
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30分

255,000円～440,000円

TEL 0264-23-2433（従業員数 10人 ）
正社員 20100-   89531 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

255,000円～360,000円

TEL 0264-23-2433（従業員数 10人 ）
正社員 20100-   88231 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～250,000円

TEL 0264-23-2433（従業員数 10人 ）
正社員 20100-   90331 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
44歳以下 (1)8時30分～17時30分

210,000円～220,000円

TEL 050-2006-2410（従業員数 0人 ）
正社員 20100-   81731 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～220,000円

TEL 0264-52-3115（従業員数 79人 ）
正社員 20100-   84931 就業場所 長野県木曽郡上松町 給付

月給
64歳以下 (1)8時30分～16時30分

174,000円～176,000円

TEL 0264-22-2200（従業員数 5人 ）
正社員 20100-   76931 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
59歳以下 (1)9時00分～16時00分

910円～1,100円

TEL 0264-57-2532（従業員数 38人 ）
パート労働者 20100-   85131 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給 交替制あり
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

1,100円～1,100円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時30分～19時30分

TEL 0264-52-1235（従業員数 45人 ）
パート労働者 20100-   86031 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1)8時30分～16時30分

1,054円～1,054円 (2)7時30分～15時30分

(3)11時00分～19時00分

TEL 0264-22-3000（従業員数 353人 ）
パート労働者 20100-   87831 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時10分～17時05分

910円～1,000円

TEL 0264-52-2546（従業員数 5人 ）
パート労働者 20100-   80431 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
64歳以下 (1)8時30分～16時30分

950円～950円

TEL 0264-22-2200（従業員数 5人 ）
パート労働者 20100-   77131 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
64歳以下

950円～950円

TEL 0264-22-2200（従業員数 5人 ）
パート労働者 20100-   78031 就業場所 長野県木曽郡木曽町

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

技術士（建設部門）

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

建設コンサルタント 株式会社　奥原調査設計 長野県木曽郡木曽町新開２６６２－１

測量業務 株式会社　奥原調査設計 長野県木曽郡木曽町新開２６６２－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

測量士

測量士補

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＣＡＤオペレーター 株式会社　奥原調査設計 長野県木曽郡木曽町新開２６６２－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ヘアケア・スキンケア商
品の製造　《責任者候
補》

株式会社ディアローグ
ＩーＨＯＵＳＥ

長野県木曽郡木曽町安林６２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

品質管理部門 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 定年を上限

そば店の業務全般補助
（調理・接客・レジ等）

株式会社　くるまや本店 長野県木曽郡木曽町福島５３６７－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務 株式会社　勝野木材 長野県木曽郡南木曽町読書１７５０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形・その他

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（上松・介護福
祉士）

株式会社　あい愛 長野県木曽郡上松町小川２０５０番地５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育教諭【会計年度任用
職員】

木曽町役場 長野県木曽郡木曽町福島２３２６－６ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

幼稚園教諭免許（専修・
１種・２種）雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

製材補助【前取】（水
曜・木曜勤務）

株式会社　井上 長野県木曽郡上松町正島町２－２５ 労災

雇用期間の定めなし 不問

そば店業務
※週４日　７時間勤務※

株式会社　くるまや本店 長野県木曽郡木曽町福島５３６７－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

そば店の業務　　　※週
４日　６時間勤務※

株式会社　くるまや本店 長野県木曽郡木曽町福島５３６７－２ 雇用・労災

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５年１月１２日発行 （１月４日～１月１０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

時給
不問

910円～910円

TEL 0264-22-2200（従業員数 5人 ）
パート労働者 20100-   79831 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
59歳以下 (1)5時00分～14時00分

265,000円～360,000円 (2)5時00分～11時30分

TEL 0269-38-1761（従業員数 10人 ）
正社員 20080-   75731 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 交替制あり
不問

910円～960円

TEL 0268-24-3333（従業員数 5人 ）
パート労働者 20040-  400131 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

910円～930円

TEL 026-236-2160（従業員数 6人 ）
パート労働者 20010-  503431 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時00分～16時00分

920円～920円

TEL 0263-50-4224（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣パート 20020-  288131 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
18歳～69歳 (1)8時00分～17時00分

10,000円～10,000円

TEL 0573-75-2891（従業員数 4人 ）
パート労働者 21090-   19631 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

時給
不問 (1)17時00分～20時00分

1,050円～1,050円

TEL 052-243-6140（従業員数 4人 ）
パート労働者 23020-  776331 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時45分～17時30分

920円～920円 (2)8時45分～12時00分

TEL 0264-46-3335（従業員数 45人 ）
パート労働者 20100-1567921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

介護補助 松塩筑木曽老人福祉施設
組合　特別養護老人ホー
ム　なんてんの里

長野県木曽郡木曽町三岳１００３９ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

洗浄パート（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

列車見張員 有限会社　信南警備保障
中津川営業所

岐阜県中津川市坂下３４－４０（稲葉宅） 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

食器洗浄
※週４日　４時間※

株式会社　くるまや本店 長野県木曽郡木曽町福島５３６７－２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

大型平ボデトラックドラ
イバー

株式会社　岩船陸送 長野県中野市大字岩船４５３番地１０ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

レンタカースタッフ／木
曽福島店【急募】

日産レンタカー長野　株
式会社

長野県上田市中央２丁目８番１１号 雇用・労災・
健康・厚生

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
（木曽町）

全国農業協同組合連合会
長野県本部

長野県長野市大字南長野北石堂町１１７７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

病院内清掃（紹介予定派
遣）

株式会社　バリュークリ
エーション

長野県松本市沢村３丁目１－６
小林ビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

お仕事探しは

ハローワークで！
就職に関する様々なご相談に応じますので、

お気軽にご利用ください。

求職申込（求職登録）

相談窓口で職業相談

応募したい求人が決まったら

紹介状を発行します。

パソコンを使って求人を検索
（ハローワークインターネットサービス）

受付へご用件をお話しください

検索後、窓口で相談したい方は、

受付へ声をかけてください。

☆☆ハローワークご利用の流れ

現在、新型コロナウイルス

感染症対策として、入室時

の検温とマスク着用にご協

力をお願いしています。
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