
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
時給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

1,105円～1,176円

TEL 0264-21-3131（従業員数 31人 ）
パート労働者 20100- 1309021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)6時00分～8時00分

1,100円～1,100円

TEL 0264-21-2133（従業員数 31人 ）
パート労働者 20100- 1304421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)6時00分～8時00分

1,100円～1,100円

TEL 0264-21-2133（従業員数 31人 ）
パート労働者 20100- 1305321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

950円～1,000円

TEL 0264-23-3077（従業員数 5人 ）
パート労働者 20100- 1303521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時00分～13時00分

1,000円～1,000円 (2)9時00分～14時00分

(3)14時00分～19時00分

TEL 0264-21-2133（従業員数 31人 ）
パート労働者 20100- 1306621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
64歳以下

908円～908円

TEL 0264-22-2519（従業員数 6人 ）
パート労働者 20100- 1308121 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

167,000円～257,500円

TEL 0263-87-0152（従業員数 12人 ）
正社員 20020-19400421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～15時15分

165,300円～213,900円 (2)9時00分～17時45分

(3)10時00分～18時45分

TEL 0263-53-5000（従業員数 598人 ）
正社員 20020-19329521 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～15時45分

151,000円～166,400円 (2)9時00分～17時45分

TEL 0263-53-5000（従業員数 598人 ）
正社員 20020-19336821 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

216,864円～224,896円 (2)19時00分～4時00分

TEL 0265-73-2424（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20060- 8412121 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

216,864円～216,864円

TEL 0265-73-2424（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20060- 8414721 就業場所 長野県木曽郡大桑村

物流業務 セントラルソーシング
株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

製造 セントラルソーシング
株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１ 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

介護職員 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・
公災・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

看護職員 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・
公災・健康・
厚生・財形

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

建設機械レンタル機の管
理（洗車、メンテナン
ス）

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

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

工場内作業 株式会社　海老沢木材 長野県木曽郡木曽町新開　１８５７－４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

受付事務　【短期アルバ
イト】

ヤマト運輸株式会社　木
曽町センター

長野県木曽郡木曽町新開４５８６－４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

クリーニング仕上工≪急
募≫

有限会社　エビスヤリネ
ン

長野県木曽郡木曽町福島２４８１－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

早朝荷物仕分け作業
【短期アルバイト】

ヤマト運輸株式会社　木
曽町センター

長野県木曽郡木曽町新開４５８６－４ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

早朝の荷物仕分け作業 ヤマト運輸株式会社　木
曽町センター

長野県木曽郡木曽町新開４５８６－４ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

所在地・就業場所

看護職 特定非営利活動法人　の
ぞみの里

長野県木曽郡木曽町福島５５６９ 雇用・労災 看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

℡ 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２７日発行 （１０月１８日～１０月２５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

★ 選 考 日 ：令和４年11月15日（火） １４時開始

★ 選考場所：長野県上松技術専門校

＊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。

募集人数 １５名
●

応募締切

11月7日（月）

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

◆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。

公共職業訓練（３カ月コース）

Ｒ４年度後期民間活用委託訓練事業

訓練期間：１２月 １日（木）～ ２月２８日（火） ＜53日間 ３10時間＞

訓練場所：上松町公民館（木曽郡上松町小川1706）

令和４年 令和５年

開催企業 : 第一生命保険（株） 松本支社 伊那営業オフィス

開催場所 ： ハローワーク木曽福島 １階会議室

日 時 : １１月 ８日（火）１０：３０～１１：３０

募集職種 ： 生涯設計デザイナー（営業）
キャリアカレッジ生（６ヶ月間）として伊那分室（伊那市）で勤務（研修）

し、採用後は「木曽サテライト営業オフィス（木曽福島）での就業となります。

入社日：令和５年１月１日

求人番号：13010-94690521

持 ち 物 ： 筆記用具 面接を希望される方は、できれば履歴書・紹介状をお持ちください。

★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。

【申込・お問合せ】ハローワーク木曽福島 ＴＥＬ：０２６４－２２－２２３３

令和４年１１月14日（月）１４時開始
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