
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

59歳以下 (1)8時30分～17時15分

240,000円～440,000円

TEL 0265-22-9585（従業員数 4人 ）
正社員 20050-  453831 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

251,720円～330,403円

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 1574231 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給
30歳以下 (1)9時00分～17時30分

170,000円～290,000円

TEL 0264-58-2330（従業員数 1人 ）
正社員 20100-  107931 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

209,300円～286,800円 (2)12時00分～21時00分

(3)14時00分～8時00分

TEL 0264-52-1211（従業員数 28人 ）
正社員 20100-  111431 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

225,800円～245,800円 (2)12時00分～21時00分

(3)14時00分～8時00分

TEL 0264-52-1211（従業員数 28人 ）
正社員以外 20100-  110531 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給
61歳以下 (1)5時00分～22時00分

201,500円～201,500円

TEL 052-951-7300（従業員数 5人 ）
正社員 23020- 4174531 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

181,200円～181,200円

TEL 0264-23-2321（従業員数 10人 ）
正社員以外 20100-  114631 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30分

150,000円～180,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0264-36-2137（従業員数 15人 ）
正社員 20100-  104731 就業場所 長野県木曽郡木祖村

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

155,000円～165,000円

TEL 027-322-2588（従業員数 0人 ）
正社員以外 10020- 1518831 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)7時00分～16時00分

1,260円～1,310円 (2)12時00分～21時00分

(3)14時00分～8時00分

TEL 0264-52-1211（従業員数 28人 ）
パート労働者 20100-  109031 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問

1,000円～1,000円

TEL 0264-36-2001（従業員数 30人 ）
パート労働者 20100-  106631 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給
不問

910円～1,000円

TEL 0264-23-7331（従業員数 16人 ）
パート労働者 20100-  108131 就業場所 長野県木曽郡木曽町

清掃スタッフ 森のホテル（株式会社
女将塾）

長野県木曽郡木曽町日義４８９８－８ 労災 調理師

雇用期間の定めなし 不問

保育士　【会計年度任用
職員】

木祖村役場 長野県木曽郡木祖村薮原１１９１－１ 労災 保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職（パート） 社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル上
松

長野県木曽郡上松町上松１８８一１ 雇用・労災・
健康・厚生

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

（請）医療事務（長野県
木曽郡木曽町）

株式会社　ソラスト　群
馬支社

群馬県高崎市あら町１６７　高崎第一生命ビル
９Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

運転・施設管理業務 長野県林業大学校 長野県木曽郡木曽町新開４３８５－１ 雇用・公災・
厚生・その他

大型自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

一般事務　★就職氷河期
世代歓迎求人★

マルオカ工業　株式会社 長野県木曽郡木祖村大字薮原２３２－７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

保養所管理人（夫婦住
込）（請）／長野県木曽
郡

株式会社あなぶき社宅
サービス　中部支店

愛知県名古屋市中区錦３丁目５番３０号
三晃錦ビル５Ｆ

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（契約社員） 社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル上
松

長野県木曽郡上松町上松１８８一１ 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

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

介護職【正職員】 社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル上
松

長野県木曽郡上松町上松１８８一１ 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

木工芸品の製造／南木曽
町

有限会社　野原工芸 長野県木曽郡南木曽町吾妻４６８９番地６４４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

【急募】車のターボエン
ジン組み立て【寮付き】

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 法令の規定
により年齢
制限がある

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

所在地・就業場所

土木工事に係る施工管
理・積算等の発注者支援
業務（木曽町）

技建開発　株式会社 長野県飯田市北方１３１３－２

℡ 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５年１月２６日発行 （１月１７日～１月２４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
18歳以上 (1)17時15分～8時30分

7,424円～7,424円

TEL 0264-23-2321（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  115931 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時50分～16時00分

930円～930円

TEL 0264-22-2372（従業員数 4人 ）
パート労働者 20100-  103431 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 変形（1年単位）
64歳以下

908円～908円

TEL 0264-22-2766（従業員数 6人 ）
パート労働者 20100-  112731 就業場所 長野県木曽郡木曽町

ホール【和庵　肥田亭】 株式会社　まちづくり木
曽福島

長野県木曽郡木曽町福島５０８４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

販売・菓子製造補助 宝来屋　櫻井　六左ヱ門 長野県木曽郡木曽町福島５０７６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

行政事務補助員 長野県林業大学校 長野県木曽郡木曽町新開４３８５－１ 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
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