
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ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

194,000円～407,000円

TEL 0264-26-2335（従業員数 13人 ）
正社員 20100-  522621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

230,000円～350,000円

TEL 0264-57-3522（従業員数 3人 ）
正社員 20100-  525021 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

174,000円～255,000円

TEL 0264-26-2335（従業員数 13人 ）
正社員 20100-  523921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

220,000円～220,000円

TEL 0264-46-3171（従業員数 4人 ）
正社員 20100-  516121 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)7時30分～16時30分

220,000円～220,000円

TEL 0263-58-5451（従業員数 15人 ）
正社員 20020- 7354921 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

時給
不問 (1)9時30分～13時00分

880円～1,000円

TEL 0264-22-2145（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  515921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問

1,000円～1,000円

TEL 0264-40-1001（従業員数 8人 ）
パート労働者 20100-  520421 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

980円～980円 (2)8時30分～12時30分

(3)9時00分～13時00分

TEL 0264-46-2155（従業員数 9人 ）
パート労働者 20100-  517021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)15時30分～20時00分

950円～950円 (2)16時00分～20時00分

(3)16時30分～20時30分

TEL 0264-46-2155（従業員数 9人 ）
パート労働者 20100-  518721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)10時00分～13時00分

950円～950円

TEL 0264-46-2155（従業員数 9人 ）
パート労働者 20100-  519821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

900円～900円

TEL 0264-22-2372（従業員数 4人 ）
パート労働者 20100-  524121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～13時00分

920円～920円 (2)8時00分～16時30分

(3)13時00分～16時30分

TEL 0263-98-2711（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020- 7245221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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

現場管理 株式会社　千村建設 長野県木曽郡木曽町日義２６２６

鉄鋼材の加工・現場の建
方【トライアル雇用併用
求人】

有限会社　丸信工機 長野県木曽郡南木曽町読書２４４５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

配管工 株式会社　千村建設 長野県木曽郡木曽町日義２６２６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

別荘地の管理 株式会社トウメイハウス
オリンポス三岳

長野県木曽郡木曽町三岳９００－２３４ 雇用・労災・
健康・厚生

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

大型ミキサー車運転手 昭和産業　株式会社 長野県松本市平田東１－２０－１９ 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

客室清掃係 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』

労災

雇用期間の定めなし 不問

ゲストハウスの運営・管
理【接客・清掃他】

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

雇用期間の定めなし 不問

朝食準備・片付け・配
膳・接客

有限会社　大喜泉 長野県木曽郡木曽町三岳１０８６９番地 労災

雇用期間の定めなし 不問

調理補助・夕食配膳・片
付け・接客

有限会社　大喜泉 長野県木曽郡木曽町三岳１０８６９番地 労災

雇用期間の定めなし 不問

清掃・接客 有限会社　大喜泉 長野県木曽郡木曽町三岳１０８６９番地 労災

雇用期間の定めなし 不問

販売 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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

病院内清掃業務・洗濯業
務（木曽）

ワタキューセイモア　株
式会社　長野営業所

長野県東筑摩郡山形村下本郷４０８８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

℡ 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４月２１日発行 （４月１３日～４月２０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
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- 7355121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)16時30分～21時00分

880円～880円 (2)6時00分～9時00分

TEL 0264-55-4455（従業員数 17人 ）
パート労働者 20100-  521321 就業場所 長野県木曽郡大桑村

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２
ＭＡＴ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

サービススタッフ（配
膳）

あてら荘 長野県木曽郡大桑村野尻９３９－５８ 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

ハローワークインターネットサービス

★来週の週間ホット求人情報はお休みとなります。

次回は、連休明け５/１２に発行の予定です。

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

「ハローワークインターネットサービス」で
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