
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

不問 (1)8時30分～17時00分

172,381円～341,203円

TEL 0264-22-2119（従業員数 69人 ）
正社員以外 20100-  251821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

172,381円～341,203円

TEL 0264-57-2063（従業員数 42人 ）
正社員以外 20100-  254421 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

日給
18歳以上 月額換算 (1)7時00分～16時00分

194,400円～270,000円 (2)20時00分～5時00分

TEL 059-373-5452（従業員数 25人 ）
正社員以外 24090- 1328121 就業場所 長野県木曽郡南木曽町ほか

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

153,700円～252,900円

TEL 0264-25-2237（従業員数 47人 ）
正社員以外 20100-  244221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

184,000円～230,000円

TEL 0264-57-2304（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  256621 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

141,300円～194,700円

TEL 0264-23-1050（従業員数 35人 ）
正社員以外 20100-  240121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

151,634円～180,619円

TEL 0264-22-2119（従業員数 69人 ）
正社員以外 20100-  250721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

177,600円～177,600円

TEL 0264-25-2237（従業員数 47人 ）
正社員以外 20100-  242721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

146,166円～146,166円

TEL 0264-25-2237（従業員数 47人 ）
正社員以外 20100-  241021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

127,840円～127,840円

TEL 0264-25-2237（従業員数 47人 ）
正社員以外 20100-  243821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
18歳以上 (1)18時00分～22時15分

4,564円～4,564円

TEL 0264-22-2119（従業員数 69人 ）
パート労働者 20100-  252221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時50分～16時00分

900円～900円

TEL 0264-22-2372（従業員数 4人 ）
パート労働者 20100-  248621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

販売・菓子製造補助 宝来屋　櫻井　六左ヱ門 長野県木曽郡木曽町福島５０６７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

校用業務補助員 長野県木曽青峰高等学校 長野県木曽郡木曽町福島１８２７－２ 雇用・労災

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

河川巡視員 長野県木曽建設事務所 長野県木曽郡木曽町福島２７５７－１　木曽合
同庁舎内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

道路維持事務員（作業
員）

長野県木曽建設事務所 長野県木曽郡木曽町福島２７５７－１　木曽合
同庁舎内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

運転管理業務員 長野県木曽建設事務所 長野県木曽郡木曽町福島２７５７－１　木曽合
同庁舎内

公災・健康・
厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

農林業務員 長野県木曽青峰高等学校 長野県木曽郡木曽町福島１８２７－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
その他

大型自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

一般事務 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・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

砂利プラント内作業 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 定年を上限

事務職員【臨時的任用】 長野県木曽建設事務所 長野県木曽郡木曽町福島２７５７－１　木曽合
同庁舎内

雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

警備員【中津川市・南木
曽町】

ヒューマン警備　株式会
社

三重県鈴鹿市算所２丁目３番３号
早川ビル２階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

法令の規定
により年齢
制限がある

理科実習助手（臨時的任
用職員：県立高校）

長野県蘇南高等学校 長野県木曽郡南木曽町読書２９３７－４５ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

雇用・公災・
健康・厚生・
その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

所在地・就業場所

県立高校理科実習助手 長野県木曽青峰高等学校 長野県木曽郡木曽町福島１８２７－２

℡ 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

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～15時00分

900円～900円 (2)10時00分～19時00分

(3)9時00分～15時00分

TEL 0264-42-3311（従業員数 0人 ）
パート労働者 20100-  255321 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

時給
不問 (1)10時00分～16時00分

880円～880円

TEL 0264-55-4112（従業員数 1人 ）
パート労働者 20100-  247321 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給
不問 (1)10時00分～16時00分

880円～880円

TEL 0264-55-4112（従業員数 1人 ）
パート労働者 20100-  249921 就業場所 長野県木曽郡大桑村

バイク販売事務 有限会社　中村モーター
商会

長野県木曽郡大桑村野尻１９８４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

バイク整備員（補助） 有限会社　中村モーター
商会

長野県木曽郡大桑村野尻１９８４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

調理補助・清掃業務 木曽カントリー　株式会
社

長野県木曽郡木曽町開田高原末川３０７７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

募集人数 １５名
●

応募締切

４月１２日（火）

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

◆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。

公共職業訓練（２ヶ月コース）

Ｒ４年度後期民間活用委託訓練事業

令和４年

訓練期間：５月２日（月）～ ７月１日（金）
＜３８時間 ２２３時間＞

訓練場所：上松町公民館（木曽郡上松町小川1706）

★ 選 考 日 ：令和４年４月1９日（火） １４時開始

★ 選考場所：長野県上松技術専門校

＊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。
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