
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
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時30分

285,000円～685,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
正社員 20020- 3211421 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

215,600円～600,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
正社員 20020- 3197221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

215,600円～520,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
正社員 20020- 3202521 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

250,000円～450,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
正社員 20020- 3203421 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

215,600円～400,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
正社員 20020- 3165321 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

215,600円～400,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
正社員 20020- 3172421 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)10時00分～19時00分

300,000円～400,000円

TEL 0263-51-5855（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 3186721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下

300,000円～400,000円

TEL 0263-53-1328（従業員数 5人 ）
正社員 20020- 3190321 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

215,600円～380,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
正社員 20020- 3185021 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳

270,000円～380,000円

TEL 0263-31-5100（従業員数 35人 ）
正社員 20020- 3346821 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

270,000円～350,000円

TEL 0263-75-8593（従業員数 9人 ）
正社員 20020- 3240721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

220,000円～300,000円

TEL 0263-54-3720（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 3397521 就業場所 長野県塩尻市

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

新築住宅販売、営業 株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９

Ｗｅｂマーケティング 株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

住宅設計及び構造計算
（本社）（正社員）

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

木造建築士

新築・リフォームの施工
管理

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

木造建築士

ＤＴＰデザイナー 株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

資材調達・仕入れ担当
（塩尻本社）

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

来店型店舗でのカウン
ター営業

アルピコ保険リース株式
会社

長野県塩尻市大字広丘野村１６８８番地１
コミュニティマーケットプレイスＧＡＺＡ３階

雇用・労災・
健康・厚生

生命保険業界共通教育制
度一般課程試験

雇用期間の定めなし 定年を上限

運行管理者 ヤマシン物流　株式会社 長野県塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原７１－９９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

運行管理者（貨物）

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

インテリアコーディネー
ター

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

インテリアコーディネー
ター

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型ドライバー 有限会社　八洲ロジテッ
ク

長野県塩尻市大字広丘野村１９２３ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

フォークリフト運転技能
者雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

基礎工事作業 カレント　株式会社 長野県塩尻市大字広丘野村１３７７－１６ 雇用・労災・
健康・厚生

８トン限定中型自動車免
許

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者雇用期間の定めなし 不問

造園・外構工事作業員 有限会社　ハウスアレン
ジ

長野県塩尻市広丘野村　１９９３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

℡ ０２６４－２２－２２３３

ハローワーク木曽福島

（木曽福島公共職業安定所）

【塩尻地域版】

令和４年２月１７日発行 （２月９日～２月１５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 変形（1ヶ月単位）
39歳以下 (1)8時30分～17時30分

220,000円～280,000円 (2)8時30分～13時30分

TEL 0263-51-0351（従業員数 7人 ）
正社員 20020- 3278521 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

230,000円～280,000円

TEL 0263-31-5100（従業員数 35人 ）
正社員 20020- 3347221 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～59歳 月額換算 (1)20時15分～5時00分

205,954円～250,533円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 3214921 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

250,000円～250,000円

TEL 0263-53-4300（従業員数 12人 ）
正社員 20020- 3090221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～240,000円

TEL 0263-85-0080（従業員数 2人 ）
正社員 20020- 3138821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

233,740円～233,740円

TEL 0263-39-0395（従業員数 1人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 3300121 就業場所 長野県塩尻市 拠出

時給
不問 月額換算 (1)9時00分～17時45分

186,000円～232,500円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 3318121 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～59歳 月額換算 (1)5時00分～14時00分

181,040円～219,000円 (2)14時30分～23時30分

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 3215121 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)7時15分～16時15分

204,800円～207,800円 (2)8時15分～17時15分

(3)9時15分～19時15分

TEL 0263-51-6211（従業員数 120人 ）
正社員 20020- 3161821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

170,500円～186,000円

TEL 0263-24-8000（従業員数 11人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 3109621 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問 (1)7時30分～16時00分

151,634円～180,619円 (2)9時30分～18時00分

TEL 0263-86-3000（従業員数 57人 ）
正社員以外 20020- 3117621 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1年単位）
18歳～59歳 月額換算 (1)7時00分～17時00分

151,940円～151,940円 (2)11時00分～23時00分

(3)15時00分～8時00分

TEL 0263-52-0120（従業員数 48人 ）
正社員 20020- 3077321 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)8時30分～12時30分

1,650円～1,650円 (2)14時00分～17時30分

TEL 0263-58-1165（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020- 3379721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～18時00分

900円～1,400円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
パート労働者 20020- 3179821 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)14時00分～18時30分

1,300円～1,400円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-53-5050（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 3276821 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,283円～1,283円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020- 3327021 就業場所 長野県塩尻市

修理・メンテナンス（住
宅水回り機器）

寿メンテナンス 長野県塩尻市大字広丘野村１７８８－６３４ 雇用・労災・
健康・厚生

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

ドライバー（４ｔ） 有限会社　八洲ロジテッ
ク

長野県塩尻市大字広丘野村１９２３ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

８トン限定中型自動車免
許雇用期間の定めなし 定年を上限

大型自動車免許

検査 株式会社　キャリアバン
ク

長野県松本市野溝西２丁目１１－３
　ハウスグラストン２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型トラック運転手≪急
募≫

有限会社　丸信システム
流通

長野県塩尻市大門桔梗町１７番３号 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

フォークリフト運転技能
者雇用期間の定めなし 定年を上限

桔梗ケ原ワインバレーで
のぶどう栽培、収穫・ワ
イン醸造

株式会社　王滝 長野県松本市大字笹賀７６００－５１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

製品試作作業等 株式会社　テクノ・サー
ビス　松本営業所

長野県松本市中央１－４－２０　日本生命松本
駅前ビル

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

製造品質管理業務　【塩
尻市】

株式会社コスモＧＣＣ松
本事業所

長野県松本市中央３－３－１６　松本蔵の街ビ
ル２階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

鉄類の溶解 株式会社　キャリアバン
ク

長野県松本市野溝西２丁目１１－３
　ハウスグラストン２

雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育教諭 社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル塩
尻

長野県塩尻市大門八番町９番１０号 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

幼稚園教諭免許（専修・
１種・２種）雇用期間の定めなし 定年を上限

電子部品の製造【急募】 株式会社　エイジェック
松本オフィス

長野県松本市野溝西２丁目２番３２号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

長野県公立学校事務職員
（校用業務員）

長野県田川高等学校 長野県塩尻市大字広丘吉田２６４５ 雇用・労災・
健康・厚生

危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

タクシー・貸切バス乗務
員　　【未経験者歓迎】

美勢タクシー　株式会社 長野県塩尻市大門一番町三番三号 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車第二種免許

大型自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

看護師 医療法人　元政会　今井
医院

長野県塩尻市広丘吉田３００３ 労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

住宅設計及び構造計算
（本社）（パート）

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災 一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めなし 不問

木造建築士

受付（歯科）《急募》 かわしま歯科医院 長野県塩尻市大字大門６８－８ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

学校支援介助員（看護
師）【会計年度任用職
員】

塩尻市役所 長野県塩尻市大門七番町３－３ 雇用・労災 看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

2



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

時給
不問

900円～1,200円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
パート労働者 20020- 3180421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

877円～1,096円

TEL 0263-83-7342（従業員数 20人 ）
パート労働者 20020- 3297621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時30分～17時30分

910円～1,020円

TEL 0263-31-3728（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020- 3307321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

952円～1,014円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020- 3076421 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,014円～1,014円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020- 3272921 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 (1)8時30分～17時15分

7,346円～7,346円

TEL 0263-52-1148（従業員数 66人 ）
パート労働者 20020- 3273121 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 (1)8時30分～17時00分

7,220円～7,220円

TEL 0263-52-0015（従業員数 80人 ）
パート労働者 20020- 3069321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)6時00分～10時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3415021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～11時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3417821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)6時30分～10時30分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3418221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～11時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3419521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～13時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3420321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3421621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)12時00分～16時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3424021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)12時00分～16時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3426821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)12時00分～16時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3427221 就業場所 長野県塩尻市

ＣＡＤオペレーター 株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災 一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めなし 不問

店舗販売接客（広丘野村
店）

株式会社　とをしや薬局 長野県安曇野市穂高有明１００２２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

障害児（者）生活自立サ
ポート

ＮＰＯ法人　ＣｏＣｏ
（ココ）

長野県塩尻市大字片丘中挟１１１３９－１ 労災 ホームヘルパー２級

介護福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

学校司書業務【会計年度
任用職員】

塩尻市役所 長野県塩尻市大門七番町３－３ 雇用・労災・
健康・厚生

司書

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

学校支援介助員【会計年
度任用職員】

塩尻市役所 長野県塩尻市大門七番町３－３ 雇用・労災 小学校教諭免許（専修・
１種・２種）

中学校教諭免許（専修・
１種・２種）雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

保育士

会計年度任用職員（パー
トタイム）試験研究補助
員（花き部）

長野県野菜花き試験場 長野県塩尻市大字宗賀床尾１０６６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

会計年度任用職員（就学
支援金事務補助員）

長野県塩尻志学館高等学
校

長野県塩尻市大字広丘高出４－４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

野菜果物売場スタッフ
（農産）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

お肉売場スタッフ（畜
産）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

お魚売場スタッフ（水
産）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

お魚売場スタッフ（水
産）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

総菜、寿司売場スタッフ
（デリカ）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

総菜、寿司売場スタッフ
（デリカ）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

加工食品店出しスタッフ
（グロサリー）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

加工食品店出しスタッフ
（グロサリー）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

加工食品店出しスタッフ
（デイリー）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問
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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

時給
不問 (1)20時00分～0時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3429421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～13時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3432021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)5時00分～9時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3433721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)5時00分～9時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3435221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

880円～900円

TEL 0263-54-0742（従業員数 36人 ）
パート労働者 20020- 3295421 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)11時15分～18時00分

900円～900円 (2)14時10分～20時55分

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
パート労働者 20020- 3372521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～9時00分

900円～900円

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
パート労働者 20020- 3373421 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)12時10分～20時45分

900円～900円 (2)14時10分～20時55分

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
パート労働者 20020- 3376921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～9時00分

900円～900円 (2)16時30分～18時30分

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
パート労働者 20020- 3377121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～10時00分

900円～900円 (2)16時30分～18時30分

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
パート労働者 20020- 3378021 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～21時30分

880円～880円

TEL 0263-53-1393（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 3274021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

880円～880円

TEL 0264-34-3888（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  246421 就業場所 長野県塩尻市

レジタッフ（ＣＳ） イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

レジタッフ（ＣＳ） イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

早朝店出しスタッフ（早
朝ＯＰ）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

夜間売場作業しスタッフ
（ナイトＯＰ）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

荷物の入出庫作業 美勢商事　株式会社 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－３２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

郵便、郵便業務全般
（シフト勤務）

日本郵便　株式会社　塩
尻郵便局

長野県塩尻市大門六番町３番１号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

郵便、郵便業務全般
（午前中勤務）

日本郵便　株式会社　塩
尻郵便局

長野県塩尻市大門六番町３番１号 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

郵便、郵便業務全般
（シフト勤務）

日本郵便　株式会社　塩
尻郵便局

長野県塩尻市大門六番町３番１号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

郵便、郵便業務全般
（区分業務）

日本郵便　株式会社　塩
尻郵便局

長野県塩尻市大門六番町３番１号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

郵便、郵便業務全般
（区分業務）

日本郵便　株式会社　塩
尻郵便局

長野県塩尻市大門六番町３番１号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

スポーツ施設の管理（使
用受付集金・整備・清掃
除草等）

特定非営利活動法人　塩
尻市体育協会
（ＮＰＯ法人塩尻市体育
協会）

長野県塩尻市大門六番町５番２７号
塩尻市体育協会気付

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

販売・接客 一般財団法人　塩尻・木
曽地域地場産業振興セン
ター

長野県塩尻市大字木曽平沢２２７２番地７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
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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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