
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 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

192,000円～430,000円

TEL 0264-57-2309（従業員数 17人 ）
正社員 20100-  174421 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

220,000円～370,000円

TEL 0264-22-4111（従業員数 11人 ）
正社員 20100-  140521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 変形（1年単位）
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

231,000円～368,000円

TEL 0264-23-2311（従業員数 35人 ）
正社員 20100-  137121 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

日給 変形（1年単位）
64歳以下 月額換算 (1)7時45分～17時15分

230,000円～368,000円

TEL 0264-57-2550（従業員数 23人 ）
正社員 20100-  139721 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

日給 変形（1年単位）
44歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

250,800円～364,800円

TEL 0264-55-3315（従業員数 6人 ）
正社員 20100-  183321 就業場所 長野県木曽郡大桑村

日給 変形（1年単位）
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

250,800円～364,800円

TEL 0264-55-3315（従業員数 6人 ）
正社員 20100-  184621 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 フレックス
不問

220,900円～362,000円

TEL 0264-48-2111（従業員数 31人 ）
正社員以外 20100-  204521 就業場所 長野県木曽郡王滝村

日給 変形（1年単位）
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

300,000円～360,000円

TEL 0264-55-2161（従業員数 18人 ）
正社員 20100-  166421 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時30分～17時00分

200,000円～325,000円

TEL 0264-55-3181（従業員数 17人 ）
正社員 20100-  214321 就業場所 長野県木曽郡大桑村 給付

日給
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

168,000円～315,000円

TEL 0264-26-2646（従業員数 42人 ）
正社員 20100-  187021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

168,000円～315,000円

TEL 0264-26-2646（従業員数 42人 ）
正社員 20100-  188721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

177,200円～307,200円

TEL 0264-26-2306（従業員数 21人 ）
正社員 20100-  185921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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 定年を上限

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 定年を上限

大型ミキサー車運転 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

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

山林業務 有限会社　今井木材 長野県木曽郡大桑村大字野尻９８１－ハ－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理業務 公益財団法人　おんたけ
休暇村　
（公益財団法人　名古屋
市民休暇村管理公社）

長野県木曽郡王滝村３１５９番地２５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

建設作業員 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

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

建設作業員 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

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

大型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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 定年を上限

土木作業員・オペレー
ター・運転手

株式会社　大河建設 長野県木曽郡木曽町福島元橋３６８４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場代理人　＊＊見習い
スタート可＊＊

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

２級土木施工管理技士

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 定年を上限

２級土木施工管理技士

所在地・就業場所

土木現場業務 有限会社　源次商店 長野県木曽郡南木曽町読書３９６７－８ 車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者
１級土木施工管理技士

℡ 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３日発行 （１月２６日～２月２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年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

230,000円～300,000円

TEL 0264-52-4700（従業員数 24人 ）
正社員 20100-  153021 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1ヶ月単位）
62歳以下 (1)8時00分～17時00分

141,500円～300,000円

TEL 0264-52-3560（従業員数 31人 ）
正社員 20100-  179021 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 交替制あり
64歳以下 (1)7時00分～16時00分

220,000円～300,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
正社員 20100-  193921 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

230,000円～300,000円

TEL 0264-26-2131（従業員数 4人 ）
正社員 20100-  211221 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～299,000円

TEL 0264-57-2304（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  167321 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

日給
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

184,000円～299,000円

TEL 0264-57-2050（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  172221 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15分

188,500円～292,600円

TEL 0264-22-2703（従業員数 310人 ）
正社員以外 20100-  143621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
45歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

201,450円～286,400円

TEL 0264-22-2344（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  148821 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)8時00分～17時00分

190,000円～280,000円

TEL 0264-22-4111（従業員数 11人 ）
正社員 20100-  141421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
不問 (1)8時00分～19時00分

220,000円～275,000円 (2)8時00分～16時00分

TEL 0264-24-3108（従業員数 2人 ）
正社員 20100-  190421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

190,000円～270,000円

TEL 0264-22-2073（従業員数 21人 ）
正社員 20100-  146021 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

月給 交替制あり
64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

(3)13時00分～22時00分

TEL 0264-55-1105（従業員数 59人 ）
正社員 20100-  203221 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)7時50分～17時10分

180,000円～260,000円

TEL 0264-22-2308（従業員数 22人 ）
正社員 20100-  144921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

180,000円～260,000円

TEL 0264-23-2180（従業員数 11人 ）
正社員 20100-  149221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

その他 変形（1ヶ月単位）
21歳～69歳 月額換算 (1)8時00分～23時30分

160,000円～260,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)8時00分～22時00分

TEL 0264-57-3133（従業員数 23人 ）
正社員 20100-  152121 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

日給 変形（1年単位）
44歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

170,940円～258,720円

TEL 0264-48-2729（従業員数 16人 ）
正社員 20100-  171821 就業場所 長野県木曽郡王滝村

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 キャリア形
成

タクシー・バス・地域公
共交通　乗務員

株式会社　南木曽観光タ
クシー

長野県木曽郡南木曽町吾妻８４０－１ 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 定年を上限

中型自動車第二種免許

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ー１ 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

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者　大型特
殊自動車免許

営業（アルミ建材・建築
資材）

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

２級建築施工管理技士

二級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業スタッフ【営業・配
送・企画】

七笑酒造　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島５１３５番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 不問

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

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 キャリア形
成

建築大工【トライアル雇
用併用求人】

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 キャリア形
成

臨床検査技師【産育休代
替】

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

臨床検査技師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

土木作業員 株式会社　松山建設 長野県木曽郡南木曽町読書３６８２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

大型自動車免許

車両系建設機械（解体
用）運転技能者雇用期間の定めなし 定年を上限

大型特殊自動車免許

採石・砕石工 信州ユニメント　株式会
社

長野県木曽郡木曽町日義２９９９－３ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

発破技士

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５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

訪問介護員 社会福祉法人　上松町社
会福祉協議会

長野県木曽郡上松町大字小川１７０２　上松ひ
のきの里総合福祉センター内

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

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

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限
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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

日給
44歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

203,712円～257,136円

TEL 0264-26-2236（従業員数 5人 ）
正社員 20100-  216921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

210,000円～250,000円

TEL 0264-52-2523（従業員数 9人 ）
正社員 20100-  151921 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

150,000円～250,000円

TEL 0264-44-2053（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  173521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

180,000円～250,000円

TEL 0264-52-2177（従業員数 1人 ）
正社員 20100-  191321 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

205,000円～245,000円

TEL 0264-44-2118（従業員数 5人 ）
正社員 20100-  132521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下

195,000円～245,000円

TEL 0264-23-7331（従業員数 16人 ）
正社員 20100-  215621 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)16時30分～10時30分

241,500円～241,500円

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
正社員 20100-  196721 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)16時30分～10時30分

241,500円～241,500円

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
正社員 20100-  199521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
不問 (1)6時00分～14時30分

150,500円～240,100円 (2)9時00分～17時30分

(3)13時30分～22時00分

TEL 0264-48-2111（従業員数 31人 ）
正社員以外 20100-  205421 就業場所 長野県木曽郡王滝村

月給 交替制あり
不問 (1)6時00分～14時30分

150,500円～240,100円 (2)9時00分～17時30分

(3)13時30分～22時00分

TEL 0264-48-2111（従業員数 31人 ）
正社員以外 20100-  206321 就業場所 長野県木曽郡王滝村

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

232,000円～240,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)11時00分～20時00分

TEL 0264-21-3131（従業員数 30人 ）
正社員 20100-  131221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

208,000円～240,000円

TEL 0264-21-1855（従業員数 0人 ）
正社員 20100-  192621 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

154,900円～239,600円

TEL 0264-23-1050（従業員数 35人 ）
正社員以外 20100-  180221 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 交替制あり
18歳以上 (1)7時00分～15時45分

154,900円～239,600円 (2)9時30分～18時15分

(3)9時45分～18時30分

TEL 0264-23-1050（従業員数 35人 ）
正社員以外 20100-  181521 就業場所 長野県木曽郡上松町

日給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)8時30分～17時15分

182,478円～238,884円

TEL 0264-22-2703（従業員数 310人 ）
正社員以外 20100-  142321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 変形（1年単位）
64歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時15分

167,256円～229,535円

TEL 0264-22-2566（従業員数 4人 ）
正社員 20100-  145121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

自動車整備工 有限会社　春日自動車 長野県木曽郡木曽町福島６２１１ 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 定年を上限

看護師・准看護師・助産
師

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

看護師

准看護師

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

助産師

介護支援員【会計年度任
用職員】

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

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者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

訪問介護員（施設内）
【会計年度任用職員】

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

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

施設ケアマネージャー 有限会社　ホットスマイ
ル介護サービス

長野県木曽郡木曽町新開４２５９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし 不問

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

特定非営利活動法人　の
ぞみの里

長野県木曽郡木曽町福島５５６９ 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

食堂・喫茶・売店担当 公益財団法人　おんたけ
休暇村　
（公益財団法人　名古屋
市民休暇村管理公社）

長野県木曽郡王滝村３１５９番地２５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

フロント・ホテル業務全
般

公益財団法人　おんたけ
休暇村　
（公益財団法人　名古屋
市民休暇村管理公社）

長野県木曽郡王滝村３１５９番地２５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

ホームヘルパー２級

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５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

ホームヘルパー２級

温泉旅館サービススタッ
フ（フロント・接客な
ど）

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 定年を上限

別荘地管理 一般財団法人　開田高原
保健休養地管理センター

長野県木曽郡木曽町開田高原西野６３２１－８
０３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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ー１ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

２級建設機械整備技能士

雇用期間の定めなし 不問

建設土木現場管理及び作
業員

有限会社　畑中建設 長野県木曽郡木曽町開田高原西野４１４８ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

自動車整備士 有限会社ヤマセ自動車 長野県木曽郡上松町荻原小野２４００－５ 雇用・労災・
健康・厚生

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械工・検査・出荷作業 株式会社　第二加藤セン
ターレス工業所　木曽工
場

長野県木曽郡木曽町日義２２２５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成
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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年単位）
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

180,000円～220,000円 (2)14時30分～23時30分

(3)23時30分～8時30分

TEL 0264-44-2341（従業員数 73人 ）
正社員 20100-  219721 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)8時30分～18時00分

196,400円～216,400円

TEL 0264-52-2603（従業員数 34人 ）
正社員 20100-  213421 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

167,200円～207,200円

TEL 0264-26-2306（従業員数 21人 ）
正社員 20100-  186121 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

179,000円～206,200円 (2)10時30分～19時30分

(3)11時30分～20時30分

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
正社員 20100-  200021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
18歳～35歳 (1)8時00分～17時00分

160,100円～204,800円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0264-57-2500（従業員数 280人 ）
正社員 20100-  175321 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 拠出・給付

月給 変形（1年単位）
18歳～35歳 (1)8時00分～17時00分

160,100円～204,800円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0264-57-2500（従業員数 280人 ）
正社員 20100-  176621 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 拠出・給付

月給
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

158,600円～203,300円

TEL 0264-57-2500（従業員数 280人 ）
正社員 20100-  177921 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 拠出・給付

月給
64歳以下 (1)7時30分～11時30分

150,000円～200,000円 (2)16時00分～20時30分

TEL 0264-22-2145（従業員数 10人 ）
正社員以外 20100-  170721 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)6時30分～15時10分

160,200円～200,000円 (2)13時00分～21時40分

TEL 0264-52-2245（従業員数 10人 ）
正社員 20100-  182421 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 交替制あり
18歳以上 (1)8時30分～17時15分

151,000円～197,700円 (2)7時00分～15時45分

(3)10時00分～18時45分

TEL 0573-75-4458（従業員数 45人 ）
正社員以外 20100-  212521 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 月額換算 (1)7時30分～16時30分

176,000円～184,800円 (2)7時15分～16時30分

TEL 0264-48-2240（従業員数 1人 ）
正社員以外 20100-    5020 就業場所 長野県木曽郡王滝村

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 月額換算 (1)7時00分～18時50分

165,000円～177,000円 (2)6時25分～16時10分

(3)7時00分～16時45分

TEL 0264-22-2215（従業員数 11人 ）
正社員以外 20100-  138021 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 月額換算 (1)7時30分～16時00分

165,000円～173,250円

TEL 0264-48-2240（従業員数 1人 ）
正社員以外 20100-    3520 就業場所 長野県木曽郡王滝村

時給
不問 月額換算 (1)8時00分～16時45分

169,344円～169,344円

TEL 0264-46-2042（従業員数 10人 ）
正社員以外 20100-  207621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

169,344円～169,344円

TEL 0264-36-2049（従業員数 10人 ）
正社員以外 20100-  208921 就業場所 長野県木曽郡木祖村

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～160,000円

TEL 0264-57-2304（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  168621 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

事務員（事務補助） 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

郵便等の集配業務 日本郵便株式会社　薮原
郵便局

長野県木曽郡木祖村薮原１１９１－３２ 雇用・労災・
健康・厚生

自動二輪車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

郵便等の集配業務 日本郵便株式会社　三岳
郵便局

長野県木曽郡木曽町三岳６４５７－２ 雇用・労災・
健康・厚生

自動二輪車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

チケット販売・インフォ
メーション係

株式会社シシ 長野県木曽郡王滝村３１６２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

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

大型自動車第二種免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

リフト係 株式会社シシ 長野県木曽郡王滝村３１６２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

介護職員【施設採用職
員】

松塩筑木曽老人福祉施設
組合　特別養護老人ホー
ム　木曽あすなろ荘

長野県木曽郡南木曽町田立１５０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者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

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番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理補助 有限会社　津田（山みず
季　ＵＲＡＲＡ　つた
や）

長野県木曽郡木曽町福島２０１２－４
『山みず季　ＵＲＡＲＡ　つたや』

雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

選別作業 南木曽発条　株式会社 長野県木曽郡南木曽町読書２８２０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

自動車用ばね加工（巻き
取り機オペレーター）

南木曽発条　株式会社 長野県木曽郡南木曽町読書２８２０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

自動車用ばね加工（端面
研磨）

南木曽発条　株式会社 長野県木曽郡南木曽町読書２８２０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

ホームヘルパー２級

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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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荻原２３７１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

製麺係《就職氷河期世代
歓迎求人》

株式会社　霧しな 長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－１
２１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

4



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 月額換算 (1)8時30分～15時30分

132,000円～138,600円

TEL 0264-48-2240（従業員数 1人 ）
正社員以外 20100-    4820 就業場所 長野県木曽郡王滝村

時給 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

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
パート労働者 20100-  195021 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)16時30分～10時30分

1,400円～1,400円

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
パート労働者 20100-  197821 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00分～9時00分

1,142円～1,142円

TEL 0264-52-1235（従業員数 45人 ）
パート労働者 20100-  162721 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

1,100円～1,100円

TEL 0264-24-0172（従業員数 7人 ）
パート労働者 20100-  133421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

1,050円～1,050円

TEL 0264-36-3311（従業員数 25人 ）
パート労働者 20100-  136921 就業場所 長野県木曽郡木祖村

日給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

194,400円～324,000円

TEL 0265-74-8812（従業員数 6人 ）
正社員 20060-  842321 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

月給
59歳以下 (1)8時20分～17時00分

170,000円～260,000円

TEL 0263-88-9220（従業員数 20人 ）
正社員 20020- 2291521 就業場所 長野県木曽郡木曽町 給付

時給
不問 (1)5時00分～13時00分

880円～1,050円 (2)13時00分～20時00分

TEL 052-243-6140（従業員数 6人 ）
パート労働者 23020- 7486321 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

1,000円～1,000円

TEL 0264-55-3002（従業員数 5人 ）
パート労働者 20100-  147721 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給
60歳以上 (1)8時00分～17時00分

880円～1,000円

TEL 0264-57-2532（従業員数 38人 ）
パート労働者 20100-  150621 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)7時30分～11時30分

900円～1,000円 (2)16時00分～20時30分

TEL 0264-22-2145（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  169921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
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

(3)11時30分～20時30分

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
パート労働者 20100-  194121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
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

(3)11時30分～20時30分

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
パート労働者 20100-  198221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
18歳以上 (1)6時00分～15時00分

890円～1,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)13時00分～22時00分

TEL 0264-55-1105（従業員数 18人 ）
パート労働者 20100-  201721 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
18歳以上 (1)6時30分～15時30分

890円～1,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時30分～19時30分

TEL 0264-55-1105（従業員数 38人 ）
パート労働者 20100-  202821 就業場所 長野県木曽郡大桑村

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 介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者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

ホームヘルパー２級

介護職員【神戸の杜】 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 介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者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

ホームヘルパー２級

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５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 不問

ホームヘルパー２級

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５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 不問

ホームヘルパー２級

調理補助 有限会社　津田（山みず
季　ＵＲＡＲＡ　つた
や）

長野県木曽郡木曽町福島２０１２－４
『山みず季　ＵＲＡＲＡ　つたや』

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

製材手補助【６０歳以上
求人】

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 フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めなし 高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

清酒のビン詰め作業・補
助

西尾酒造　株式会社 長野県木曽郡大桑村大字須原８９３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

調理補助（請）／木曽郡
上松町

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）

不問

情報通信工事作業員
（木曽）

株式会社　アルスター 長野県松本市大字和田４０２０－２５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

準中型自動車免許

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし 定年を上限

茅の刈取り、運搬回収作
業、屋根葺作業

カヤネイチャービジネス
鈴木　さかゑ

長野県伊那市山寺１３１－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

オンラインショップ運営 日野製薬　株式会社 長野県木曽郡木祖村大字薮原１５９８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ヘアケア・スキンケア商
品の製造

株式会社ディアローグ
ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ（コ
スメティクス）

長野県木曽郡木曽町新開１３１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

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

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者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

介護福祉士

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５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
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

ホームヘルパー２級

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５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
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

ホームヘルパー２級

レストランスタッフ係 株式会社シシ 長野県木曽郡王滝村３１６２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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)6時00分～19時00分

1,000円～1,000円

TEL 075-771-1744（従業員数 0人 ）
パート労働者 26010- 2387621 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

970円～970円

TEL 0264-23-8850（従業員数 3人 ）
パート労働者 20100-  135621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
59歳以下 (1)9時00分～16時00分

950円～950円

TEL 0264-24-0172（従業員数 17人 ）
パート労働者 20100-  134321 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
59歳以下

910円～950円

TEL 0264-57-2500（従業員数 280人 ）
パート労働者 20100-  178121 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

910円～930円

TEL 0264-26-2646（従業員数 42人 ）
パート労働者 20100-  189821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時30分～15時30分

930円～930円

TEL 052-243-6140（従業員数 1人 ）
パート労働者 23020- 8180321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
69歳以下 (1)10時30分～15時00分

880円～900円 (2)8時30分～14時00分

TEL 0263-86-5560（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 1982421 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

880円～880円

TEL 0264-52-1235（従業員数 158人 ）
パート労働者 20100-  154721 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1)8時40分～17時10分

880円～880円

TEL 0264-36-1050（従業員数 30人 ）
パート労働者 20100-  209121 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

880円～880円

TEL 0264-36-1050（従業員数 30人 ）
パート労働者 20100-  210821 就業場所 長野県木曽郡木祖村

食堂・調理スタッフ【道
の駅　木曽川源流の里き
そむら】

株式会社　源 長野県木曽郡木祖村大字薮原１６３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

店舗・販売スタッフ【道
の駅　木曽川源流の里き
そむら】

株式会社　源 長野県木曽郡木祖村大字薮原１６３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

衛生職（上松：あい愛ケ
アセンター）

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

雇用期間の定めなし 不問

木曽病院内食堂利用者へ
の食事提供業務《４月新
規オープン》

株式会社　メフォス　長
野事業部

長野県松本市村井町南４－２３－１５　第２Ｍ
ＡＴビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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 不問

選別作業【パート】 南木曽発条　株式会社 長野県木曽郡南木曽町読書２８２０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

積み木研磨他 株式会社　ディアローグ

障害者就労支援事業所
Ｉ－ＷＯＲＫ（アイ・
ワーク）

長野県木曽郡上松町大字小川１９７５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

高原リゾートマンション
管理員

ユニテック木曽駒管理組
合法人

長野県木曽郡木曽町日義４９１１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

保養所（宿泊施設）の管
理人

大末産業　株式会社 京都府京都市左京区吉田橘町３４ 労災 調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

< 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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