
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年単位） 普通自動車免許一種
44歳以下

270,000円～375,000円
省令３号のイ

TEL 0265-76-5452（従業員数 18人 ）
正社員 20060- 4984791 就業場所 長野県木曽郡木曽町他

月給 交替制あり 普通自動車免許一種
不問

180,000円～300,000円
年齢不問

TEL 0264-40-1001（従業員数 9人 ）
正社員 20100-  808591 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

日給
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

160,000円～260,000円
省令３号のイ

TEL 0264-57-2023（従業員数 5人 ）
正社員 20100-  814891 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

220,000円～250,000円
省令１号

TEL 0264-52-2110（従業員数 3人 ）
正社員 20100-  810691 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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

205,000円～225,000円
省令１号

TEL 0264-57-2268（従業員数 14人 ）
正社員 20100-  811991 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

160,000円～200,000円
省令１号

TEL 0264-57-2035（従業員数 13人 ）
正社員 20100-  809191 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（１年単位） 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

172,000円～200,000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 55人 ）
正社員 20100-  815291 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
不問 (1) 8時30分～17時30分

184,600円～270,000円
年齢不問

TEL 0265-24-1201（従業員数 3人 ）
正社員 20050- 4262891 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 その他の建設機械運転

176,100円～233,000円 大型自動車免許一種
省令１号

TEL 0263-87-0152（従業員数 5人 ）
正社員 20020-10039091 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 大型自動車免許一種

176,100円～207,200円
省令１号

TEL 0263-87-0152（従業員数 4人 ）
正社員 20020-10180791 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり 管理栄養士
59歳以下 (1) 5時00分～14時00分 栄養士

162,000円～225,000円 (2)10時30分～19時30分
省令１号

TEL 026-269-6710（従業員数 7人 ）
正社員 20010-12660591 就業場所 長野県木曽郡木祖村

月給 交替制あり 管理栄養士
59歳以下 (1) 5時30分～14時30分 栄養士

162,000円～225,000円 (2)10時30分～19時30分
省令１号

TEL 026-269-6710（従業員数 9人 ）
正社員 20010-12671391 就業場所 長野県木曽郡上松町

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

ゲストハウス運営に関わ
る業務全般

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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

トータル健康アドバイ
ザー

株式会社　アルプスメ
ディカル

長野県伊那市西春近２５３２

木工製品の製造補助 進興工芸　古田茂巳 長野県木曽郡南木曽町読書３５２３の２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

総合職（正社員）【トラ
イアル雇用併用求人】

木曽協和産業　株式会社 長野県木曽郡上松町大字上松３６７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

大型ミキサー車運転 有限会社　南木曽生コン
工場

長野県木曽郡南木曽町読書３６８１－４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

木製おけ製造工　≪急募
≫

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・
健康・厚生

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・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

機械管理（木曽営業所） 株式会社　原鉄 長野県飯田市大門町２６番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

建設機械整備（Ｕ・Ｉ
ターン併用）

パークス甲信越　株式会
社

長野県松本市大字今井６７２９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

建設機械レンタル機の管
理

パークス甲信越　株式会
社

長野県松本市大字今井６７２９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

栄養士（木祖村） 日清医療食品株式会社
中部支店

長野市栗田源田窪１０００－１　長栄長野東口
ビル７階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

栄養士（上松町） 日清医療食品株式会社
中部支店

長野市栗田源田窪１０００－１　長栄長野東口
ビル７階

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） 

◎ 詳しい内容や就業場所を知りたい方、面接を希望される方は、ハローワーク紹介窓口へお問い合わせ 

  ください。なお、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、この求人の中ですでに決定済みとなっている場合が 

  あります。その際にはご了承ください。 

◎ 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。 

【木曽地域版】 

令和１年６月１３日発行  （６月５日～６月１１日に受理したすべての求人を掲載しています。） 
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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

日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～200,000円
年齢不問

TEL 0869-22-3360（従業員数 12人 ）
正社員以外 33110- 4311791 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1) 8時30分～17時10分

176,180円～182,308円
年齢不問

TEL 0263-34-8085（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣 20020-10182291 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 変形（１ヶ月単位） 警備員検定試験２級
18歳～64歳 (1) 8時00分～17時00分 警備員検定試験１級

151,200円～172,800円 (2)21時00分～ 6時00分
省令２号

TEL 0263-87-3627（従業員数 25人 ）
正社員以外 20020-10221291 就業場所 長野県木曽郡木曽町他

時給 変形（１ヶ月単位） 警備員検定試験１級
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 警備員検定試験２級

875円～1,100円 (2)21時00分～ 6時00分
省令２号

TEL 0263-87-3627（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020-10223191 就業場所 長野県木曽郡木曽町他

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時15分

1,260円～1,260円
年齢不問

TEL 050-3160-6065（従業員数 36人 ）
パート労働者 20100-  813791 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1) 5時00分～ 9時00分

900円～1,100円 (2)16時30分～20時30分
年齢不問

TEL 052-243-6140（従業員数 4人 ）
パート労働者 23020-45173791 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1) 5時00分～14時00分

850円～1,050円 (2) 8時00分～16時00分
年齢不問

TEL 052-243-6140（従業員数 7人 ）
パート労働者 23020-45164491 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 管理栄養士
不問 (1) 5時00分～14時00分 栄養士

850円～1,050円 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問

TEL 052-243-6140（従業員数 7人 ）
パート労働者 23020-45165791 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) 9時00分～14時50分

883円～883円
年齢不問

TEL 0264-55-4044（従業員数 5人 ）
パート労働者 20100-  812491 就業場所 長野県木曽郡大桑村

（臨時・長野県）／モノ
レールの架設・撤去作業

株式会社　正富 岡山県瀬戸内市邑久町福元６０８－１３３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

一般事務　（派遣） パーソルテンプスタッフ
株式会社　松本オフィス

長野県松本市中央１－４－２０
日本生命松本駅前ビル８Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

警備職員（松本・塩尻・
木曽）≪急募≫

株式会社　全日警サービ
ス長野　松本営業所

長野県松本市野溝西１－１１－８
鵬ビル１階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

警備職員≪急募≫ 株式会社　全日警サービ
ス長野　松本営業所

長野県松本市野溝西１－１１－８
鵬ビル１階

労災

雇用期間の定めなし

森林保護員
【グリーンサポートス
タッフ】

木曽森林管理署 長野県木曽郡上松町正島町１丁目４－１ 公災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

調理パート（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）

自動車部品加工 市川産業　有限会社 長野県木曽郡大桑村大字野尻７２４－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

調理パート（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）

栄養士パート（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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

 就職に関する様々なご相談に応じますので、 

お気軽にご利用ください。  

＊＊＊ ハローワークのサービスメニュー ＊

ご希望の仕事を相談しながら探します！        ＊求人の状況により、ご希望に添えない場合もあります。 

仕事について相談したい！                                    ⇒ 専門のスタッフが就職相談、応募相談をいたします。 

子どもが小さいけど働ける所があるかしら？       ⇒ 一緒に探しましょう。 

就職に向けて技術や知識を身につけたい！                ⇒ 職業訓練の紹介や相談をいたします。 

就職活動に役立つセミナーを毎月開催しています！            ⇒ 履歴書などの書き方等を、専門の講師が説明いたします。 

在職中の方の各種相談にも応じています。 

どのような仕事があるのか詳しく調べたい。         ⇒ 求人票閲覧、パソコンで検索（全国）ができます。 

面接に関する各種相談をいたします。                 ⇒ 面接の受け方、履歴書の書き方（志望動機・自己ＰＲ等）などをアドバイスいたします。 

< ホット情報の設置場所 > 毎週木曜日更新 

・ハローワーク玄関先の棚  

・国道１９号線沿いのコンビニ各店 

 ハローワーク木曽福島 紹介係 

   ☎ ０２６４-２２-２２３３ 

 開所時間 ８：３０～１７：１５ 

どんな仕事が向いているか分からない！         ⇒ 適性検査ができます。 ＊概ね４４才以下が対象です。 要予約 

要予約 
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