
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
その他

64歳以下 月額換算 (1)8時30分～18時00分

180,000円～520,000円

TEL 0264-52-5122（従業員数 7人 ）
正社員 20100-   47231 就業場所 長野県木曽郡木曽町

その他
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時30分

180,000円～520,000円

TEL 0264-52-5122（従業員数 8人 ）
正社員 20100-   49431 就業場所 長野県木曽郡上松町

年俸制
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

400,000円～500,000円

TEL 052-581-7580（従業員数 13人 ）
正社員以外 23020-  208831 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

237,025円～414,825円

TEL 0264-36-2555（従業員数 123人 ）
正社員 20100-   42631 就業場所 長野県木曽郡木祖村

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～400,000円

TEL 0264-36-2555（従業員数 123人 ）
正社員 20100-   43931 就業場所 長野県木曽郡木祖村

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

320,000円～400,000円

TEL 052-581-7580（従業員数 13人 ）
正社員 23020-  211331 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

月給
35歳以下 (1)7時45分～17時15分

216,920円～395,200円

TEL 0264-57-2550（従業員数 23人 ）
正社員 20100-   41331 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

日給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 月額換算 (1)7時30分～17時00分

270,000円～360,000円 (2)8時00分～16時30分

TEL 0264-52-2110（従業員数 12人 ）
正社員 20100-   18931 就業場所 長野県木曽郡上松町

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

275,000円～352,000円

TEL 0264-52-4700（従業員数 24人 ）
正社員 20100-    9631 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

230,000円～350,000円

TEL 0264-57-2077（従業員数 28人 ）
正社員 20100-    6431 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)17時30分～3時30分

250,000円～346,900円

TEL 0264-52-2603（従業員数 34人 ）
正社員 20100-   74331 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1年単位）
67歳以下 (1)7時50分～17時10分

260,000円～330,000円

TEL 0264-22-2308（従業員数 22人 ）
正社員 20100-   55231 就業場所 長野県木曽郡木曽町

現場代理人 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

２級土木施工管理技士

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

大型幹線輸送ドライバー 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

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業員 株式会社　名工土木 長野県木曽郡南木曽町読書３６６９－１３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

建設土木作業員【トライ
アル雇用併用】

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

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

２級土木施工管理技士

林業現場作業員【トライ
アル雇用併用求人】

木曽協和産業　株式会社 長野県木曽郡上松町大字上松３６７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場技術者 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 キャリア形
成

土木技術者（長野県／正
社員）

株式会社　ファインテク
ノ　中部支社

愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目１７－１０
ＳＵＺＵ１
０５ビル　２階

雇用・労災・
健康・厚生

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

技術士（建設部門）

現場作業員（土木） 木曽土建工業　株式会社 長野県木曽郡木祖村大字小木曽　１７２ー２ 雇用・労災・
健康・厚生

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

現場代理人（建築） 木曽土建工業　株式会社 長野県木曽郡木祖村大字小木曽　１７２ー２ 雇用・労災・
健康・厚生

二級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木技術者（長野県／契
約社員）

株式会社　ファインテク
ノ　中部支社

愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目１７－１０
ＳＵＺＵ１
０５ビル　２階

雇用・労災・
健康・厚生

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 不問

技術士（建設部門）

美容全般【スタイリス
ト】「ターバン　アネッ
クス」

有限会社　ターバン 長野県木曽郡上松町本町通り４－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

美容師

雇用期間の定めなし 定年を上限

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

美容師

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

美容全般【スタイリス
ト】「ヘアーデザイン
ターバン」

有限会社　ターバン 長野県木曽郡上松町本町通り４－１

℡ 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５年１月６日発行 （１２月２０日～１月４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ヶ月単位）
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～16時30分

223,400円～328,400円

TEL 0264-52-2409（従業員数 14人 ）
正社員 20100-   59331 就業場所 長野県木曽郡上松町 拠出

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

280,000円～320,000円

TEL 0264-26-2735（従業員数 4人 ）
正社員 20100-   71531 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

169,000円～310,000円

TEL 0264-52-2359（従業員数 12人 ）
正社員 20100-    7731 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 (1)8時00分～17時00分

250,000円～310,000円

TEL 0264-22-2116（従業員数 22人 ）
正社員 20100-   56531 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

200,000円～350,000円

TEL 0265-59-7011（従業員数 19人 ）
正社員以外 20050-   36431 就業場所 長野県木曽郡木曽町

その他
18歳以上 月額換算 (1)16時00分～8時00分

308,000円～308,000円

TEL 0574-55-0180（従業員数 7人 ）
正社員以外 21070-    1520 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

221,300円～306,300円 (2)10時00分～19時00分

(3)13時00分～7時00分

TEL 0264-26-1211（従業員数 25人 ）
正社員 20100-   38831 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 月額換算 (1)8時00分～17時10分

244,800円～306,000円

TEL 0568-39-6077（従業員数 300人 ）
有期雇用派遣労働者 23170-16923421 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1ヶ月単位）
62歳以下 (1)8時30分～17時30分

165,500円～303,000円

TEL 0264-52-3560（従業員数 31人 ）
正社員 20100-   61031 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

300,000円～300,000円

TEL 0264-36-3311（従業員数 24人 ）
正社員 20100-   40731 就業場所 長野県木曽郡木祖村 拠出

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

208,903円～290,900円 (2)9時00分～18時00分

(3)11時00分～20時00分

TEL 0264-23-1001（従業員数 15人 ）
正社員 20100-   53031 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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

207,000円～276,000円

TEL 0264-57-2383（従業員数 13人 ）
正社員 20100-   58731 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)7時00分～16時00分

220,000円～260,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
正社員 20100-   22531 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

240,000円～260,000円

TEL 0264-55-1105（従業員数 19人 ）
正社員 20100-   28131 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

172,800円～259,200円 (2)9時00分～18時00分

(3)11時00分～20時00分

TEL 0264-23-1001（従業員数 15人 ）
正社員 20100-   52131 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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～250,800円 (2)10時00分～19時00分

(3)13時00分～7時00分

TEL 0264-26-1211（従業員数 25人 ）
正社員以外 20100-   36131 就業場所 長野県木曽郡木曽町

グループホームの【介護
職】（契約職員）

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル日
義

長野県木曽郡木曽町日義２７５２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

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

看護師 有限会社　幸楽 長野県木曽郡木曽町日義４９０５ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

グループホーム（責任
者）

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・
財形

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

社会福祉士

理学療法士【トライアル
雇用併用求人】

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

理学療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

山林労務 南木曽町森林組合 長野県木曽郡南木曽町読書３２２２番地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

介護職員 有限会社　幸楽 長野県木曽郡木曽町日義４９０５ 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
者雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

介護福祉士

運営管理／小売業のマネ
ジメント

日野製薬　株式会社 長野県木曽郡木祖村大字薮原１５９８ 雇用・労災・
公災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

居宅介護支援専門員 社会福祉法人　上松町社
会福祉協議会

長野県木曽郡上松町大字小川１７０２　上松ひ
のきの里総合福祉センター内

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 定年を上限

機械オペレーター 株式会社アバンセコーポ
レーション　小牧営業所

愛知県小牧市堀の内３丁目１４番地　堀の内ビ
ル１０１

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

グループホームの【介護
職】（正社員）

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル日
義

長野県木曽郡木曽町日義２７５２－１ 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

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ヶ月未満）

法令の規定
により年齢
制限がある

建築技術者・土木技術者 神稲建設株式会社 長野県飯田市主税町１８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

１級建築施工管理技士

１級土木施工管理技士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

建設現場施工管理（土
木）

株式会社　加藤組 長野県木曽郡木曽町福島１７６４ 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

大型トラック・ダンプ運
転手

有限会社　朝日輸送サー
ビス

長野県木曽郡木曽町日義１６９４ 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

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者　牽引免
許

電気工事作業員・土木作
業員

株式会社　向陽電気商会 長野県木曽郡上松町大字小川２００１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型・中型トラック運転
手

上松陸送　株式会社 長野県木曽郡上松町旭町７番地 雇用・労災・
健康・厚生

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

中型自動車免許
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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）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～250,000円

TEL 0264-57-2535（従業員数 7人 ）
正社員 20100-    8331 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 厚生

その他 変形（1ヶ月単位）
21歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

200,000円～250,000円 (2)9時00分～8時59分

(3)8時00分～7時59分

TEL 0264-22-2436（従業員数 35人 ）
正社員 20100-   13531 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

250,000円～250,000円

TEL 0264-25-2218（従業員数 12人 ）
正社員以外 20100- 1569021 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～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

180,000円～240,000円 (2)9時00分～8時59分

(3)8時00分～7時59分

TEL 0264-22-2436（従業員数 35人 ）
正社員 20100-   12231 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～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

180,000円～240,000円 (2)9時00分～8時59分

(3)8時00分～7時59分

TEL 0264-22-2436（従業員数 35人 ）
正社員 20100-   14431 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

232,000円～240,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)11時00分～20時00分

TEL 0264-21-3131（従業員数 31人 ）
正社員 20100-   32731 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
18歳～59歳 (1)8時00分～17時10分

166,500円～231,500円 (2)20時00分～5時10分

TEL 0264-52-5700（従業員数 252人 ）
正社員 20100-   44131 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時10分

166,500円～231,500円

TEL 0264-52-5700（従業員数 252人 ）
正社員 20100-   62831 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～18時00分

220,000円～230,000円 (2)8時00分～12時00分

TEL 0264-52-2023（従業員数 5人 ）
正社員 20100-   65431 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

230,000円～230,000円

TEL 0264-24-0020（従業員数 16人 ）
正社員以外 20100- 1571521 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

時給 交替制あり
18歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

276,080円～276,080円 (2)19時00分～4時00分

TEL 0263-50-7380（従業員数 1人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-   39231 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
18歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時10分

271,920円～271,920円 (2)20時00分～5時10分

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-   32731 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

160,000円～250,000円

TEL 0265-22-3215（従業員数 5人 ）
正社員 20050- 9153921 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給 交替制あり
不問 月額換算 (1)5時30分～15時00分

207,360円～224,640円 (2)6時00分～15時30分

(3)9時30分～19時00分

TEL 026-269-6710（従業員数 8人 ）
正社員以外 20010-20998321 就業場所 長野県木曽郡上松町

日給
59歳以下 月額換算 (1)7時30分～16時30分

159,800円～221,400円

TEL 0573-26-1175（従業員数 33人 ）
正社員 21050- 2746821 就業場所 長野県木曽郡大桑村ほか

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

220,000円～220,000円

TEL 0265-36-2138（従業員数 30人 ）
正社員以外 20050- 9162921 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか 厚生

【急募】配送 合同会社　サワヤ 長野県下伊那郡松川町元大島１５６１－１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

クレーンオペレーター
（恵那、木曽、加茂、飯
田）

株式会社　エナ重機 岐阜県恵那市大井町舟山１１２０－９４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

移動式クレーン運転士

（嘱）調理員（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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

電気工事士　【木曽営業
所】

新井電気工事株式会社 長野県飯田市松尾町３丁目１５番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

生産スタッフ 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

自動機オペレーター（自
動車部品の加工）【西野
機械工業】

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

看護教員 地方独立行政法人長野県
立病院機構　信州木曽看
護専門学校

長野県木曽郡木曽町新開４２３６ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

事務・看護助手 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

雇用期間の定めなし 不問

技術スタッフ【就職氷河
期世代歓迎求人】

上松電子　株式会社 長野県木曽郡上松町大字上松１８８番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

生産スタッフ【就職氷河
期世代歓迎求人】

上松電子　株式会社 長野県木曽郡上松町大字上松１８８番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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）

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・
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 法令の規定
により年齢
制限がある

タクシー乗務員（養成） おんたけタクシー　株式
会社

長野県木曽郡木曽町福島６１６８－７ 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

タクシー乗務員 おんたけタクシー　株式
会社

長野県木曽郡木曽町福島６１６８－７ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車第二種免許

中型自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型自動車第二種免許

シニア活動推進コーディ
ネーター

公益財団法人　長野県長
寿社会開発センター　木
曽支部

長野県木曽郡木曽町福島２７５７ー１　木曽合
同庁舎２階
（木曽保健福祉事務所　福祉課内）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

貸切バス乗務員 おんたけタクシー　株式
会社

長野県木曽郡木曽町福島６１６８－７ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車第二種免許

大型自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

自動車整備士（２級また
は大型車の整備ができる
方）

木曽自動車販売　株式会
社

長野県木曽郡南木曽町読書３６４３－６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

二級自動車整備士

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ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～220,000円

TEL 0264-55-1105（従業員数 38人 ）
正社員 20100-   26631 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

220,000円～220,000円

TEL 0264-46-3171（従業員数 4人 ）
正社員 20100-   35931 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 変形（1年単位）
40歳以下 月額換算 (1)8時00分～16時30分

176,000円～220,000円

TEL 0264-55-3801（従業員数 17人 ）
正社員 20100-   60131 就業場所 長野県木曽郡大桑村ほか

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-   63231 就業場所 長野県木曽郡上松町 給付

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)6時00分～16時50分

176,000円～218,000円 (2)6時20分～17時00分

(3)10時00分～22時00分

手当を含む総支給額 TEL 0264-22-2215（従業員数 41人 ）
正社員 22万円～26万円 20100-    2031 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 月額換算 (1)7時30分～17時00分

176,000円～211,200円

TEL 0574-55-0180（従業員数 7人 ）
正社員以外 21070-    1130 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 月額換算 (1)6時00分～16時50分

194,600円～208,600円 (2)6時20分～17時00分

(3)10時00分～22時00分

TEL 0264-22-2215（従業員数 41人 ）
正社員以外 20100-    3831 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-   23431 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30分～17時30分

172,000円～204,000円

TEL 0264-24-0771（従業員数 16人 ）
正社員 20100-   34631 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

169,000円～185,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)11時00分～20時00分

TEL 0264-21-3131（従業員数 31人 ）
正社員 20100-   31431 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30分

160,000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-    5531 就業場所 長野県木曽郡木祖村

日給
30歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

176,800円～176,800円

TEL 0264-55-2134（従業員数 9人 ）
正社員 20100-   68631 就業場所 長野県木曽郡大桑村

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-    1330 就業場所 長野県木曽郡王滝村

時給
不問 月額換算 (1)10時15分～18時15分

142,296円～142,296円

TEL 0264-22-3000（従業員数 17人 ）
正社員以外 20100- 1568121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

10,500円～10,500円

TEL 0264-22-2116（従業員数 22人 ）
パート労働者 20100-   57431 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)10時00分～19時00分

(3)13時00分～7時00分

TEL 0264-26-1211（従業員数 25人 ）
パート労働者 20100-   37031 就業場所 長野県木曽郡木曽町

介護職員【パート】 社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル日
義

長野県木曽郡木曽町日義２７５２－１ 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

列車見張員 株式会社　加藤組 長野県木曽郡木曽町福島１７６４ 雇用・労災・
厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

図書館司書 木曽町役場 長野県木曽郡木曽町福島２３２６－６ 雇用・公災・
健康・厚生

司書

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

屋根板製作（板ヘギ職
人）【トライアル雇用併
用求人】

栗山木工　有限会社 長野県木曽郡大桑村野尻２２７１－６ 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

木製品製造（画枠・額
縁）

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

２級ボイラー技士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

介護職員【正社員】 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・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

介護福祉士

介護職員（訪問介護・訪
問入浴）

特定非営利活動法人　介
護屋つむぎ

長野県木曽郡木曽町日義３７８１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師

支援員【トライアル雇用
併用求人】（障害者支援
施設）

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

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員初任者研修修了
者

バス運転士（定期バス）
契約社員

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

スキー場リフト係 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ヶ月未満）

不問

バス運転士（定期バス）
正社員

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

梱包・出荷業務 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

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

山林労務 木曽南部森林組合 長野県木曽郡大桑村野尻１６０－２７　地場産
業振興センター内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

別荘地の管理 株式会社トウメイハウス
オリンポス三岳

長野県木曽郡木曽町三岳９００－２３４ 雇用・労災・
健康・厚生

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

生活相談員 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・
財形

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

社会福祉士
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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歳以上 (1)8時30分～16時00分

1,000円～1,300円 (2)15時00分～22時30分

TEL 0264-23-2688（従業員数 12人 ）
パート労働者 20100-   70231 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)10時00分～14時30分

1,000円～1,200円

TEL 0264-42-1120（従業員数 0人 ）
パート労働者 20100-   39231 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
64歳以下 (1)8時30分～18時00分

920円～1,200円

TEL 0264-52-5122（従業員数 7人 ）
パート労働者 20100-   46831 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
64歳以下 (1)8時00分～17時30分

920円～1,200円

TEL 0264-52-5122（従業員数 8人 ）
パート労働者 20100-   48531 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1)9時00分～14時00分

1,000円～1,200円

TEL 0264-26-2232（従業員数 14人 ）
パート労働者 20100-   54831 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

950円～1,200円 (2)9時00分～18時00分

(3)11時00分～20時00分

TEL 0264-21-1855（従業員数 13人 ）
パート労働者 20100-   72431 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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-   33331 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
59歳以下

920円～1,100円

TEL 0264-36-2137（従業員数 15人 ）
パート労働者 20100-    4231 就業場所 長野県木曽郡木祖村

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-   73731 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)10時35分～18時35分

1,010円～1,010円 (2)13時20分～18時20分

(3)14時20分～17時20分

TEL 0264-22-2262（従業員数 63人 ）
パート労働者 20100-   45031 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)9時30分～13時00分

920円～1,000円

TEL 0264-22-2145（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-   10031 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

910円～1,000円

TEL 0264-22-2010（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-   15731 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

1,000円～1,000円

TEL 0264-24-2521（従業員数 13人 ）
パート労働者 20100-   19131 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)6時00分～9時00分

908円～1,000円 (2)16時00分～22時00分

(3)22時00分～7時00分

TEL 0264-55-2155（従業員数 17人 ）
パート労働者 20100-   30531 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

920円～1,000円 (2)10時00分～16時00分

TEL 0264-52-5122（従業員数 7人 ）
パート労働者 20100-   50631 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
64歳以下 (1)9時00分～15時00分

920円～1,000円 (2)10時00分～16時00分

TEL 0264-52-5122（従業員数 8人 ）
パート労働者 20100-   51931 就業場所 長野県木曽郡上松町

美容全般【アシスタン
ト】　「ターバン　ア
ネックス」

有限会社　ターバン 長野県木曽郡上松町本町通り４－１ 雇用・労災 美容師

雇用期間の定めなし 定年を上限

美容全般【アシスタン
ト】「ヘアーデザイン
ターバン」

有限会社　ターバン 長野県木曽郡上松町本町通り４－１ 雇用・労災 美容師

雇用期間の定めなし 定年を上限

販売員 セブンイレブン大桑須原
店

長野県木曽郡大桑村大字須原１０２３－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

警備員 有限会社　ヤクシン警備 長野県木曽郡木曽町福島５３０７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

おもてなし準備（午前中
業務）《つたや季の宿
風里》

株式会社　つたや本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

客室清掃係 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』

労災

雇用期間の定めなし 不問

郵便物運送業務（軽四輪
車）

日本郵便株式会社　木曽
福島郵便局

長野県木曽郡木曽町福島６１８３－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

木製品製造（画枠・額
縁）

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

介護職員（パート） 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

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

明治牛乳の宅配健康飲料
の配達（月・木）又は
（火・金）

株式会社マルエー　木曽
営業所

長野県木曽郡木曽町日義１８２５－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

美容全般【スタイリス
ト】準社員「ターバン
アネックス」

有限会社　ターバン 長野県木曽郡上松町本町通り４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

美容師

雇用期間の定めなし 定年を上限

美容全般【スタイリス
ト】準社員「ヘアーデザ
イン　ターバ

有限会社　ターバン 長野県木曽郡上松町本町通り４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

美容師

雇用期間の定めなし 定年を上限

お客様を受け入れる為の
コテージ準備業務

ｃｏｔｔａｇｅ　ＡＭＡ
ＧＯＹＡ

長野県木曽郡木曽町開田高原末川４１２２－６ 労災

雇用期間の定めなし 不問

ホール・カウンター係 有限会社　大倉 長野県木曽郡木曽町福島６１７６－３ 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
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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)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-   67331 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給

不問 (1)5時00分～9時00分

908円～1,000円 (2)17時00分～22時00分

TEL 0264-26-2785（従業員数 12人 ）

パート労働者 20100-   69931 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給

不問

960円～960円

TEL 042-568-1170（従業員数 10人 ）

パート労働者 20100-   75631 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり

64歳以下 (1)10時00分～17時00分

908円～950円 (2)17時00分～22時00分

TEL 0264-36-2029（従業員数 5人 ）

パート労働者 20100-   11831 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給 交替制あり

不問 (1)6時00分～13時00分

920円～950円 (2)13時00分～19時00分

(3)9時00分～15時00分

TEL 0264-55-1105（従業員数 59人 ）

パート労働者 20100-   27931 就業場所 長野県木曽郡大桑村ほか

時給

69歳以下 (1)9時00分～16時00分

920円～950円 (2)8時30分～17時15分

TEL 0264-22-2756（従業員数 12人 ）

パート労働者 20100-   29031 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)10時00分～14時00分

910円～930円 (2)11時00分～15時00分

(3)17時00分～20時00分

TEL 0264-55-3741（従業員数 20人 ）

パート労働者 20100-   66731 就業場所 長野県木曽郡大桑村

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-   20831 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

時給

不問

910円～910円

TEL 0264-22-2010（従業員数 20人 ）

パート労働者 20100-   16331 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給

不問 (1)8時40分～17時10分

910円～910円

TEL 0264-36-1050（従業員数 30人 ）

パート労働者 20100-   64531 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給

不問 (1)9時00分～16時00分

908円～908円 (2)9時00分～15時00分

TEL 0264-26-2306（従業員数 21人 ）

パート労働者 20100-   21231 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり

不問 (1)6時00分～12時30分

1,200円～1,300円 (2)9時00分～15時30分

(3)13時00分～19時00分

TEL 026-269-6710（従業員数 8人 ）

パート労働者 20010-21000721 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給

69歳以下 (1)8時30分～14時00分

910円～1,000円

TEL 0263-86-5560（従業員数 3人 ）

パート労働者 20020-23244821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

木曽病院内食堂利用者へ
の食事提供業務《４月新
規オープン》

株式会社　メフォス　長
野事業部

長野県松本市村井町南４－２３－１５　第２Ｍ
ＡＴビル２Ｆ

雇用・労災 調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理員（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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

レンズ製造・検査の補助 株式会社　イケタニ 長野県木曽郡木曽町日義２１９６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

店舗・販売スタッフ【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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

接客サービス《街道浪漫
おん宿蔦屋》

株式会社　つたや本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

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

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

レストラン業務 木曽地域振興　株式会社 長野県木曽郡大桑村野尻１６０－２７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員 特定非営利活動法人　笑
顔

長野県木曽郡木曽町福島２２２２ 雇用・労災 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士

調理補助 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

雇用期間の定めなし 不問

レストランスタッフ
＊＊急募＊＊

有限会社　まると食品
（スーパーマーケットま
ると）

長野県木曽郡木祖村藪原１８１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

食品製造・店舗管理（揚
げ物・惣菜・すし・弁当
等）

株式会社　ゼストクック
木曽店

長野県木曽郡木曽町福島２８７２　（Ａコープ
木曽店内）

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

販売員 セブンイレブン木曽町日
義店

長野県木曽郡木曽町日義１６８３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 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
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