）
パート労働者 20100-  593091 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1) 9時00分～15時00分

860円～860円
年齢不問

TEL 0264-23-3711（従業員数 15人 ）
パート労働者 20100-  632091 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)15時00分～22時00分

860円～860円
年齢不問

TEL 0264-23-3711（従業員数 15人 ）
パート労働者 20100-  633391 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 (1) 6時30分～ 9時30分

830円～850円 (2)11時00分～15時00分
年齢不問 (3)17時00分～21時00分

TEL 0264-55-4455（従業員数 26人 ）
パート労働者 20100-  598791 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給
不問

830円～850円
年齢不問

TEL 0264-57-2035（従業員数 13人 ）
パート労働者 20100-  691691 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1) 8時00分～12時00分

821円～821円 (2)12時00分～16時00分
年齢不問 (3)13時00分～17時00分

TEL 0264-55-1006（従業員数 35人 ）
パート労働者 20100-  650691 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給
不問 (1) 8時00分～12時00分

821円～821円
年齢不問

TEL 0264-55-1006（従業員数 35人 ）
パート労働者 20100-  651991 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給
不問 (1) 9時00分～17時00分

821円～821円 (2)12時00分～18時00分
年齢不問 (3)17時00分～21時00分

TEL 026-268-2020（従業員数 12人 ）
パート労働者 20010-10068891 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1) 9時00分～17時00分

821円～821円 (2)12時00分～18時00分
年齢不問 (3)17時00分～20時00分

TEL 026-268-2020（従業員数 12人 ）
パート労働者 20010-10069291 就業場所 長野県木曽郡大桑村

そば店の業務全般補助
（調理・接客・レジ等）

株式会社　くるまや本店 長野県木曽郡木曽町福島５３６７－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

客室ふとん上げ及び朝食
片付け

有限会社　津田 長野県木曽郡木曽町福島２０１２－４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

組立・検査 有限会社　テヅカ精機 長野県木曽郡木曽町日義２２６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

赤沢森林鉄道＆赤沢バー
べキューハウススタッフ

上松観光開発　有限会社 長野県木曽郡上松町大字上松１８８８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

レジ係 株式会社　マルトシ　木
曽須原店

長野県木曽郡大桑村大字須原１１０１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ホームセンター店員 昭和産業株式会社　木曽
ミスズ

長野県木曽郡木曽町福島２２８８番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし

販売員 セブンイレブン木曽町福
島店

長野県木曽郡木曽町福島６２０６－１ 労災

雇用期間の定めなし

販売員 セブンイレブン木曽町福
島店

長野県木曽郡木曽町福島６２０６－１ 労災

雇用期間の定めなし

接客係 株式会社　塚原緑地研究
所　フォレスパ木曽　あ
てら荘

長野県木曽郡大桑村野尻９３９－５８ 労災

雇用期間の定めなし

木製おけ製造工 有限会社　協栄木材 長野県木曽郡南木曽町読書３４１７番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし

惣菜担当 株式会社　マルトシ　木
曽須原店

長野県木曽郡大桑村大字須原１１０１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

グロサリー 株式会社　マルトシ　木
曽須原店

長野県木曽郡大桑村大字須原１１０１－１ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

接客販売員（木曽町） 株式会社　モリキ 長野県長野市大字大豆島４２１６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

接客販売員（大桑村） 株式会社　モリキ 長野県長野市大字大豆島４２１６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

◎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。 7



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】 
令和元年５月９日発行（４月２４日～５月８日に受理したす

べての求人を掲載しています。） 

★資格が無い方もＯＫ 

★履歴書不要 

★服装自由 

各種パート・フルタイム求人がございます。 

  

介護施設ってどんなふう

に仕事をしているの？ 

この機会に見学してみま

せんか！ 

ケアマネージャー 
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