
年齢・ 賃金形態
職種 年齢制限該当事由 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

賃金
日給

不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

210,000円～315,000円

TEL 0264-23-3596（従業員数 4人 ）
正社員 20100-  230621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～280,000円

TEL 0264-57-2532（従業員数 38人 ）
正社員 20100-  224921 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

235,800円～247,800円 (2)10時00分～19時00分

(3)13時00分～7時00分

TEL 0264-26-1211（従業員数 25人 ）
正社員以外 20100-  228821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳～69歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

196,500円～246,500円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-35-9440（従業員数 47人 ）
正社員以外 20020- 2382621 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

175,000円～240,000円

TEL 048-767-3521（従業員数 3人 ）
正社員 11050- 3418721 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出・給付

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳～69歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

167,700円～236,500円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-35-9440（従業員数 47人 ）
正社員以外 20020- 2383921 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

日給
60歳以上 月額換算 (1)8時30分～17時00分

172,800円～194,400円 (2)22時00分～5時30分

TEL 0263-88-9240（従業員数 27人 ）
正社員以外 20020- 2440721 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

日給
18歳以上 月額換算 (1)8時30分～17時00分

172,800円～194,400円 (2)22時00分～5時30分

TEL 0263-88-9240（従業員数 27人 ）
正社員以外 20020- 2445321 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

時給
18歳～69歳 (1)8時00分～17時00分

975円～975円

TEL 0263-35-9440（従業員数 47人 ）
パート労働者 20020- 2385021 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時15分～8時30分

7,220円～9,560円 (2)8時30分～17時15分

TEL 0263-62-2281（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020- 2839321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

213,300円～235,800円 (2)10時00分～19時00分

(3)13時00分～7時00分

TEL 0264-26-1211（従業員数 25人 ）
正社員 20100-  226021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

160,000円～220,000円 (2)19時00分～4時00分

TEL 0264-52-3115（従業員数 81人 ）
正社員以外 20100-  223621 就業場所 長野県木曽郡上松町

マシンオペレーター（組
立・検査）

西野機械工業　株式会社 長野県木曽郡上松町大字荻原字中島１５５１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

グループホームの【介護
職】（正社員）

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル日
義

長野県木曽郡木曽町日義２７５２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

試験場の施設管理（施設
管理員）

長野県水産試験場 長野県安曇野市明科中川手２８７１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

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 原動機付自転車免許

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

交通誘導警備員（中信地
域）【急募】

チューリップライフ　株
式会社　松本営業所

長野県松本市大字和田４０２０－２５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

交通誘導警備員（中信地
域）（６０歳以上専用求
人）【急募】

チューリップライフ　株
式会社　松本営業所

長野県松本市大字和田４０２０－２５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

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

原動機付自転車免許

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

セールスエンジニア／
サービスエンジニア（木
曽）

株式会社　関東甲信クボ
タ

埼玉県さいたま市桜区西堀５－２－３６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

三級自動車整備士

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

交通誘導警備員（有資格
者）〈急募〉

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

施設警備業務検定２級

雑踏警備業務検定２級

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

交通誘導警備業務検定２
級

グループホームの【介護
職】（契約職員）

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル日
義

長野県木曽郡木曽町日義２７５２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

木工手 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・
財形・その他

雇用期間の定めなし 定年を上限

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

所在地・就業場所

林業現場作業員 有限会社　木建 長野県木曽郡木曽町新開２５１７

℡ ０２６４－２２－２２３３

ハローワーク木曽福島

（木曽福島公共職業安定所）

【木曽地域版】

令和４年２月１０日発行 （２月２日～２月９日に受理したすべての求人を掲載しています。）

◎ 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。

◎ 賃金形態は、月給・日給・時給・その他があります。賃金表示の、時給・日給・その他の金額については、

月額換算で表示している場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。
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年齢・ 賃金形態
職種 年齢制限該当事由 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

賃金
所在地・就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時30分～20時00分

185,000円～185,000円

TEL 0264-22-2010（従業員数 20人 ）
正社員 20100-  232121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～180,000円 (2)10時30分～19時30分

TEL 0264-24-2278（従業員数 20人 ）
正社員 20100-  233021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
59歳以下 (1)7時00分～21時00分

175,000円～175,000円

TEL 0264-22-2010（従業員数 20人 ）
正社員 20100-  231921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 月額換算 (1)8時10分～16時40分

159,000円～159,000円 (2)8時00分～16時30分

TEL 0264-22-3000（従業員数 19人 ）
正社員以外 20100-  237521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
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

TEL 0264-24-2278（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100-  235821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
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

TEL 0264-24-2278（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100-  236221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

1,247円～1,327円 (2)10時00分～19時00分

(3)13時00分～7時00分

TEL 0264-26-1211（従業員数 25人 ）
パート労働者 20100-  227721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

その他
不問 (1)8時30分～15時00分

880円～1,000円 (2)13時00分～19時30分

TEL 0264-24-2278（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100-  234721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時10分

232,200円～232,200円 (2)20時00分～5時10分

TEL 0265-78-9970（従業員数 1人 ）
有期雇用派遣労働者 20060- 1042021 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)9時00分～8時59分

226,000円～226,000円 (2)9時00分～20時00分

(3)20時00分～9時00分

TEL 026-227-8588（従業員数 30人 ）
正社員以外 20010- 2349921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)18時00分～21時00分

1,300円～1,500円

TEL 026-269-0530（従業員数 50人 ）
パート労働者 20010- 2548221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

（請）食品スーパー内で
の短時間店舗スタッフ
（木曽町）

パーソルマーケティング
株式会社　長野支店

長野県長野市南千歳２丁目１２番地１　長野セ
ントラルビル３階

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

（特）セキュリティス
タッフ（木曽・南木曽地
区限定）

セコム上信越　株式会社

長野統轄支社

長野県長野市大字中御所岡田町２１５－１
フージャース長野駅前ビル

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

自動車部品の製造 有限会社ジェイシステム 長野県上伊那郡南箕輪村８９８５番地－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

法令の規定
により年齢
制限がある

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職員【パート】 社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル日
義

長野県木曽郡木曽町日義２７５２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

法令の規定
により年齢
制限がある

清掃業務（平日のみ勤
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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

学校給食調理員　　　＊
木曽町内小・中学校いず
れか＊

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ヶ月以上）

不問

接客サービス 株式会社　つたや本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理担当《街道浪漫おん
宿蔦屋》

株式会社　つたや本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

< 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

・木曽郡内各町村役場・商工会

ハローワーク木曽福島 職業紹介係

☎ ０２６４-２２-２２３３

開所時間 ８：３０～１７：１５

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。

https://www.hellowork.go.jp/

パソコンやスマートフォンで求人検索してみませんか。
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年齢・ 賃金形態
職種 年齢制限該当事由 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

賃金
所在地・就業場所

訓練期間 ：５月 ２日（月）～ ７月 １日（金）

＜３８日間 ２２３時間＞

訓練施設 ：上松町公民館 （木曽郡上松町小川1706）

目標資格 :  Ｐ検準２級または３級 資格取得

受 講 料 ： 無 料

＊入校選考料及び受講料は無料です＊
交通費・教科書代12,000円程度・資格取得に必要な費用5,200円

職業訓練生総合保険料3,000円等は自己負担となります。

応募締切 ：令和４年 ４月 １２ 日（火）

選考日時 ：令和４年 ４月 １９ 日（火）14時開始
適正検査・面接（鉛筆持参）

選考会場 ：長野県上松技術専門校（木曽郡上松町小川3540）

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

公共職業訓練（２カ月コース）

訓練生募集 定員１５名

Ｒ４年度民間活用委託訓練事業

◆受講対象者◆
就職の為のＰＣスキル取得を希望し、ハローワーク所長より受講指示、

受講推薦または支援指示を受け、再就職の意欲を持って全期間を通じて

受講できる方。

詳細についてはお問合せください。

令和４年
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