
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）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～400,000円

TEL 0264-36-2555（従業員数 123人 ）
正社員 20100- 1298821 就業場所 長野県木曽郡木祖村

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～350,000円 (2)13時00分～22時00分

TEL 055-243-1550（従業員数 12人 ）
正社員 19010-20453621 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- 7388621 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～300,000円

TEL 0265-22-2780（従業員数 3人 ）
正社員 20050- 7481521 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 拠出

日給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～16時30分

223,400円～328,400円

TEL 0264-52-2409（従業員数 14人 ）
正社員 20100- 1301821 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 交替制あり
40歳以下 (1)9時00分～17時15分

160,000円～284,500円 (2)11時15分～19時30分

(3)10時30分～18時45分

TEL 0263-58-5451（従業員数 11人 ）
正社員 20020-19072621 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生・給付

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

175,000円～247,000円 (2)13時00分～22時00分

TEL 055-243-1550（従業員数 7人 ）
正社員 19010-20459221 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10分

163,500円～241,500円

TEL 0264-52-5700（従業員数 120人 ）
正社員 20100- 1296021 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

206,400円～206,400円

TEL 0264-44-2341（従業員数 71人 ）
正社員以外 20100- 1300721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

155,000円～160,000円

TEL 0264-22-2221（従業員数 4人 ）
正社員 20100- 1297721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)9時00分～15時30分

910円～910円

TEL 0264-22-2024（従業員数 13人 ）
パート労働者 20100- 1302221 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～12時00分

980円～980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 20020-19196921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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

事務補助【非常勤職員】 木曽税務署 長野県木曽郡木曽町福島５６３７－１ 雇用・公災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

歯科助手 あすなろ歯科医院 長野県木曽郡木曽町福島５３９２番地の１３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

麺　出荷・包装作業【短
期アルバイト】

株式会社　霧しな 長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－
１２１

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

システムエンジニア【社
内ＳＥ】

上松電子　株式会社 長野県木曽郡上松町大字上松１８８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［木曽福島店］ 株式会社　クスリのサン
ロード

山梨県甲府市後屋町４５２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日用雑貨店の販売・仕入 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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

大型・中型トラック運転
手

上松陸送　株式会社 長野県木曽郡上松町旭町７番地 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

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

中型自動車免許

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

販売（要管理栄養士資
格）［木曽福島店］

株式会社　クスリのサン
ロード

山梨県甲府市後屋町４５２ 雇用・労災・
健康・厚生

管理栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

所在地・就業場所

現場作業員（土木） 木曽土建工業　株式会社 長野県木曽郡木祖村大字小木曽１７２ー２

℡ 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１０月２０日発行 （１０月１１日～１０月１８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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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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