
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

220,400円～400,760円

TEL 0264-46-3003（従業員数 38人 ）
正社員 20100- 1372321 就業場所 長野県木曽郡王滝村

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

270,000円～400,000円

TEL 0264-52-4700（従業員数 24人 ）
正社員 20100- 1324121 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

220,000円～370,000円

TEL 0264-22-4111（従業員数 11人 ）
正社員 20100- 1316121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 変形（1年単位）
64歳以下 月額換算 (1)7時45分～17時15分

230,000円～368,000円

TEL 0264-57-2550（従業員数 23人 ）
正社員 20100- 1313321 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

日給 変形（1年単位）
44歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

250,800円～364,800円

TEL 0264-55-3315（従業員数 6人 ）
正社員 20100- 1337221 就業場所 長野県木曽郡大桑村

日給 変形（1年単位）
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

250,800円～364,800円

TEL 0264-55-3315（従業員数 6人 ）
正社員 20100- 1338521 就業場所 長野県木曽郡大桑村

日給 変形（1年単位）
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

300,000円～360,000円

TEL 0264-55-2161（従業員数 18人 ）
正社員 20100- 1378821 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

255,700円～344,900円

TEL 0264-55-4149（従業員数 6人 ）
正社員 20100- 1367121 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

290,800円～339,800円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0264-21-1351（従業員数 32人 ）
正社員 20100- 1369721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

270,800円～323,300円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0264-21-1351（従業員数 32人 ）
正社員 20100- 1370521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

194,400円～324,000円

TEL 0265-74-8812（従業員数 6人 ）
正社員 20060- 8458221 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

日給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

229,000円～320,600円

TEL 0573-67-9936（従業員数 1人 ）
正社員以外 21090- 3695421 就業場所 長野県木曽郡大桑村ほか

ドライバー 金子建設株式会社 岐阜県中津川市茄子川１３８４－２８ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

茅（かや）の刈取り、運
搬回収作業、屋根すき作
業

カヤネイチャービジネス
鈴木　さかゑ

長野県伊那市山寺１３１－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

特別養護老人ホームの夜
勤なし【看護職】（准看
護師資格者）

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル木
曽

長野県木曽郡木曽町福島２７８１ 雇用・労災・
健康・厚生

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

特別養護老人ホーム夜勤
なし【看護職】（看護師
資格者）

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル木
曽

長野県木曽郡木曽町福島２７８１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業【販売企画・販売・
デリバリー】

光和商事株式会社　木曽
営業所

長野県木曽郡大桑村大字殿１－７５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

山林業務　【就職氷河期
世代歓迎求人】

有限会社　今井木材 長野県木曽郡大桑村大字野尻９８１－ハ－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

建設作業員 金子土建　株式会社 長野県木曽郡大桑村大字長野２９９１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

建設作業員 金子土建　株式会社 長野県木曽郡大桑村大字長野２９９１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

大型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

土木作業員 大宗土建　株式会社 長野県木曽郡南木曽町読書３６９２番地３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場代理人　＊＊見習い
スタート可＊＊

大林工業　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５６９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場代理人 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

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

雇用・労災・
健康・厚生

薬剤師

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

医薬品管理業務（薬剤
師）

長野県製薬　株式会社 長野県木曽郡王滝村此の島１００－１

℡ 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１１月４日発行 （１０月２５日～１１月１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
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

168,000円～315,000円

TEL 0264-26-2646（従業員数 42人 ）
正社員 20100- 1385821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

168,000円～315,000円

TEL 0264-26-2646（従業員数 42人 ）
正社員 20100- 1387521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

177,200円～307,200円

TEL 0264-26-2306（従業員数 21人 ）
正社員 20100- 1339421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
64歳以下 (1)7時00分～16時00分

220,000円～300,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
正社員 20100- 1352821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
18歳～44歳 (1)8時00分～17時00分

200,000円～300,000円

TEL 0264-23-7694（従業員数 4人 ）
正社員 20100- 1364321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

230,000円～300,000円

TEL 0264-26-2131（従業員数 4人 ）
正社員 20100- 1365621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～18時00分

282,000円～300,000円 (2)8時00分～12時00分

TEL 0264-52-2023（従業員数 5人 ）
正社員 20100- 1380621 就業場所 長野県木曽郡上松町

日給
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

184,000円～299,000円

TEL 0264-57-2304（従業員数 8人 ）
正社員 20100- 1326721 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

日給
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

184,000円～299,000円

TEL 0264-57-2050（従業員数 8人 ）
正社員 20100- 1329521 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

188,500円～292,600円

TEL 0264-22-2703（従業員数 310人 ）
正社員以外 20100- 1318721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
45歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

201,450円～286,400円

TEL 0264-22-2344（従業員数 8人 ）
正社員 20100- 1374921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

190,000円～280,000円

TEL 0264-22-4111（従業員数 11人 ）
正社員 20100- 1314621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
35歳～54歳 (1)8時00分～17時00分

190,000円～280,000円

TEL 0264-22-4111（従業員数 11人 ）
正社員 20100- 1315921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
65歳以下 (1)7時50分～17時10分

200,000円～280,000円

TEL 0264-22-2308（従業員数 22人 ）
正社員 20100- 1373621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

190,000円～270,000円

TEL 0264-22-2073（従業員数 21人 ）
正社員 20100- 1319821 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

月給 交替制あり
64歳以下 (1)6時00分～15時00分

230,000円～270,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)13時00分～22時00分

TEL 0264-55-1105（従業員数 59人 ）
正社員 20100- 1361221 就業場所 長野県木曽郡大桑村

看護師 株式会社　サンシャイン
ライフ

長野県木曽郡大桑村大字野尻９３１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業スタッフ【営業・配
送・企画】

七笑酒造　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島５１３５番地 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

作業員（土木・塗装）
【トライアル雇用併用求
人】

株式会社　西峯建設 長野県木曽郡木曽町新開４１１４ー１ 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

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者
大型特殊自動車免許

現場作業員【就職氷河期
世代限定求人】

大林工業　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５６９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

現場作業員 大林工業　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５６９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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 キャリア形
成

建築大工【トライアル雇
用併用求人】

株式会社　森本建設 長野県木曽郡木曽町福島５５２８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

臨床検査技師【産育休代
替】

地方独立行政法人長野県
立病院機構長野県立木曽
病院

長野県木曽郡木曽町福島６６１３－４ 雇用・公災・
健康・厚生

臨床検査技師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

土木作業員 株式会社　松山建設 長野県木曽郡南木曽町読書３６８２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

１０ｔダンプ運転 株式会社　松山建材 長野県木曽郡南木曽町読書５０６２－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許

車両系建設機械（解体
用）運転技能者雇用期間の定めなし 定年を上限

大型特殊自動車免許

看護師 大脇医院 長野県木曽郡上松町駅前通り１－６４ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 不問

採石・砕石工 信州ユニメント　株式会
社

長野県木曽郡木曽町日義２９９９－３ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

発破技士

法面工事 株式会社　柴原興業 長野県木曽郡木曽町日義４５１５－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

看護職 社会福祉法人　開田福祉
会

長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

生産管理・技能職（レン
ズ製造）

株式会社　イケタニ 長野県木曽郡木曽町日義２１９６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

住宅設備、給排水設備工
事電気工事【トライアル
雇用併

有限会社　テヅカ精機 長野県木曽郡木曽町日義２２６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動制御装置設計、製作
施工、操作盤製作、ソフ
ト設計

有限会社　テヅカ精機 長野県木曽郡木曽町日義２２６ 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

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

180,000円～260,000円

TEL 0264-23-2180（従業員数 10人 ）
正社員 20100- 1321321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

その他 変形（1ヶ月単位）
21歳～69歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

160,000円～260,000円 (2)8時00分～19時00分

TEL 0264-57-3133（従業員数 21人 ）
正社員 20100- 1375121 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

日給 変形（1年単位）
44歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

170,940円～258,720円

TEL 0264-48-2729（従業員数 13人 ）
正社員 20100- 1328221 就業場所 長野県木曽郡王滝村

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

210,000円～250,000円

TEL 0264-52-2523（従業員数 9人 ）
正社員 20100- 1322621 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

180,000円～250,000円

TEL 0264-52-2177（従業員数 1人 ）
正社員 20100- 1350021 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

150,000円～250,000円

TEL 0264-44-2053（従業員数 8人 ）
正社員 20100- 1379221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)16時30分～10時30分

241,500円～241,500円

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
正社員 20100- 1355421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)16時30分～10時30分

241,500円～241,500円

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
正社員 20100- 1358921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

208,000円～240,000円

TEL 0264-21-1855（従業員数 0人 ）
正社員 20100- 1351721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

154,900円～239,600円

TEL 0264-23-1050（従業員数 35人 ）
正社員以外 20100- 1334021 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 交替制あり
18歳以上 (1)7時00分～15時45分

154,900円～239,600円 (2)9時30分～18時15分

(3)9時45分～18時30分

TEL 0264-23-1050（従業員数 35人 ）
正社員以外 20100- 1335721 就業場所 長野県木曽郡上松町

日給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)8時30分～17時15分

182,478円～238,884円

TEL 0264-22-2703（従業員数 310人 ）
正社員以外 20100- 1317021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)9時00分～18時00分

213,300円～235,800円 (2)12時00分～21時00分

(3)7時00分～16時00分

TEL 0264-21-1351（従業員数 32人 ）
正社員 20100- 1368021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 月額換算 (1)8時20分～17時20分

221,184円～221,184円

TEL 0264-36-2049（従業員数 10人 ）
正社員以外 20100- 1363421 就業場所 長野県木曽郡木祖村

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

160,000円～220,000円 (2)19時00分～4時00分

TEL 0264-52-3115（従業員数 80人 ）
正社員 20100- 1381921 就業場所 長野県木曽郡上松町 給付

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

160,000円～220,000円 (2)19時00分～4時00分

TEL 0264-52-3115（従業員数 80人 ）
正社員 20100- 1382121 就業場所 長野県木曽郡上松町 給付

マシンオペレーター（組
立・検査）

西野機械工業　株式会社 長野県木曽郡上松町大字荻原字中島１５５１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

工場内の生産設備の自主
保全、メンテナンス

西野機械工業　株式会社 長野県木曽郡上松町大字荻原字中島１５５１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

郵便等の集配業務（オー
トバイ）

日本郵便株式会社　薮原
郵便局

長野県木曽郡木祖村薮原１１９１－３２ 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

介護職 社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル木
曽

長野県木曽郡木曽町福島２７８１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師・准看護師・助産
師

地方独立行政法人長野県
立病院機構長野県立木曽
病院

長野県木曽郡木曽町福島６６１３－４ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師

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

助産師

介護支援員【会計年度任
用職員】

木曽広域連合 長野県木曽郡木曽町日義４８９８－３７
（木曽文化公園内・駒っこホール）

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者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

訪問介護員（施設内）
【会計年度任用職員】

木曽広域連合 長野県木曽郡木曽町日義４８９８－３７
（木曽文化公園内・駒っこホール）

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

施設ケアマネージャー 有限会社　ホットスマイ
ル介護サービス

長野県木曽郡木曽町新開４２５９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし 不問

介護職（夜勤専門） 社会福祉法人　開田福祉
会

長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

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

支援員（夜勤専門） 社会福祉法人　開田福祉
会

長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

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

建設土木現場管理及び作
業員

有限会社　畑中建設 長野県木曽郡木曽町開田高原西野４１４８ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

林業機械、小型建設機械
の修理及び販売

有限会社　国光工業 長野県木曽郡上松町大字荻原２３３０ー１ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

２級建設機械整備技能士

雇用期間の定めなし 不問

自動車整備士 有限会社ヤマセ自動車 長野県木曽郡上松町荻原小野２４００－５ 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

山林業務 有限会社　島尻木材 長野県木曽郡王滝村２７１６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

タクシー・バス・地域公
共交通　乗務員

株式会社　南木曽観光タ
クシー

長野県木曽郡南木曽町吾妻８４０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車第二種免許

大型自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

中型自動車第二種免許

営業（アルミ建材・建築
資材）

株式会社　甲州屋 長野県木曽郡木曽町福島１７８８－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

２級建築施工管理技士

二級建築士

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 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

180,000円～220,000円 (2)14時30分～23時30分

(3)23時30分～8時30分

TEL 0264-44-2341（従業員数 72人 ）
正社員 20100- 1383021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時30分～18時00分

196,400円～216,400円

TEL 0264-52-2603（従業員数 34人 ）
正社員 20100- 1371421 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給
44歳以下 (1)8時30分～17時30分

185,000円～210,000円

TEL 0264-36-3585（従業員数 7人 ）
正社員 20100- 1384721 就業場所 長野県木曽郡木祖村

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

167,200円～207,200円

TEL 0264-26-2306（従業員数 21人 ）
正社員 20100- 1340921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

179,000円～206,200円 (2)10時30分～19時30分

(3)11時30分～20時30分

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
正社員 20100- 1359121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

148,000円～200,000円 (2)8時30分～12時30分

(3)8時00分～17時00分

TEL 0264-23-2131（従業員数 7人 ）
正社員 20100- 1323921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)7時00分～10時00分

170,000円～200,000円 (2)15時30分～21時00分

TEL 0264-22-2145（従業員数 10人 ）
正社員 20100- 1327821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時30分～15時10分

160,200円～200,000円 (2)13時00分～21時40分

TEL 0264-52-2245（従業員数 10人 ）
正社員 20100- 1336821 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 交替制あり
18歳以上 (1)8時30分～17時15分

151,000円～197,700円 (2)7時00分～15時45分

(3)10時00分～18時45分

TEL 0573-75-4458（従業員数 45人 ）
正社員以外 20100- 1366921 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 交替制あり
21歳～69歳 (1)8時00分～17時00分

154,800円～180,000円

TEL 0264-57-3133（従業員数 21人 ）
正社員 20100- 1376021 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給
59歳以下 (1)8時40分～17時10分

180,000円～180,000円

TEL 0264-36-1050（従業員数 30人 ）
正社員 20100- 1388421 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 月額換算 (1)7時00分～18時50分

166,800円～178,800円 (2)6時25分～16時10分

(3)7時00分～16時45分

TEL 0264-22-2215（従業員数 11人 ）
正社員以外 20100- 1312421 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 月額換算 (1)7時30分～16時30分

176,000円～176,000円

TEL 0264-48-2240（従業員数 1人 ）
正社員以外 20100-   36720 就業場所 長野県木曽郡王滝村

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時10分

271,900円～271,900円

TEL 0263-50-7380（従業員数 31人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-19969921 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 交替制あり
18歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時10分

271,900円～271,900円 (2)20時00分～5時10分

TEL 0263-50-7380（従業員数 31人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-19970721 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 交替制あり
18歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時10分

271,900円～271,900円 (2)20時00分～5時10分

TEL 0263-50-7380（従業員数 31人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-19971821 就業場所 長野県木曽郡上松町

金属プレス生産作業（検
査）　【上松電子】

Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

電子部品組付作業　【上
松電子】

Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

金属部品組付作業　【上
松電子】

Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

スキー場業務全般 株式会社シシ 長野県木曽郡王滝村３１６２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

バス運転士（定期バス）
契約社員【南木曽】

おんたけ交通　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島２８０１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車第二種免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

食堂・調理スタッフ【道
の駅　木曽川源流の里き
そむら】

株式会社　源 長野県木曽郡木祖村大字薮原１６３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

タクシー乗務員 株式会社　南木曽観光タ
クシー

長野県木曽郡南木曽町吾妻８４０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車第二種免許

大型自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員【施設採用職
員】

松塩筑木曽老人福祉施設
組合　特別養護老人ホー
ム　木曽あすなろ荘

長野県木曽郡南木曽町田立１５０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者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

レストラン及びホテル業
務全般

上松観光開発　有限会社 長野県木曽郡上松町大字上松１８８８番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

接客係 有限会社　津田（山みず
季　ＵＲＡＲＡ　つた
や）

長野県木曽郡木曽町福島２０１２－４
『山みず季　ＵＲＡＲＡ　つたや』

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務 医療法人　原内科医院 長野県木曽郡木曽町福島５６５２－１ 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【トライアル雇用
併用求人】（介護保険事
業所）

社会福祉法人　開田福祉
会

長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

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

レンズ製造・組立・検査
【トライアル雇用併用求
人】

株式会社　イケタニ 長野県木曽郡木曽町日義２１９６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

営業事務 株式会社　雅漆工芸 長野県木曽郡木祖村小木曽２６１７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

小型・中型ドライバー 東海西濃運輸株式会社上
松営業所

長野県木曽郡上松町荻原２３７１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

製麺係《就職氷河期世代
歓迎求人》

株式会社　霧しな 長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－１
２１

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

時給 交替制あり
18歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時10分

271,900円～271,900円 (2)20時00分～5時10分

TEL 0263-50-7380（従業員数 31人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-19972221 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時10分

247,200円～247,200円

TEL 0263-50-7380（従業員数 31人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-19973521 就業場所 長野県木曽郡上松町

日給
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

200,000円～260,000円

TEL 026-224-8708（従業員数 44人 ）
正社員 20010-17802821 就業場所 長野県木曽郡上松町

日給
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

200,000円～260,000円

TEL 026-224-8708（従業員数 44人 ）
正社員 20010-17809121 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 交替制あり
不問 (1)5時30分～15時00分

166,000円～220,000円 (2)6時00分～15時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 026-269-6710（従業員数 8人 ）
正社員以外 20010-17940221 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

176,000円～176,000円

TEL 0574-55-0180（従業員数 7人 ）
正社員以外 21070- 5340721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
59歳以下 (1)7時00分～21時00分

175,000円～175,000円

TEL 0264-22-2010（従業員数 20人 ）
正社員 20100- 1332921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 交替制あり
69歳以下

6,000円～6,000円

TEL 0264-57-3133（従業員数 21人 ）
パート労働者 20100- 1377721 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)16時30分～10時30分

1,400円～1,400円

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
パート労働者 20100- 1354521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)16時30分～10時30分

1,400円～1,400円

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
パート労働者 20100- 1356321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)9時00分～13時00分

910円～1,050円 (2)18時00分～22時00分

TEL 055-243-1550（従業員数 12人 ）
パート労働者 19010-21243421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)5時00分～14時00分

912円～1,050円

TEL 052-243-6140（従業員数 6人 ）
パート労働者 23020-68551221 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

1,000円～1,000円

TEL 0264-55-3002（従業員数 5人 ）
パート労働者 20100- 1320421 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～15時00分

910円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)9時00分～15時00分

TEL 0264-42-3311（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100- 1330321 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～15時00分

910円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)9時00分～15時00分

TEL 0264-42-3311（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100- 1331621 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

時給
64歳以下 (1)7時00分～16時00分

910円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

(3)11時30分～20時30分

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
パート労働者 20100- 1353221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

支援員（夜勤なし） 社会福祉法人　開田福祉
会

長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

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

レストラン業務・調理補
助　　＊＊急募＊＊

木曽カントリー　株式会
社

長野県木曽郡木曽町開田高原末川３０７７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

清掃業務　　　＊＊急募
＊＊

木曽カントリー　株式会
社

長野県木曽郡木曽町開田高原末川３０７７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

清酒のビン詰め作業・補
助

西尾酒造　株式会社 長野県木曽郡大桑村大字須原８９３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

調理パート（請）／木曽
郡上松町

日本ゼネラルフード　株
式会社

愛知県名古屋市中区千代田五丁目７－５　
パークヒルズ千代田９Ｆ

労災 調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

荷出し・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 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

介護職（夜勤専門） 社会福祉法人　開田福祉
会

長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

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 法令の規定

により年齢
制限がある

ホームヘルパー２級

支援員（夜勤専門） 社会福祉法人　開田福祉
会

長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

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 法令の規定

により年齢
制限がある

ホームヘルパー２級

マイクロバス送迎運転手 株式会社　南木曽観光タ
クシー

長野県木曽郡南木曽町吾妻８４０－１ 労災 大型自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

接客サービス 株式会社　つたや本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

スキー場作業員 豊実精工　株式会社 岐阜県加茂郡富加町羽生２１４６－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

（嘱）栄養士（木曽郡上
松町）木曽寮

日清医療食品株式会社
中部支店

長野県長野市栗田２１２５　長栄長野東口ビル
７階

雇用・労災・
健康・厚生

栄養士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

貯木場作業員（上松町） みどり産業　株式会社 長野県長野市大字稲葉２４１３－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員（上松町） みどり産業　株式会社 長野県長野市大字稲葉２４１３－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

地山の掘削及び土止め支
保工作業主任者

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
大型自動車免許

事務　【上松電子】 Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

完成品の集荷作業（検
査）　【上松電子】

Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 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

時給
64歳以下 (1)7時00分～16時00分

910円～1,000円 (2)10時30分～19時30分
(3)11時30分～20時30分

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
パート労働者 20100- 1357621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
18歳以上 (1)6時00分～15時00分

920円～1,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)13時00分～22時00分

TEL 0264-55-1105（従業員数 18人 ）
パート労働者 20100- 1360821 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
18歳以上 (1)6時30分～15時30分

920円～1,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

TEL 0264-55-1105（従業員数 38人 ）
パート労働者 20100- 1362521 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

1,000円～1,000円

TEL 0574-55-0180（従業員数 7人 ）
パート労働者 21070- 5318821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

1,000円～1,000円

TEL 052-243-6140（従業員数 4人 ）
パート労働者 23020-67671221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)5時30分～15時00分

930円～930円 (2)6時30分～11時00分
(3)8時30分～17時00分

TEL 0264-44-2010（従業員数 7人 ）
パート労働者 20100- 1325021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
59歳以下

910円～930円

TEL 0264-55-3741（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100- 1333121 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給
64歳以下 (1)9時00分～15時00分

910円～930円

TEL 0264-26-2646（従業員数 42人 ）
パート労働者 20100- 1386221 就業場所 n長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

922円～922円

TEL 0264-23-1050（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100- 1310221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

910円～910円

TEL 0264-36-1050（従業員数 30人 ）
パート労働者 20100- 1389321 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給
不問 (1)9時30分～14時00分

908円～908円

TEL 0264-55-4455（従業員数 15人 ）
パート労働者 20100- 1390121 就業場所 長野県木曽郡大桑村

清掃 あてら荘 長野県木曽郡大桑村野尻９３９－５８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

食堂・調理スタッフ【道
の駅　木曽川源流の里き
そむら】

株式会社　源 長野県木曽郡木祖村大字薮原１６３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

汚水処理プラント管理係
【会計年度任用職員】

木曽広域連合 長野県木曽郡木曽町日義４８９８－３７
（木曽文化公園内・駒っこホール）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

組立・検査 有限会社　テヅカ精機 長野県木曽郡木曽町日義２２６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

道の駅スタッフ 木曽地域振興　株式会社 長野県木曽郡大桑村野尻１６０－２７ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

福祉施設での調理 有限会社　やまか 長野県木曽郡木曽町開田高原西野２７４５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

事務パート（請）／木曽
郡木曽町

日本ゼネラルフード　株
式会社

愛知県名古屋市中区千代田五丁目７－５　
パークヒルズ千代田９Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

一般事務 豊実精工　株式会社 岐阜県加茂郡富加町羽生２１４６－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職員【大桑】 株式会社　サンシャイン
ライフ

長野県木曽郡大桑村大字野尻９３１－１ 雇用・労災 介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者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

ホームヘルパー２級

介護職員【神戸の杜】 株式会社　サンシャイン
ライフ

長野県木曽郡大桑村大字野尻９３１－１ 雇用・労災 介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者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

ホームヘルパー２級

介護職（夜勤なし） 社会福祉法人　開田福祉
会

長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

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

★ 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

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
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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

※マスクの着用をお願いします。

※発熱のほか風邪症状のある方はご遠慮ください。

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。

【申込・お問合せ】ハローワーク木曽福島 ＴＥＬ：０２６４－２２－２２３３

開催企業 : （株）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 : １１月 ２４日（木）１０：００～１１：３０

募集職種 ： 交通誘導・駐車場警備員
求人番号：20020-18486921（正社員）/20020-18488021（パート）

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。

★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。
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