
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年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

184,600円～270,000円

TEL 0265-24-1201（従業員数 0人 ）
正社員 20050- 6663821 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

184,600円～270,000円

TEL 0265-24-1201（従業員数 0人 ）
正社員 20050- 6665521 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)8時45分～18時00分

191,000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 15070-11096321 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

月給
不問 (1)9時00分～17時30分

163,100円～197,700円

TEL 0263-53-5000（従業員数 36人 ）
正社員以外 20020-17056421 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

150,600円～187,200円

TEL 0264-36-3441（従業員数 20人 ）
正社員以外 20100- 1175221 就業場所 長野県木曽郡木祖村

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～170,000円

TEL 0264-52-4700（従業員数 24人 ）
正社員 20100- 1179621 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 交替制あり
不問 (1)7時30分～15時30分

968円～1,180円 (2)8時30分～16時30分

TEL 0264-55-3080（従業員数 18人 ）
パート労働者 20100- 1174821 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

950円～1,000円

TEL 0264-58-2167（従業員数 1人 ）
パート労働者 20100- 1173721 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)6時30分～13時30分

1,000円～1,000円

TEL 0264-52-1235（従業員数 45人 ）
パート労働者 20100- 1177421 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1)12時30分～19時30分

1,000円～1,000円

TEL 0264-52-1235（従業員数 45人 ）
パート労働者 20100- 1178321 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
59歳以下 (1)9時00分～15時45分

910円～970円 (2)9時00分～12時00分

TEL 0264-52-2046（従業員数 42人 ）
パート労働者 20100- 1176521 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～17時00分

910円～910円 (2)10時00分～19時30分

TEL 0264-24-0870（従業員数 6人 ）
パート労働者 20100- 1181721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

営業（木曽） 株式会社　原鉄 長野県飯田市大門町２６番地

技術（木曽） 株式会社　原鉄 長野県飯田市大門町２６番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

機能訓練指導員（施設採
用職員）【なんてんの
里】

松塩筑木曽老人福祉施設
組合

長野県塩尻市大字広丘郷原１６８３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師

作業療法士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

理学療法士

配食に関わる業務全般 社会福祉法人　木祖村社
会福祉協議会

長野県木曽郡木祖村薮原１１９１番地３０ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務業務（建設事務） 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育士　＊＊雇用開始日
令和５年４月１日＊＊

大桑村役場 長野県木曽郡大桑村長野８８０－１ 雇用・公災・
健康・厚生

保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ガソリンスタンド店員 有限会社　アララギ青木
商会

長野県木曽郡南木曽町吾妻３３６２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

調理員　＊＊午前中勤務
＊＊

株式会社　あい愛 長野県木曽郡上松町小川２０５０番地５ 労災

雇用期間の定めなし 不問

調理員　＊＊午後勤務＊
＊

株式会社　あい愛 長野県木曽郡上松町小川２０５０番地５ 労災

雇用期間の定めなし 不問

自動車用の電子製造 上松プレス　株式会社 長野県木曽郡上松町正島町１丁目３番地４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

フロント・売店業務【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 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 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９月２２日発行 （９月１３日～９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
不問 (1)8時30分～16時30分

908円～908円

TEL 0264-22-2128（従業員数 27人 ）
パート労働者 20100- 1180021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

908円～908円

TEL 0264-22-2186（従業員数 7人 ）
パート労働者 20100- 1183221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

金融機関での窓口業務及
び後方事務

木曽農業協同組合 長野県木曽郡木曽町福島２８００ 雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記３級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

庶務事務 長野地方法務局木曽支局 長野県木曽郡木曽町福島４９２６－３ 公災 パソコン［ワープロ・表
計算］可

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
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