
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
年俸制

不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

400,000円～500,000円

TEL 052-581-7580（従業員数 10人 ）
正社員以外 23020-42757221 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

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-  906421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

320,000円～400,000円

TEL 052-581-7580（従業員数 10人 ）
正社員 23020-42755721 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)7時50分～17時10分

260,000円～330,000円

TEL 0264-22-2308（従業員数 22人 ）
正社員 20100-  901021 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

156,312円～257,199円

TEL 0264-24-2211（従業員数 82人 ）
正社員以外 20100-  895421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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-  905521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～18時00分

220,000円～230,000円 (2)8時00分～12時00分

TEL 0264-52-2023（従業員数 5人 ）
正社員 20100-  900121 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

160,000円～220,000円

TEL 0264-52-3115（従業員数 79人 ）
正社員 20100-  907321 就業場所 長野県木曽郡上松町 給付

月給
40歳以下

200,000円～200,000円

TEL 0264-55-4112（従業員数 1人 ）
正社員 20100-  896321 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 交替制あり
61歳以下 (1)6時00分～15時00分

155,000円～155,000円

TEL 0264-55-4455（従業員数 17人 ）
正社員 20100-  893221 就業場所 長野県木曽郡大桑村

日給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

8,000円～15,000円

TEL 0264-23-3596（従業員数 4人 ）
パート労働者 20100-  899121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
18歳以上 (1)19時30分～22時30分

1,100円～1,100円 (2)20時30分～23時30分

TEL 0264-24-0870（従業員数 6人 ）
パート労働者 20100-  894521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

雇用・労災・
健康・厚生

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

技術士（建設部門）

所在地・就業場所

土木技術者（長野県／契
約社員）

株式会社　ファインテク
ノ　名古屋支社

愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目１７－１
０　ＳＵＺＵ１
０５ビル　２階

現場管理 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 定年を上限

現場代理人 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

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

土木技術者（長野県／正
社員）

株式会社　ファインテク
ノ　名古屋支社

愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目１７－１
０　ＳＵＺＵ１
０５ビル　２階

雇用・労災・
健康・厚生

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

技術士（建設部門）

行政事務（会計年度任用
職員：商工観光課）

長野県木曽地域振興局 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

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

事務・看護助手 大脇医院 長野県木曽郡上松町駅前通り１－６４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

梱包・出荷業務 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・
財形

フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めなし 不問

バイク整備員【トライア
ル雇用併用求人】

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 キャリア形
成

サービススタッフ（配
膳）兼清掃業務

あてら荘 長野県木曽郡大桑村野尻９３９－５８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

林業作業員【アルバイ
ト】

有限会社　木建 長野県木曽郡木曽町新開２５１７ 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

浴室清掃スタッフ
【やまゆり荘】

一般社団法人　木曽おん
たけ健康ラボ

長野県木曽郡木曽町開田高原末川１８９９－
４

労災

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

℡ 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７月１４日発行 （７月５日～７月１２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
不問 (1)8時30分～16時30分

1,028円～1,028円

TEL 0264-22-3000（従業員数 353人 ）
パート労働者 20100-  898921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)6時00分～10時00分

1,000円～1,000円 (2)6時00分～13時00分

TEL 0264-46-2155（従業員数 9人 ）
パート労働者 20100-  902721 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

980円～980円

TEL 0264-46-2155（従業員数 9人 ）
パート労働者 20100-  904221 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-  903821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
不問 (1)8時30分～15時30分

5,592円～5,592円 (2)10時15分～17時15分

TEL 0264-25-2237（従業員数 48人 ）
パート労働者 20100-  897621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
18歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時10分

271,920円～271,920円 (2)20時00分～5時10分

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-12345121 就業場所 長野県木曽郡上松町

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

204,250円～225,750円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
正社員 20020-12659421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

163,100円～217,600円

TEL 0263-87-0152（従業員数 14人 ）
正社員 20020-12692321 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

161,250円～215,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
正社員 20020-12526421 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～69歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

161,250円～215,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
正社員 20020-12648221 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～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

163,400円～191,350円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-87-3627（従業員数 22人 ）
正社員 20020-12649521 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか 給付

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

139,920円～147,870円 (2)7時15分～16時00分

(3)8時00分～16時45分

TEL 0263-36-2671（従業員数 27人 ）
正社員 20020-12181421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

7,500円～10,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
パート労働者 20020-12529921 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)8時00分～17時00分

7,500円～10,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
パート労働者 20020-12650321 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～13時00分

950円～950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 20020-12612721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

880円～930円

TEL 0263-36-2671（従業員数 27人 ）
パート労働者 20020-12180521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

栄養士【会計年度任用職
員】

木曽町役場 長野県木曽郡木曽町福島２３２６－６ 雇用・労災・
健康・厚生

栄養士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

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

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

行政事務補助員（会計年
度任用職員）

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

生産スタッフ Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 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

交通誘導警備員・駐車場
警備員【交通誘導２級資
格者】

株式会社グローバルガー
ド

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

交通誘導警備業務検定２
級

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務 パークス甲信越　株式会
社

長野県松本市大字今井６７２９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

交通誘導・駐車場警備員
（木曽）≪急募≫

株式会社グローバルガー
ド

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 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

交通誘導・駐車場警備員
（木曽）≪急募≫

株式会社グローバルガー
ド

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 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

警備職員（松本・塩尻・
木曽）未経験者歓迎】

株式会社　全日警サービ
ス長野　松本営業所

長野県松本市野溝西１－１１－８
鵬ビル１階

雇用・労災・
健康・厚生

交通誘導警備業務検定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

［急募］医療事務 株式会社　ニチイ学館
松本支店

長野県松本市深志２－５－２６　松本第一ビ
ル８Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

交通誘導・駐車場警備員
（木曽）≪急募≫

株式会社グローバルガー
ド

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 労災

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・駐車場警備員
（木曽）≪急募≫

株式会社グローバルガー
ド

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 労災

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

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

医療事務 株式会社　ニチイ学館
松本支店

長野県松本市深志２－５－２６　松本第一ビ
ル８Ｆ

労災 医療事務資格

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

時給
不問 (1)8時00分～16時00分

920円～920円

TEL 0263-50-4224（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣パート 20020-12668321 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00分

224,000円～224,000円 (2)19時00分～4時00分

TEL 0265-78-9970（従業員数 2人 ）
有期雇用派遣労働者 20060- 5458721 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1)9時00分～12時00分

877円～887円

TEL 06-6253-0265（従業員数 2人 ）
パート労働者 27030-22343921 就業場所 長野県木曽郡上松町

病院内清掃（紹介予定派
遣）

株式会社　バリュークリ
エーション

長野県松本市沢村３丁目１－６
小林ビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

自動車部品加工《急募》 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

清掃パート（長野県木曽
郡上松町大字上松）

株式会社　関電アメニッ
クス

大阪府大阪市中央区南船場４丁目１１－１２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
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