
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 20020-19550121 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下

300,000円～380,000円

TEL 0263-53-1328（従業員数 35人 ）
正社員 20020-19533621 就業場所 長野県塩尻市

月給
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

220,000円～360,000円

TEL 0263-52-8655（従業員数 36人 ）
正社員 20020-19308121 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

185,000円～350,000円 (2)13時00分～22時00分

TEL 0263-51-5000（従業員数 29人 ）
正社員 20020-19315921 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)16時00分～2時30分

280,000円～330,000円 (2)18時00分～4時30分

TEL 0263-54-4101（従業員数 13人 ）
正社員 20020-19296021 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 フレックス
不問 (1)8時30分～17時15分

201,500円～310,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-19542121 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)22時00分～8時00分

221,500円～300,000円

TEL 0263-51-5000（従業員数 29人 ）
正社員 20020-19317021 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 20020-19549321 就業場所 長野県塩尻市

月給
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

235,649円～283,000円

TEL 0263-98-5761（従業員数 109人 ）
正社員 20020-19318721 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
64歳以下 (1)8時10分～17時15分

230,000円～280,000円

TEL 0263-52-0525（従業員数 21人 ）
正社員 20020-19500921 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時10分

211,000円～269,900円

TEL 0263-98-5761（従業員数 134人 ）
正社員 20020-19311521 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時20分～17時15分

248,400円～268,400円

TEL 0263-54-0088（従業員数 17人 ）
正社員 20020-19374921 就業場所 長野県塩尻市

所在地・就業場所

メカ設計・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

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

大型定期便運転手　【経
験者】　＜塩尻本社＞

ヤマシン物流　株式会社 長野県塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原７１－９９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

ハードウェア・ソフト
ウェアの受託開発及び自
社商品の営業

株式会社　マイクロネッ
ト　信州事業所

長野県塩尻市大字広丘野村１３７６－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

フロント ホテル　ルートイン　塩
尻

長野県塩尻市大字広丘高出１５４８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

夜間ルート配送＜急募＞
（松本）

株式会社　信州浜名ピア
ノ配送

長野県塩尻市広丘高出１８４６－３ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

８トン限定中型自動車免
許雇用期間の定めなし 定年を上限

文字列設計業務【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

夜勤フロントスタッフ ホテル　ルートイン　塩
尻

長野県塩尻市大字広丘高出１５４８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

安全認証取得業務【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

総務（経理・人事） 株式会社　オーイケ 長野県東筑摩郡山形村５４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記３級

雇用期間の定めなし キャリア形
成

ＮＣ旋盤工又はＭＣオペ
レーター（経験者）

有限会社　多門製作所 長野県塩尻市広丘野村字角前１８１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

生産管理 株式会社　オーイケ 長野県東筑摩郡山形村５４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

経理事務 株式会社　ダイヤ精工
松本工場

長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記２級

雇用期間の定めなし キャリア形
成

℡ 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

日給 変形（1年単位）
59歳以下 月額換算 (1)7時00分～15時00分

190,000円～260,000円

TEL 0263-52-0737（従業員数 24人 ）
正社員 20020-19551021 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

205,000円～250,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-85-1205（従業員数 50人 ）
正社員 20020-19258521 就業場所 長野県松本市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時15分

250,000円～250,000円

TEL 0263-58-2829（従業員数 21人 ）
正社員 20020-19560721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時15分

180,000円～250,000円

TEL 0263-58-2829（従業員数 21人 ）
正社員 20020-19561821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
35歳～54歳 (1)8時30分～17時15分

180,000円～250,000円

TEL 0263-58-2829（従業員数 21人 ）
正社員 20020-19563521 就業場所 長野県塩尻市

月給
64歳以下 (1)9時15分～17時00分

180,000円～240,000円

TEL 0263-36-5483（従業員数 32人 ）
正社員 20020-19355421 就業場所 長野県塩尻市ほか 拠出

月給
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～230,000円

TEL 0266-46-2310（従業員数 45人 ）
正社員 20020-19455121 就業場所 長野県塩尻市

日給
61歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

197,800円～227,900円

TEL 0263-54-0742（従業員数 40人 ）
正社員 20020-19440821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳

190,000円～225,200円

TEL 0263-50-6105（従業員数 16人 ）
正社員 20020-19442521 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
28歳以下 (1)8時30分～17時15分

190,000円～220,000円

TEL 0263-53-4411（従業員数 99人 ）
正社員 20020-19476421 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時15分～17時05分

190,000円～220,000円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員 20020-19559921 就業場所 長野県塩尻市

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
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

179,100円～211,000円

TEL 0263-98-5761（従業員数 109人 ）
正社員 20020-19319821 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
44歳以下 (1)8時10分～17時15分

180,000円～210,000円

TEL 0263-52-0525（従業員数 21人 ）
正社員 20020-19501121 就業場所 長野県塩尻市

月給
64歳以下 (1)8時10分～17時15分

180,000円～210,000円

TEL 0263-52-0525（従業員数 21人 ）
正社員 20020-19502021 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時15分

201,600円～201,600円

TEL 0263-54-0088（従業員数 17人 ）
正社員 20020-19371421 就業場所 長野県塩尻市

フォークリフト運転手 有限会社　昭光産業 長野県塩尻市大字宗賀１番地（昭和電工（株）
塩尻事業所内）

雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能
者

玉掛技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

販売員（正社員）惣菜部
門

株式会社　デリシア　北
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

システムキッチンの製造
（ＮＣ加工経験者優遇）

株式会社　二木製作所 長野県塩尻市大字広丘吉田１０９６ 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

システムキッチンの製造 株式会社　二木製作所 長野県塩尻市大字広丘吉田１０９６ 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

システムキッチンの製造
（就職氷河期世代限定）

株式会社　二木製作所 長野県塩尻市大字広丘吉田１０９６ 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 高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

商工会議所共済・福祉制
度推進スタッフ※松本、
塩尻

アクサ生命保険　株式会
社　松本営業所

長野県松本市中央１－２３－１　松本商工会館
２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

検査業務 有限会社　小野製作所 長野県塩尻市大字北小野９４４番地３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

荷物の入出庫作業 美勢商事　株式会社 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－３２ 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

牛角　ホール・調理（店
長候補）

アルプスシャツ　株式会
社

長野県松本市高宮東１－３６－１ 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 株式会社　ダイシン 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１５ 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

検査員 株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

事務 株式会社　オーイケ 長野県東筑摩郡山形村５４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記３級

雇用期間の定めなし キャリア形
成

ＮＣ旋盤工又はＭＣオペ
レーター

有限会社　多門製作所 長野県塩尻市広丘野村字角前１８１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

検査（金属部品） 有限会社　多門製作所 長野県塩尻市広丘野村字角前１８１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

金属製品の製造 株式会社　ダイヤ精工
松本工場

長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限
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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
59歳以下 (1)9時30分～18時30分

190,000円～190,000円

TEL 0263-54-6622（従業員数 5人 ）
正社員 20020-19217321 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～17時45分

157,477円～189,551円

TEL 0263-53-5000（従業員数 598人 ）
正社員 20020-19334021 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

187,000円～187,000円 (2)8時30分～13時00分

(3)8時30分～13時30分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020-19378821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)9時30分～18時30分

168,000円～186,000円 (2)11時00分～20時00分

TEL 0263-83-7342（従業員数 451人 ）
正社員 20020-19290521 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

160,000円～185,000円

TEL 0263-31-5013（従業員数 25人 ）
正社員 20020-19321321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)7時50分～16時50分

174,528円～174,528円

TEL 0263-58-2075（従業員数 13人 ）
正社員以外 20020-19245021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

155,000円～170,500円

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-19361221 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給
59歳以下 (1)9時30分～18時30分

170,000円～170,000円

TEL 0263-54-6622（従業員数 2人 ）
正社員 20020-19379221 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時30分～18時30分

170,000円～170,000円

TEL 0263-54-6622（従業員数 5人 ）
正社員 20020-19380621 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
不問 (1)7時45分～17時15分

1,000円～1,500円

TEL 090-5321-3698（従業員数 1人 ）
パート労働者 20020-19553821 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

980円～1,200円

TEL 0263-35-2525（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020-19254021 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)5時00分～10時00分

950円～1,200円 (2)15時00分～22時00分

(3)20時00分～2時00分

TEL 0263-27-2419（従業員数 40人 ）
パート労働者 20020-19367121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,000円～1,200円

TEL 0263-87-5336（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020-19368021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

1,200円～1,200円

TEL 0263-26-1400（従業員数 11人 ）
パート労働者 20020-19491521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,050円～1,050円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020-19556421 就業場所 長野県塩尻市

歯科衛生士 医療法人　廣友会　ひろ
矯正歯科

長野県塩尻市大字広丘野村１６５８－２３ 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

生活相談員（令和５年４
月採用予定）

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

社会福祉士

精神保健福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

医事課　レセプト業務 医療法人社団　敬仁会 長野県塩尻市大字宗賀１２９５番地 雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

雇用期間の定めなし 不問

薬局サポーター 株式会社　とをしや薬局 長野県安曇野市穂高有明１００２２ 雇用・労災・
健康・厚生

登録販売者（一般医薬
品）

雇用期間の定めなし キャリア形
成

総務・一般事務、介護保
険請求

株式会社　テトラ 長野県塩尻市大門一番町９番１５号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

郵便配達（洗馬）≪急募
≫

日本郵便　株式会社　松
本南郵便局

長野県松本市平田東２－１７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

自動二輪車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

スイッチの接触部品の製
造

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）

不問

オフィスアシスタント
（歯科技工士補助）

有限会社　エイチ・
オー・エス

長野県塩尻市広丘野村１６５８－２３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

オフィスアシスタント
（歯科技工士補助）

医療法人　廣友会　ひろ
矯正歯科

長野県塩尻市大字広丘野村１６５８－２３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

庭師 百瀬伐採造園 長野県塩尻市大字広丘吉田５０１－１７ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ガソリンスタンド販売員 信光石油　株式会社 長野県松本市深志２－２－９ 労災 危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めなし 不問

ハンバーガー類の製造・
販売【１９号塩尻広丘
店】

クォリティフーズ　株式
会社

長野県松本市筑摩１丁目２９－２ 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

軽貨物宅配業務　【急
募】

合同会社　トータルワー
ク長野

長野県塩尻市大字下西条１６ 労災

雇用期間の定めなし 不問

看護師 松本ハイランド農業協同
組合

長野県松本市南松本１丁目２－１６ 雇用・労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

一般事務（特別給付金業
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
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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)7時30分～13時00分

950円～1,020円

TEL 0263-85-1205（従業員数 55人 ）
パート労働者 20020-19439121 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～1,000円

TEL 0263-34-5750（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020-19564421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

908円～950円

TEL 0266-46-2103（従業員数 20人 ）
パート労働者 20020-19235921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)12時00分～16時00分

910円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020-19327821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

910円～910円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020-19373621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

910円～910円

TEL 0263-53-4611（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020-19508321 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 20020-19557321 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～17時30分

160,000円～200,000円

TEL 0264-34-3211（従業員数 28人 ）
正社員 20100- 1307921 就業場所 長野県塩尻市

販売員（鮮魚）【デリシ
ア塩尻店】

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

施設清掃業務 太平ビルサービス　株式
会社　松本営業所

長野県松本市深志２丁目５番２６号松本第一ビ
ル７Ｆ

労災

雇用期間の定めなし 不問

組立／バリ取り（自動車
部品）

有限会社　遠藤製作所 長野県塩尻市大字北小野２０２番地６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

加工食品店出しスタッフ
（デイリー）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

一般事務マイナンバー業
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

カフェスタッフ 日本スコラ　株式会社 長野県塩尻市大字広丘郷原１７８０番地　　松
本歯科大学内

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

漆器・木製品の販売・企
画【ショールームスタッ
フ】

株式会社　龍門堂 長野県塩尻市大字贄川２４００ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限
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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 １４ 日（月）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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