
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15分～17時10分

370,000円～520,000円

TEL 0263-52-2918（従業員数 113人 ）
正社員 20020- 3848931 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
59歳以下 (1)8時15分～17時10分

400,000円～500,000円

TEL 0263-52-2918（従業員数 113人 ）
正社員 20020- 3846331 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

350,000円～450,000円

TEL 0263-52-8655（従業員数 36人 ）
正社員 20020- 3747731 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時30分～19時00分

218,000円～350,000円 (2)8時30分～18時00分

(3)8時00分～17時30分

TEL 0263-85-7171（従業員数 18人 ）
正社員 20020- 3595731 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

174,200円～335,600円

TEL 0263-52-0015（従業員数 80人 ）
正社員以外 20020- 3905831 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)7時00分～16時00分

274,000円～319,000円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0263-51-6211（従業員数 170人 ）
正社員 20020- 3951331 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

188,073円～306,290円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0263-31-5013（従業員数 25人 ）
正社員 20020- 3740931 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

224,852円～305,455円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0263-31-5013（従業員数 25人 ）
正社員 20020- 3737531 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

175,000円～300,000円 (2)13時00分～22時00分

TEL 0263-51-5000（従業員数 29人 ）
正社員 20020- 3659731 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時20分～17時20分

200,000円～300,000円

TEL 0263-31-0030（従業員数 170人 ）
正社員 20020- 3664231 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時20分～17時20分

200,000円～300,000円

TEL 0263-31-0030（従業員数 170人 ）
正社員 20020- 3665531 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時20分～17時20分

200,000円～300,000円

TEL 0263-31-0030（従業員数 170人 ）
正社員 20020- 3666431 就業場所 長野県塩尻市

営業 城北工業　株式会社 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

精密板金加工 城北工業　株式会社 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

精密板金塗装業務 城北工業　株式会社 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－２１ 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

介護支援専門員（ケアマ
ネ）

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

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

機能訓練指導員（正社
員）

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

理学療法士

作業療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

【夜勤なし】　看護職
（正職員）

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル塩
尻

長野県塩尻市大門八番町９番１０号 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

長野県公立学校職員（実
習助手）

長野県塩尻志学館高等学
校

長野県塩尻市大字広丘高出４－４ 雇用・公災・
その他

大型自動車免許

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

建物管理スタッフ 株式会社チンタイバンク
（ミニミニＦＣ加盟）

長野県塩尻市大字広丘吉田１０４４番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

マネージャー 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

プログラマー／システム
エンジニア

株式会社　サンコー 長野県塩尻市大字広丘野村９５９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

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

経営幹部　管理（総務人
事、経理、情報システ
ム）の部長

株式会社　サンコー 長野県塩尻市大字広丘野村９５９番地

℡ 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５年２月２４日発行 （２月１４日～２月２１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

月給
59歳以下 (1)7時30分～17時00分

201,000円～300,000円

TEL 0263-54-1127（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 3830931 就業場所 長野県塩尻市 厚生

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～289,800円 (2)9時00分～18時00分

(3)11時30分～20時30分

TEL 0263-51-6211（従業員数 170人 ）
正社員 20020- 3950731 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

155,906円～257,301円

TEL 0263-52-0015（従業員数 80人 ）
正社員以外 20020- 3922231 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1年単位）
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- 3893231 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

207,300円～213,400円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 3574031 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時00分～15時15分

203,000円～322,000円 (2)7時00分～16時15分

(3)8時00分～17時15分

TEL 026-243-3200（従業員数 0人 ）
正社員 20010- 3195931 就業場所 長野県塩尻市ほか 拠出

月給 変形（1年単位）
30歳以下 (1)8時20分～17時00分

210,000円～233,000円

TEL 0266-22-3535（従業員数 18人 ）
正社員 20141-  780031 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)9時00分～18時00分

160,000円～208,000円

TEL 0265-85-3385（従業員数 11人 ）
正社員以外 20060- 1614631 就業場所 長野県塩尻市ほか

日給 変形（1年単位）
19歳～59歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

171,000円～204,800円

TEL 0545-34-0509（従業員数 4人 ）
正社員 22100- 1641931 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

160,000円～200,000円

TEL 0263-54-2001（従業員数 12人 ）
正社員以外 20020- 3907531 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

172,000円～197,800円

TEL 0263-54-0742（従業員数 10人 ）
正社員以外 20020- 3894531 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問

190,200円～190,200円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 3576231 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,000円～190,000円

TEL 0263-54-4111（従業員数 9人 ）
正社員 20020- 3867031 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問 (1)7時30分～16時00分

155,906円～184,280円 (2)9時30分～18時00分

TEL 0263-86-3000（従業員数 56人 ）
正社員以外 20020- 3680831 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問 (1)7時00分～15時30分

155,906円～184,280円 (2)10時00分～18時30分

TEL 0263-52-0015（従業員数 80人 ）
正社員以外 20020- 3911131 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

176,500円～179,100円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 3573131 就業場所 長野県塩尻市

子と親の心の支援員【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

養護教諭免許（専修・１
種・２種）

社会福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

臨床心理士

会計年度任用職員（校用
業務員）

長野県塩尻志学館高等学
校

長野県塩尻市大字広丘高出４－４ 雇用・労災・
健康・厚生

危険物取扱者（丙種）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

長野県公立学校事務職員
（校用業務員）

長野県　田川高等学校 長野県塩尻市大字広丘吉田２６４５ 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

受付・歯科アシスタント 医療法人　内川歯科医院 長野県塩尻市大字広丘野村２１１５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

自然博物館館長（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

学芸員

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

おやき、おこわ、つけも
のの製造

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

観光事務（事業運営・窓
口・経理）

一般社団法人　塩尻市観
光協会

長野県塩尻市大門一番町１２番２号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

大型運転手兼リフト作業
員

窪田運輸　株式会社 静岡県富士市比奈字東御堂免４２６－１ 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

ＩＣＴ支援員 長野システム開発　株式
会社

長野県上伊那郡宮田村５６７２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

総合職【正社員／塩尻支
店】

諏訪倉庫　株式会社 長野県岡谷市郷田　一丁目３番１号 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

鮮魚ブロック担当者（安
曇野市・松本市・塩尻
市）

株式会社　綿半ホームエ
イド

長野県長野市南長池２０５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

小学校講師【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

小学校教諭免許（専修・
１種・２種）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

未経験可！安心安全にこ
だわった食品製造（正社
員）

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

その他の食料品製造関係
資格

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

（任期付）県立高校事務 長野県塩尻志学館高等学
校

長野県塩尻市大字広丘高出４－４ 公災・健康・
厚生・その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

特別養護老人ホームの
【介護職】

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル塩
尻

長野県塩尻市大門八番町９番１０号 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

造園業 株式会社　奨樹園 長野県塩尻市大字広丘高出３４３番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

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 交替制あり
不問

176,700円～176,700円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 3744231 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)7時30分～16時30分

175,000円～175,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0263-85-1050（従業員数 4人 ）
正社員以外 20020- 3704531 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)7時30分～16時30分

175,000円～175,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0263-85-1050（従業員数 2人 ）
正社員以外 20020- 3705431 就業場所 長野県塩尻市

日給 交替制あり
不問 月額換算 (1)7時30分～16時30分

157,380円～157,380円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0263-35-3344（従業員数 9人 ）
正社員以外 20020- 3782631 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)12時00分～18時00分

1,800円～2,000円

TEL 050-3696-9696（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020- 3766631 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時30分～17時00分

1,020円～1,760円

TEL 0263-54-1127（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020- 3829731 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～15時30分

937円～1,570円 (2)15時30分～19時30分

(3)11時30分～19時30分

TEL 0263-53-7564（従業員数 18人 ）
パート労働者 20020- 3660931 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,100円～1,300円

TEL 0263-33-6677（従業員数 31人 ）
パート労働者 20020- 3697031 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 変形（1ヶ月単位）
60歳以上 (1)8時00分～17時00分

975円～1,250円

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
パート労働者 20020- 3935331 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～12時00分

1,000円～1,200円

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
パート労働者 20020- 3676331 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～18時00分

908円～1,127円 (2)17時00分～20時30分

TEL 0263-83-7342（従業員数 17人 ）
パート労働者 20020- 3620131 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)6時00分～14時00分

930円～1,100円

TEL 0263-85-1205（従業員数 97人 ）
パート労働者 20020- 3854731 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)10時30分～18時00分

930円～1,100円

TEL 0263-85-1205（従業員数 97人 ）
パート労働者 20020- 3855331 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)5時30分～8時00分

1,100円～1,100円 (2)5時30分～8時30分

(3)6時00分～8時00分

TEL 0263-51-0008（従業員数 33人 ）
パート労働者 20020- 3944631 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 (1)8時30分～17時15分

8,517円～8,517円

TEL 0263-52-0600（従業員数 33人 ）
パート労働者 20020- 3796531 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,060円～1,060円

TEL 0263-54-0175（従業員数 1人 ）
パート労働者 20020- 3824031 就業場所 長野県塩尻市

一般事務 塩尻市職員労働組合 長野県塩尻市大門７番町－３－３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

会計年度任用職員（野生
獣肉放射性物質検査員）

長野県林業総合センター 長野県塩尻市大字片丘５７３９ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

早朝仕分業務（広丘野村
センター）

ヤマト運輸株式会社　塩
尻営業所

長野県塩尻市大門桔梗ケ原１０７９－５１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

販売員　レジ担当【デリ
シア広丘店】

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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

販売員（ベーカリー）
【デリシア広丘店】

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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

店舗販売接客（塩尻中学
前店）

株式会社　とをしや薬局 長野県安曇野市穂高有明１００２２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

事務員　　【急募】 株式会社　グローバル
ガード

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

交通誘導警備員【６０歳
以上専用求人】

株式会社　グローバル
ガード

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

セレモニー受付スタッフ 株式会社　ビジネスブ
レーン

長野県松本市城西２－５－１２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

受付業務員及び送迎業務
（ふれあいセンター広
丘）

社会福祉法人　塩尻市社
会福祉協議会

長野県塩尻市大字広丘堅石２１５１－２ 労災 大型自動車免許

中型自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

造園業　　【パート】 株式会社　奨樹園 長野県塩尻市大字広丘高出３４３番地２ 雇用・労災 準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

臨床検査技師 ときのクリニック 長野県塩尻市広丘原新田２１５番３ その他 臨床検査技師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

清掃　【公共施設　えん
ぱーく】【６０代の方も
応募可能】

株式会社　サニウェイ
松本営業所

長野県松本市白板１－９－２６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

給食調理員（楢川保育
園）

シダックス大新東ヒュー
マンサービス　株式会社
松本営業所

長野県松本市村井町南３－５－２
ちくま第３ビル８Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

調理師

栄養士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

給食調理員（妙義保育
園）

シダックス大新東ヒュー
マンサービス　株式会社
松本営業所

長野県松本市村井町南３－５－２
ちくま第３ビル８Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

調理師

栄養士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

楢川地区文化施設館長
（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

学芸員

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)8時30分～14時30分

1,050円～1,050円

TEL 0263-53-4019（従業員数 49人 ）
パート労働者 20020- 3780731 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

920円～1,000円

TEL 0263-54-2001（従業員数 21人 ）
パート労働者 20020- 3908431 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,000円～1,000円

TEL 0263-51-0008（従業員数 55人 ）
パート労働者 20020- 3947031 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)13時00分～18時00分

1,000円～1,000円 (2)14時00分～19時00分

(3)16時00分～21時00分

TEL 0263-51-0008（従業員数 33人 ）
パート労働者 20020- 3948831 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 (1)8時30分～17時00分

7,424円～7,424円

TEL 0263-86-3000（従業員数 56人 ）
パート労働者 20020- 3871331 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～950円 (2)7時00分～16時00分

TEL 0263-85-1050（従業員数 2人 ）
パート労働者 20020- 3703231 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

930円～950円

TEL 0263-54-0742（従業員数 40人 ）
パート労働者 20020- 3895431 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)17時00分～21時30分

950円～950円

TEL 0263-31-3772（従業員数 32人 ）
パート労働者 20020- 3920031 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

910円～910円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020- 3575831 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

910円～910円 (2)9時00分～15時15分

(3)9時00分～12時00分

TEL 0263-86-3933（従業員数 95人 ）
パート労働者 20020- 3763431 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)10時00分～15時00分

908円～908円

TEL 0263-53-1328（従業員数 35人 ）
パート労働者 20020- 3652931 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

910円～1,200円

TEL 0264-34-3766（従業員数 6人 ）
パート労働者 20100-  262031 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
59歳以下 (1)9時30分～13時30分

920円～920円 (2)10時30分～15時30分

TEL 0266-52-4333（従業員数 47人 ）
パート労働者 20140- 1463931 就業場所 長野県塩尻市 給付

売店業務＜エプソン広丘
事業所＞

セイコーエプソン生活協
同組合

長野県諏訪市大和３－３－５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

木工家具製造 株式会社　庄太郎 長野県塩尻市贄川１７００－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

一般事務 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 労災

雇用期間の定めなし 不問

製造作業（食品）
【正社員登用制度あり】

株式会社　ピックルス
コーポレーション長野

長野県塩尻市大字広丘吉田１７１０番地 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

学校事務【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

販売スタッフ 株式会社　ソーシャル・
ネットワーク

長野県松本市並柳１－１６－２４ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

冷凍食品製造及び食品包
装

美勢商事　株式会社 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－３２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

給食調理員（楢川保育
園）

シダックス大新東ヒュー
マンサービス　株式会社
松本営業所

長野県松本市村井町南３－５－２
ちくま第３ビル８Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

調理師

栄養士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

会計年度任用職員（パー
トタイム）事務補助員

長野県　田川高等学校 長野県塩尻市大字広丘吉田２６４５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

荷受け事務スタッフ（広
丘野村センター）

ヤマト運輸株式会社　塩
尻営業所

長野県塩尻市大門桔梗ケ原１０７９－５１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

荷受け事務スタッフ（塩
尻大門センター）

ヤマト運輸株式会社　塩
尻営業所

長野県塩尻市大門桔梗ケ原１０７９－５１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

案内係 一般社団法人　塩尻市観
光協会

長野県塩尻市大門一番町１２番２号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

石油製品（灯油）の配送 ヤマサ總業　株式会社 長野県塩尻市大字広丘野村字高田２３５番地 雇用・労災 危険物取扱者（乙種）

準中型自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

4



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
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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
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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 ：４月 ２１日（金）～ ７月 ２０日（木）

＜５７日間 ３３４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14,368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５年 ３月 ３０ 日（木）

選考日時 ：令和５年 ４月 ６ 日（木）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

Ｒ５年度 前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５年
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