
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-  906421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問

300,000円～350,000円

TEL 0264-23-2288（従業員数 20人 ）
正社員以外 20100-  920221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問

250,000円～300,000円

TEL 0264-23-2288（従業員数 20人 ）
正社員以外 20100-  919021 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

182,200円～294,300円

TEL 0264-36-2001（従業員数 139人 ）
正社員以外 20100-  926121 就業場所 長野県木曽郡木祖村

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 交替制あり
不問

200,000円～250,000円

TEL 0264-23-2288（従業員数 20人 ）
正社員以外 20100-  917921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
不問

200,000円～250,000円

TEL 0264-23-2288（従業員数 20人 ）
正社員以外 20100-  918121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

235,800円～247,800円 (2)10時00分～19時00分

(3)13時00分～7時00分

TEL 0264-26-1211（従業員数 25人 ）
正社員以外 20100-  908621 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

200,000円～350,000円

TEL 0265-59-7011（従業員数 19人 ）
正社員以外 20050- 5036621 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00分

200,000円～280,000円

TEL 0265-22-2780（従業員数 3人 ）
正社員 20050- 5057821 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 拠出

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)8時45分～18時00分

179,000円～241,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

TEL 025-371-4115（従業員数2,319人 ）
正社員 15070- 8764821 就業場所 長野県木曽郡大桑村 拠出

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～240,000円 (2)19時00分～4時00分

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-12940621 就業場所 長野県木曽郡大桑村

自動車部品の製造・組立 株式会社　サン・スタッ
フ松本

長野県松本市蟻ケ崎２丁目６番２号　ＫＰビ
ル１Ｆ

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

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 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

営業【正社員】 木下建設株式会社 長野県飯田市松尾町１－２２ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築技術者・土木技術者 神稲建設株式会社 長野県飯田市主税町１８ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

１級建築施工管理技士

１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

グループホームの【介護
職】（契約職員）

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル日
義

長野県木曽郡木曽町日義２７５２－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

介護福祉士

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

ぬくもりの宿　駒の湯
フロントスタッフ（社
員）

株式会社　木曽を楽しむ
宿

長野県木曽郡木曽町福島４７－２ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ぬくもりの宿　駒の湯
旅館のサービス係・仲居
（社員）

株式会社　木曽を楽しむ
宿

長野県木曽郡木曽町福島４７－２ 雇用・労
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

保健師　《産休・育休代
替》

木祖村役場 長野県木曽郡木祖村薮原１１９１－１ 雇用・公
災・健康・
厚生

保健師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ぬくもりの宿　駒の湯
旅館の副支配人候補（社
員）

株式会社　木曽を楽しむ
宿

長野県木曽郡木曽町福島４７－２ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ぬくもりの宿　駒の湯
旅館の支配人候補（社
員）

株式会社　木曽を楽しむ
宿

長野県木曽郡木曽町福島４７－２ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

℡ 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２１日発行 （７月１２日～７月１９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）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

213,300円～235,800円 (2)10時00分～19時00分

(3)13時00分～7時00分

TEL 0264-26-1211（従業員数 25人 ）
正社員 20100-  910721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
59歳以下 (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 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

156,000円～173,000円

TEL 0264-55-3111（従業員数 24人 ）
正社員 20100-  925921 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給 交替制あり
不問 月額換算 (1)8時30分～16時30分

147,840円～150,000円 (2)9時30分～17時30分

TEL 0264-22-2311（従業員数 3人 ）
正社員 20100-  913521 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)7時00分～16時00分

1,247円～1,327円 (2)10時00分～19時00分

(3)13時00分～7時00分

TEL 0264-26-1211（従業員数 25人 ）
パート労働者 20100-  909921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 交替制あり
18歳以上 (1)21時00分～7時00分

7,000円～7,000円

TEL 0264-23-2288（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100-  921521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)9時30分～14時30分

900円～1,100円

TEL 0264-24-0133（従業員数 1人 ）
パート労働者 20100-  915321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
44歳以下 (1)9時00分～16時00分

900円～1,100円

TEL 0264-57-2532（従業員数 38人 ）
パート労働者 20100-  916621 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)8時30分～16時30分

1,054円～1,054円 (2)7時30分～15時30分

(3)11時00分～19時00分

TEL 0264-22-3000（従業員数 353人 ）
パート労働者 20100-  912221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)18時00分～20時00分

1,050円～1,050円

TEL 052-243-6140（従業員数 4人 ）
パート労働者 23020-45624021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問

900円～1,000円

TEL 0264-23-2288（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100-  922421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)6時30分～10時00分

900円～1,000円 (2)15時00分～20時00分

TEL 0264-23-2288（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100-  924621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)7時30分～9時30分

880円～950円 (2)16時30分～18時30分

TEL 0264-55-1105（従業員数 59人 ）
パート労働者 20100-  911821 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～15時00分

900円～950円

TEL 0264-23-2288（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100-  923321 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-  914421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

行政事務補助員（維持管
理課）【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

ぬくもりの宿　駒の湯
清掃スタッフ（パート）

株式会社　木曽を楽しむ
宿

長野県木曽郡木曽町福島４７－２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

送迎運転士 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

雇用期間の定めなし 不問

ぬくもりの宿　駒の湯
旅館のスタッフ（パー
ト）

株式会社　木曽を楽しむ
宿

長野県木曽郡木曽町福島４７－２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ぬくもりの宿　駒の湯
フロントスタッフ（パー
ト）

株式会社　木曽を楽しむ
宿

長野県木曽郡木曽町福島４７－２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

洗浄パート（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

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

保育教諭【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

保育士

幼稚園教諭免許（専修・
１種・２種）雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

一般事務 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・健康・
厚生・財
形・その他

雇用期間の定めなし キャリア形
成

接客業・調理補助【金・
土・日・祝日】

阿羅屋 長野県木曽郡木曽町日義２１４３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

ぬくもりの宿　駒の湯
旅館の宿直スタッフ
（パート）

株式会社　木曽を楽しむ
宿

長野県木曽郡木曽町福島４７－２ 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

介護職員【パート】 社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル日
義

長野県木曽郡木曽町日義２７５２－１ 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

食堂厨房業務、調理、接
客（食堂・土産物店）

有限会社　川合商店 長野県木曽郡木曽町福島２０１２－８ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし 不問

一般事務 株式会社　木下工業 長野県木曽郡大桑村大字須原１２２９－１ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

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 定年を上限

グループホームの【介護
職】（正社員）

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル日
義

長野県木曽郡木曽町日義２７５２－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限
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