
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ヶ月単位）

40歳以下 (1)9時00分～18時00分

230,000円～380,000円

TEL 000-0000-0000（従業員数 1人 ）
正社員 20100-  240431 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)9時00分～18時00分

230,000円～380,000円

TEL 000-0000-0000（従業員数 1人 ）
正社員 20100-  241731 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

192,200円～353,000円

TEL 0264-24-3027（従業員数 7人 ）
正社員 20100-  255831 就業場所 長野県木曽郡木曽町 給付

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-  537031 就業場所 長野県木曽郡大桑村ほか

月給 交替制あり
18歳～59歳

168,000円～280,000円

TEL 050-3665-9236（従業員数 67人 ）
正社員 13010-16259731 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

月給 交替制あり
18歳～59歳

168,000円～280,000円

TEL 050-3665-9236（従業員数 102人 ）
正社員 13010-16262031 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

168,000円～280,000円 (2)9時00分～18時00分

TEL 050-3665-9236（従業員数 102人 ）
正社員 13010-16264231 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

月給 交替制あり
59歳以下 (1)5時00分～22時00分

168,000円～280,000円

TEL 050-3665-9236（従業員数 67人 ）
正社員 13010-16268331 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

184,600円～270,000円

TEL 0265-24-1201（従業員数 0人 ）
正社員 20050- 1360731 就業場所 長野県木曽郡上松町

日給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

150,100円～182,800円

TEL 0265-53-7200（従業員数 5人 ）
正社員以外 20050- 1383231 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

150,000円～250,000円

TEL 0264-52-3330（従業員数 8人 ）
正社員以外 20100-  242331 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

210,000円～250,000円

TEL 0264-25-2237（従業員数 48人 ）
正社員以外 20100-  261131 就業場所 長野県木曽郡木曽町

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

所在地・就業場所

映像制作 株式会社ｋｉｓｏ　ｅｄ
ｉｔ

長野県木曽郡木曽町福島１３２０

映像製作【アシスタン
ト】

株式会社ｋｉｓｏ　ｅｄ
ｉｔ

長野県木曽郡木曽町福島１３２０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

土木施工管理技術者 北陽建設株式会社　木曽
営業所

長野県木曽郡木曽町福島２８２２－１ 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

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

ホテルのレストランス
タッフ／長野県木曾郡／
未経験者歓迎

大江戸温泉物語ホテルズ
＆リゾーツ株式会社

東京都中央区銀座７丁目１６番２１号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホテルのフロントスタッ
フ／長野県木曾郡／未経
験歓迎

大江戸温泉物語ホテルズ
＆リゾーツ株式会社

東京都中央区銀座７丁目１６番２１号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

客室清掃スタッフ／長野
県木曾郡／大江戸温泉物
語

大江戸温泉物語ホテルズ
＆リゾーツ株式会社

東京都中央区銀座７丁目１６番２１号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

レストラン調理スタッフ
／長野県木曾郡／未経験
者歓迎

大江戸温泉物語ホテルズ
＆リゾーツ株式会社

東京都中央区銀座７丁目１６番２１号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

技術（木曽） 株式会社　原鉄 長野県飯田市大門町２６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

一般事務（木曽） 国土交通省　中部地方整
備局　飯田国道事務所

長野県飯田市東栄町３３５０ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

事務（行政）職（任期付
職員）

長野県上松技術専門校 長野県木曽郡上松町大字小川３５４０ 公災・健康・
その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

事務【行政】職（任期付
職員）

長野県木曽建設事務所 長野県木曽郡木曽町福島２７５７－１　木曽合
同庁舎内

公災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

℡ 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２月１６日発行 （２月７日～２月１４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
18歳～44歳 (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-  263831 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 交替制あり
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

160,160円～220,000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 ）
正社員 20100-  248231 就業場所 長野県木曽郡上松町

日給
60歳～65歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

160,000円～200,000円

TEL 0264-57-2532（従業員数 38人 ）
正社員 20100-  254031 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

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-  252931 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50分～16時50分

174,528円～174,528円

TEL 0264-22-2262（従業員数 46人 ）
正社員以外 20100-  256231 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

174,528円～174,528円

TEL 0264-55-3049（従業員数 9人 ）
正社員以外 20100-  257531 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 交替制あり
18歳以上 (1)18時00分～8時00分

165,000円～165,000円

TEL 0264-55-4455（従業員数 15人 ）
正社員以外 20100-  264231 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

1,132円～1,132円

TEL 0264-25-2237（従業員数 48人 ）
パート労働者 20100-  259731 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)8時30分～17時30分

950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-  249531 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1)8時30分～12時30分

1,010円～1,010円 (2)15時00分～17時00分

TEL 0264-46-2042（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  258431 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30分～13時30分

1,000円～1,000円 (2)12時30分～19時30分

TEL 0264-52-1235（従業員数 45人 ）
パート労働者 20100-  250331 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問

958円～958円

TEL 0264-25-2237（従業員数 48人 ）
パート労働者 20100-  260931 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

241,500円～241,500円 (2)19時00分～4時00分

TEL 0265-76-7665（従業員数 421人 ）
有期雇用派遣労働者 20060- 1277731 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

173,601円～214,790円

TEL 026-235-7428（従業員数 41人 ）
正社員以外 20010- 2718131 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

日給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

176,250円～176,250円

TEL 026-236-2160（従業員数 20人 ）
正社員以外 20010- 3072931 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時45分～13時00分

940円～940円

TEL 027-320-4050（従業員数 9人 ）
パート労働者 10090-  515531 就業場所 長野県木曽郡木曽町

【製品の梱包・出荷作
業】＃未経験者募集＃正
社員

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 キャリア形
成

介護職員（上松） 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

ホームヘルパー１級

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

製材手補助【６０歳以上
求人】

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

フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めなし 高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

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

郵便等の集配業務（オー
トバイ）

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

自動二輪車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

郵便等の集配業務（オー
トバイ）

日本郵便株式会社　郵便
事業総本部　大桑郵便局

長野県木曽郡大桑村長野２８０９－１ 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ヶ月未満）

不問

フロント（夜勤） あてら荘 長野県木曽郡大桑村野尻９３９－５８ 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

行政事務員（会計年度任
用職員、パートタイム）

長野県木曽建設事務所 長野県木曽郡木曽町福島２７５７－１　木曽合
同庁舎内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職員（上松） 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

ホームヘルパー１級

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホームヘルパー２級

郵便等の集配業務　　※
土・日・祝日のみ勤務※

日本郵便株式会社　三岳
郵便局

長野県木曽郡木曽町三岳６４５７－２ 労災・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

調理員 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

雇用期間の定めなし 不問

一般事Ｂ（会計年度任用
職員、パートタイム）

長野県木曽建設事務所 長野県木曽郡木曽町福島２７５７－１　木曽合
同庁舎内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

自動車部品（ターボ
チャージャー）の組立・
検査

株式会社　アクティブ 長野県上伊那郡南箕輪村４０８－１ 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

（会計年度任用職員）県
立高校学校司書（木曽郡
内）

長野県教育委員会事務局
高校教育課

長野県長野市大字南長野字幅下６９２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

司書

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

【臨時】牧場内一般作業
（木曽町三岳）

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

レジ担当（長野県・コメ
リ木曽店）アルバイト
（午前）

株式会社　コメリ　関東
ストアサポートセンター

群馬県高崎市吉井町岩崎２２７９－２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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)12時45分～17時00分

940円～940円

TEL 027-320-4050（従業員数 9人 ）
パート労働者 10090-  516431 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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-  239831 就業場所 長野木曽郡大桑村

日給 交替制あり
18歳以上 (1)18時00分～8時00分

7,500円～7,500円

TEL 0264-55-4455（従業員数 15人 ）
パート労働者 20100-  265531 就業場所 長野県木曽郡大桑村

レジ担当（長野県・コメ
リ木曽店）アルバイト
（午後）

株式会社　コメリ　関東
ストアサポートセンター

群馬県高崎市吉井町岩崎２２７９－２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

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

フロント（夜勤）【パー
ト】

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）

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

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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