
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 フレックス

不問 (1)8時30分～17時15分

250,000円～400,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-15370121 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

270,000円～350,000円

TEL 0263-75-8593（従業員数 9人 ）
正社員 20020-15334521 就業場所 長野県塩尻市

月給 フレックス
不問 (1)8時30分～17時15分

220,000円～300,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-15374221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～300,000円

TEL 0263-52-7603（従業員数 7人 ）
正社員 20020-15396121 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～290,000円 (2)6時00分～15時00分

(3)12時45分～21時45分

TEL 0263-86-0250（従業員数 38人 ）
正社員 20020-15379921 就業場所 長野県塩尻市

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

230,000円～274,000円

TEL 0263-53-7133（従業員数 10人 ）
正社員 20020-15387921 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～260,000円

TEL 0263-54-4111（従業員数 9人 ）
正社員 20020-15510521 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
35歳以下 (1)7時00分～16時00分

203,000円～250,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0263-85-1205（従業員数 50人 ）
正社員 20020-15332821 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
不問 (1)6時00分～15時00分

160,000円～250,000円

TEL 0263-87-7495（従業員数 8人 ）
正社員 20020-15507121 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)6時00分～15時00分

160,000円～250,000円

TEL 0263-87-7495（従業員数 8人 ）
正社員 20020-15508021 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

206,000円～241,000円

TEL 0263-52-0229（従業員数 11人 ）
正社員 20020-15447521 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

200,000円～220,000円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0263-88-5265（従業員数 13人 ）
正社員 20020-15452721 就業場所 長野県塩尻市

小児科・皮膚科クリニッ
クの医療事務スタッフ
（正職員）

しおはら小児科・皮膚科
クリニック

長野県塩尻市大字広丘郷原１７６２－３２１ 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

自動車整備士 有限会社　ムラカミ自動
車

長野県塩尻市大字広丘高出１５６９番地２ 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

製造補助 株式会社　ＴＣＯ　塩尻
工場

長野県塩尻市大字広丘野村２５１－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

製造（溶接） 株式会社　ＴＣＯ　塩尻
工場

長野県塩尻市大字広丘野村２５１－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

販売員（正社員） 株式会社　デリシア　中
信エリア

長野県松本市大字今井７１５５－２８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

歯科衛生士 医療法人　内川歯科医院 長野県塩尻市大字広丘野村２１１５ 雇用・労災・
健康・厚生

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

重機オペレーター（木材
加工）

征矢野建材　株式会社 長野県松本市大字笹賀７１１６－１ 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 キャリア形
成

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者　小型移
動式クレーン運転技能者

１０ｔダンプの運転手 有限会社　日昇工業 長野県塩尻市大字片丘南内田６３４０－２ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

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 定年を上限

（土木）現場管理・作業
員

株式会社　ナガタキ 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４５－３４０ 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

認証申請業務【塩尻市】 株式会社　ＧＣＣ　松本
事業所

長野県松本市中央３－３－１６　松本蔵の街ビ
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）

不問

基礎工事作業 カレント　株式会社 長野県塩尻市大字広丘野村１３７７－１６ 雇用・労災・
健康・厚生

８トン限定中型自動車免
許

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 不問

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

所在地・就業場所

基板検査機の開発・設
計・評価業務【塩尻市】

株式会社　ＧＣＣ　松本
事業所

長野県松本市中央３－３－１６　松本蔵の街ビ
ル２階

℡ ０２６４－２２－２２３３

ハローワーク木曽福島

（木曽福島公共職業安定所）

【塩尻地域版】

令和４年９月１日発行 （８月２３日～８月３０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）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

162,500円～220,000円

TEL 0263-50-5161（従業員数 13人 ）
正社員 20020-15515121 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

170,996円～209,195円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-15376421 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時20分～17時30分

170,000円～190,000円 (2)9時00分～18時10分

TEL 0263-53-6002（従業員数 20人 ）
正社員 20020-15294221 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時00分～16時45分

190,000円～190,000円

TEL 0263-54-4619（従業員数 8人 ）
正社員 20020-15324821 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1ヶ月単位）
60歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

154,800円～182,750円

TEL 0263-24-2351（従業員数 23人 ）
正社員以外 20020-15471521 就業場所 長野県塩尻市ほか

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

154,800円～182,750円

TEL 0263-24-2351（従業員数 23人 ）
正社員 20020-15472421 就業場所 長野県塩尻市ほか

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

154,800円～182,750円

TEL 0263-24-2351（従業員数 23人 ）
正社員以外 20020-15474621 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～180,000円

TEL 0263-54-3523（従業員数 10人 ）
正社員 20020-15493121 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下

1,200円～1,500円

TEL 0263-54-4111（従業員数 9人 ）
パート労働者 20020-15431421 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)8時00分～16時45分

1,250円～1,250円

TEL 0263-54-4619（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-15394621 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～18時00分

1,000円～1,200円 (2)13時30分～18時00分

(3)8時30分～12時00分

TEL 0263-88-5265（従業員数 13人 ）
パート労働者 20020-15453821 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時45分～12時45分

908円～1,025円

TEL 0263-51-6211（従業員数 121人 ）
パート労働者 20020-15450121 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,020円～1,020円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020-15422521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

1,000円～1,000円

TEL 0263-52-4141（従業員数 17人 ）
パート労働者 20020-15482621 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

960円～960円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020-15423421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～14時00分

880円～950円 (2)17時00分～22時00分

TEL 0263-53-1209（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-15323721 就業場所 長野県塩尻市

ホール・接客・掃除・調
理手伝い

有限会社　そば処　知春 長野県塩尻市大門８－１３－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

給食調理員【会計年度任
用職員】

塩尻市役所 長野県塩尻市大門七番町３－３ 雇用・労災 調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

事務職 株式会社　アセラ　松本
支店

長野県塩尻市大字広丘野村１８０８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

図書館司書業務【会計年
度任用職員】

塩尻市役所 長野県塩尻市大門七番町３－３ 雇用・労災・
健康・厚生

司書

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

栄養士（管理栄養士） 社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル塩
尻

長野県塩尻市大門八番町９番１０号 労災 栄養士

管理栄養士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

小児科・皮膚科クリニッ
クの医療事務スタッフ
（パート）

しおはら小児科・皮膚科
クリニック

長野県塩尻市大字広丘郷原１７６２－３２１ 労災 医療事務資格

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

シェル（中子）の製造 有限会社　田中製作所 長野県塩尻市広丘野村７９６－１２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科衛生士 医療法人　内川歯科医院 長野県塩尻市大字広丘野村２１１５ 労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

就労支援員員 特定非営利活動法人　マ
シュマロ

長野県塩尻市大字大門７１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了
者

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師

トラック運転手（軽・２
ｔ）及び交通誘導≪急募
≫

株式会社　トスネット上
信越　松本営業所

長野県松本市大字笹賀８１５５番地
ウェルズ２１杉山Ｃ号室

雇用・労災・
健康・厚生

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

警備員【松本】（公共工
事及びイベント）≪急募
≫

株式会社　トスネット上
信越　松本営業所

長野県松本市大字笹賀８１５５番地
ウェルズ２１杉山Ｃ号室

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

警備員【松本】【６０歳
以上専用求人】

株式会社　トスネット上
信越　松本営業所

長野県松本市大字笹賀８１５５番地
ウェルズ２１杉山Ｃ号室

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

シェル（中子）の製造 有限会社　田中製作所 長野県塩尻市広丘野村７９６－１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業事務 ネオテック　株式会社 長野県塩尻市宗賀字牧野３７１２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

カメラ部品の検査業務 株式会社　キャリアバン
ク

長野県松本市野溝西２丁目１１－３
　ハウスグラストン２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

訪問介護員 株式会社　ウィッシュ 長野県塩尻市大字広丘野村２０５０－１０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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
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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)8時00分～14時00分

900円～950円

TEL 0263-52-1895（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020-15436021 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～14時00分

900円～950円 (2)11時00分～17時00分

TEL 0263-52-1895（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020-15437721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～15時30分

948円～948円

TEL 0263-52-1188（従業員数 57人 ）
パート労働者 20020-15366221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

932円～932円

TEL 0263-52-0600（従業員数 31人 ）
パート労働者 20020-15408321 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

930円～930円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020-15425621 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時00分

910円～910円 (2)8時45分～17時15分

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020-15424321 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
18歳以上 (1)9時00分～16時00分

910円～910円 (2)16時00分～18時00分

(3)18時00分～9時00分

TEL 0263-54-3523（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020-15486721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～12時00分

908円～910円 (2)8時30分～15時00分

(3)8時30分～17時30分

TEL 0263-54-7830（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-15501221 就業場所 長野県塩尻市

食品製造 矢沢加工所株式会社 長野県塩尻市大字下西条３４２ 雇用・労災・
健康・厚生

２級みそ製造技能士

食品衛生責任者

雇用期間の定めなし 不問

生活支援・事務 特定非営利活動法人　マ
シュマロ

長野県塩尻市大字大門７１－１ 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

一般事務（窓口業務）
【会計年度任用職員】

塩尻市役所 長野県塩尻市大門七番町３－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

公園管理業務【会計年度
任用職員】

塩尻市役所 長野県塩尻市大門七番町３－３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

試験・事務補助（特産
部）

長野県林業総合センター 長野県塩尻市大字片丘５７３９ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

パートタイム会計年度任
用職員：豚の飼養管理・
試験研究補助

長野県畜産試験場 長野県塩尻市大字片丘１０９３１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

パンの販売 有限会社　中村屋パン店 長野県塩尻市大門七番町８－３ 労災

雇用期間の定めなし 不問

牛乳パンの製造 有限会社　中村屋パン店 長野県塩尻市大門七番町８－３ 労災

雇用期間の定めなし 不問

開催企業 : 株式会社 グローバルガード
開催場所 ： ハローワーク木曽福島 １階 会議室

日 時 : 令和4年9月 6日（火）１0：0０～１1：3０

募集職種 ： 交通誘導・駐車場警備員
求人番号：20020-12659421（正社員：有資格者）

求人番号：20020-12648221（正社員：資格不問）

持 ち 物 ： 筆記用具

面接を希望される方は、履歴書・紹介状をお持ちください。

お申し込み不要！

応募を前提としない説明会です。お気軽にご参加ください。
★担当者と直接話ができます！ ★話を聴くだけでも構いません。

★興味のある方は、この機会に是非ご参加ください。

※マスク着用をお願いします。
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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

訓練期間 ：１２月 １日（木）～ ２月 ２８日（火）

＜５３日間 ３１０時間＞

訓練施設 ：上松町公民館 （木曽郡上松町小川1706）

目標資格 :  Ｐ検３級または、準２級資格取得

受 講 料 ： 無 料

＊入校選考料及び受講料は無料です＊
交通費・教科書代14,346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3,100円等は自己負担となります。

応募締切 ：令和４年 １１月 ７ 日（月）

選考日時 ：令和４年 １１月 １５ 日（火）14時開始
適正検査・面接（鉛筆持参）

選考会場 ：長野県上松技術専門校（木曽郡上松町小川3540）

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

公共職業訓練（３カ月コース）

訓練生募集 定員１５名

Ｒ４年度度後期民間活用委託訓練事業

◆受講対象者◆
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、パソコン操作初級の方。

詳細についてはお問合せください。

令和４年 令和５年
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