
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
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

295,300円～456,800円

TEL 0264-55-2005（従業員数 37人 ）
正社員 20100-  312431 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～450,000円

TEL 0264-55-2005（従業員数 37人 ）
正社員 20100-  313731 就業場所 長野県木曽郡大桑村

日給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

276,000円～414,000円

TEL 0264-55-2030（従業員数 4人 ）
正社員 20100-  340931 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

194,000円～407,000円

TEL 0264-26-2335（従業員数 13人 ）
正社員 20100-  377031 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
60歳以上 (1)8時00分～17時00分

300,000円～400,000円

TEL 0264-57-2077（従業員数 28人 ）
正社員以外 20100-  390631 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

300,000円～400,000円

TEL 0264-57-2077（従業員数 28人 ）
正社員 20100-  391931 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

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

231,000円～368,000円

TEL 0264-23-2311（従業員数 35人 ）
正社員 20100-  287931 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

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

231,000円～368,000円

TEL 0264-23-2311（従業員数 35人 ）
正社員 20100-  288131 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

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

220,000円～368,000円

TEL 0264-23-2311（従業員数 35人 ）
正社員 20100-  289031 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

月給 フレックス
不問

225,500円～362,000円

TEL 0264-48-2111（従業員数 31人 ）
正社員以外 20100-  339731 就業場所 長野県木曽郡王滝村

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

215,000円～350,000円

TEL 0264-52-2833（従業員数 15人 ）
正社員 20100-  295931 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下

274,000円～344,000円

TEL 0264-23-7331（従業員数 16人 ）
正社員 20100-  359131 就業場所 長野県木曽郡木曽町

現場代理人【トライアル
雇用併用求人】

奥田工業　株式会社 長野県木曽郡大桑村大字野尻１３００－２ 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

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

技能者（作業員）【トラ
イアル雇用併用求人】

奥田工業　株式会社 長野県木曽郡大桑村大字野尻１３００－２

現場管理 株式会社　千村建設 長野県木曽郡木曽町日義２６２６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木工事作業員 有限会社　竹腰工業 長野県木曽郡大桑村大字野尻１７８４ 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 不問

土木技術者（木曽） 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

２級土木施工管理技士

１級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

１級土木施工管理技士
（木曽）

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

１級土木施工管理技士

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

現場監督 株式会社　大河建設 長野県木曽郡木曽町福島元橋３６８４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員・オペレー
ター・運転手

株式会社　大河建設 長野県木曽郡木曽町福島元橋３６８４－１ 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

調理業務 公益財団法人　おんたけ
休暇村　
（公益財団法人　名古屋
市民休暇村管理公社）

長野県木曽郡王滝村３１５９番地２５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

土木作業員　　《就職氷
河期世代歓迎求人》

株式会社　大河建設 長野県木曽郡木曽町福島元橋３６８４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

リゾートホテル支配人候
補

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 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気機械・消防設備の点
検工事等【トライアル雇
用併用求人】

有限会社　アース・テッ
ク

長野県木曽郡上松町小川２０３６－３ 雇用・労災・
健康・厚生

第一種電気工事士

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし 不問

甲種消防設備士

℡ 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３月９日発行 （２月２８日～３月７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
44歳以下 (1)8時00分～17時30分

220,000円～300,000円

TEL 0264-23-2002（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  293331 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

250,000円～300,000円

TEL 0264-22-2116（従業員数 22人 ）
正社員 20100-  314331 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

250,000円～300,000円

TEL 0264-22-2116（従業員数 22人 ）
正社員 20100-  315631 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

184,000円～299,000円

TEL 0264-57-2304（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  348331 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～280,000円

TEL 0264-22-2116（従業員数 22人 ）
正社員 20100-  316931 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時00分～17時00分

195,000円～270,000円

TEL 0264-22-2073（従業員数 21人 ）
正社員 20100-  317131 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時00分～17時00分

195,000円～270,000円

TEL 0264-22-2073（従業員数 21人 ）
正社員 20100-  318031 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)16時00分～23時15分

188,000円～260,000円 (2)23時00分～8時00分

TEL 0264-23-2136（従業員数 71人 ）
正社員 20100-  321731 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00分

160,000円～260,000円

TEL 0264-23-2136（従業員数 71人 ）
正社員 20100-  322331 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00分

160,000円～260,000円

TEL 0264-23-2136（従業員数 71人 ）
正社員 20100-  323631 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00分

160,000円～260,000円

TEL 0264-23-2136（従業員数 71人 ）
正社員 20100-  324931 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00分

160,000円～260,000円

TEL 0264-23-2136（従業員数 71人 ）
正社員 20100-  325131 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～260,000円

TEL 0264-23-2136（従業員数 71人 ）
正社員 20100-  326031 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
40歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時30分

215,000円～258,000円

TEL 0264-52-2587（従業員数 26人 ）
正社員 20100-  296131 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)8時00分～17時00分

174,000円～255,000円

TEL 0264-26-2335（従業員数 13人 ）
正社員 20100-  378831 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

175,000円～253,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0264-52-2298（従業員数 30人 ）
正社員以外 20100-  382631 就業場所 長野県木曽郡上松町

建築大工　　　　　【ト
ライアル雇用併用求人】

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

大工見習い 株式会社　村上工務店 長野県木曽郡木曽町日義４８００－１ 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 キャリア形
成

重機オペレーター 株式会社　松山建材 長野県木曽郡南木曽町読書５０６２－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

車両系建設機械（解体
用）運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築現場の管理者 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

詰口作業　漬物・食品製
造

七笑酒造　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島５１３５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

建設現場作業員 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

切粉処理・運搬・製品検
査・機械保全　（夜勤専
従）

木曽精機　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５８０ 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

酒造スタッフ 七笑酒造　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島５１３５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

ＮＣ旋盤オペレーター 木曽精機　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５８０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

生産管理業務全般【トラ
イアル雇用併用求人】

木曽精機　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５８０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

営業【トライアル雇用併
用求人】

木曽精機　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５８０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

検査員 木曽精機　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５８０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

し尿収集・浄化槽清掃、
運搬　浄化槽保守点検

有限会社　環境サービス 長野県木曽郡上松町大字小川２４１９イ－７
２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

総務・経理 木曽精機　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５８０ 雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記３級

簿記能力検定（全経３
級）雇用期間の定めなし キャリア形

成

生活支援員【上松荘】 社会福祉法人　木曽社会
福祉事業協会

長野県木曽郡上松町大字荻原１４６０ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

保育士

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

配管工 株式会社　千村建設 長野県木曽郡木曽町日義２６２６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成
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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）
44歳以下 (1)8時00分～17時05分

152,880円～250,000円

TEL 0264-57-2568（従業員数 13人 ）
正社員 20100-  290531 就業場所 長野県木曽南木曽町

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-  307331 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

170,000円～250,000円

TEL 0264-58-2011（従業員数 22人 ）
正社員 20100-  309931 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～18時00分

230,000円～250,000円 (2)8時00分～12時00分

TEL 0264-57-2016（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  353531 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

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

207,000円～248,400円

TEL 0264-55-2211（従業員数 10人 ）
正社員 20100-  364731 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時15分

156,109円～245,097円 (2)6時30分～15時15分

(3)7時00分～15時45分

TEL 0264-22-2703（従業員数 22人 ）
正社員以外 20100-  292731 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
不問 (1)6時00分～14時30分

153,900円～240,100円 (2)9時00分～17時30分

(3)13時30分～22時00分

TEL 0264-48-2111（従業員数 31人 ）
正社員以外 20100-  337531 就業場所 長野県木曽郡王滝村

月給 交替制あり
不問 (1)6時00分～14時30分

153,900円～240,100円 (2)9時00分～17時30分

(3)13時30分～22時00分

TEL 0264-48-2111（従業員数 31人 ）
正社員以外 20100-  338431 就業場所 長野県木曽郡王滝村

日給
35歳以下 月額換算 (1)8時30分～18時00分

192,000円～240,000円

TEL 0264-22-4308（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  381331 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15分

162,000円～233,200円

TEL 0264-46-3003（従業員数 38人 ）
正社員 20100-  372731 就業場所 長野県木曽郡王滝村

月給 交替制あり
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

(3)17時00分～2時10分

TEL 0264-52-5700（従業員数 120人 ）
正社員 20100-  355731 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給
18歳～39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-  356331 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-  341131 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

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 4人 ）
正社員以外 20100-  342031 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

171,000円～222,500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-  333131 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 月額換算 (1)7時50分～16時50分

221,184円～221,184円

TEL 0264-57-2049（従業員数 9人 ）
正社員以外 20100-  299231 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

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

卓球ラケット製造・管理 株式会社　吉田木工所 長野県木曽郡南木曽町読書４０７２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

看護師（正・准）／無床
診療所／正職員／日勤の
み

医療法人　篠崎医院 長野県木曽郡南木曽町読書３４２８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

木材加工 志水木材産業　株式会社 長野県木曽郡南木曽町吾妻４６１０ 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

介護福祉士【アイライフ
きそ（木曽介護老人保健
施設）】

地方独立行政法人長野県
立病院機構長野県立木曽
病院

長野県木曽郡木曽町福島６６１３－４ 雇用・公災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

１０ｔダンプ運転及び重
機オペレーター及びプラ
ント内作業

田口建材工業　株式会社 長野県木曽郡大桑村大字野尻１０７７ 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

フロント・ホテル業務全
般

公益財団法人　おんたけ
休暇村　
（公益財団法人　名古屋
市民休暇村管理公社）

長野県木曽郡王滝村３１５９番地２５ 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

食堂・喫茶・売店担当 公益財団法人　おんたけ
休暇村　
（公益財団法人　名古屋
市民休暇村管理公社）

長野県木曽郡王滝村３１５９番地２５ 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

医薬品製造 長野県製薬　株式会社 長野県木曽郡王滝村此の島１００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築大工・現場管理 有限会社　尾崎建築 長野県木曽郡木曽町日義３４６９ 雇用・労災・
厚生・その他

雇用期間の定めなし キャリア形
成

【電子部品組付作業】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

【製品の集荷・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 定年を上限

臨地実習指導教員 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ヶ月未満）

不問

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

郵便等の集配業務（オー
トバイ）

日本郵便株式会社　南木
曽郵便局

長野県木曽郡南木曽町読書３６４０－６ 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ヶ月以上）

不問

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 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

月給
44歳以下 (1)8時00分～17時30分

220,000円～220,000円

TEL 0264-36-2116（従業員数 3人 ）
正社員 20100-  310231 就業場所 長野県木曽郡木祖村

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

170,000円～220,000円 (2)15時00分～23時00分

(3)0時00分～8時00分

TEL 0264-55-3511（従業員数 69人 ）
正社員 20100-  343831 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

179,000円～220,000円

TEL 0264-55-3002（従業員数 5人 ）
正社員 20100-  347731 就業場所 長野県木曽郡大桑村 厚生

時給 交替制あり
18歳～40歳 月額換算 (1)8時30分～17時30分

164,808円～210,040円 (2)14時00分～23時00分

(3)22時00分～7時00分

TEL 0264-57-3811（従業員数 22人 ）
正社員 20100-  365331 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時00分

198,000円～210,000円

TEL 0264-22-2436（従業員数 32人 ）
正社員 20100-  294631 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
18歳～35歳 (1)8時00分～17時00分

163,000円～207,700円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0264-57-2500（従業員数 280人 ）
正社員 20100-  350031 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 拠出・給付

月給 変形（1年単位）
18歳～35歳 (1)8時00分～17時00分

163,000円～207,700円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0264-57-2500（従業員数 280人 ）
正社員 20100-  351831 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 拠出・給付

月給 交替制あり
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

179,000円～206,200円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
正社員 20100-  298831 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

158,100円～204,000円

TEL 0264-22-2703（従業員数 310人 ）
正社員以外 20100-  291431 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)6時30分～15時30分

172,000円～200,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)13時15分～22時15分

TEL 0264-55-1105（従業員数 18人 ）
正社員 20100-  301031 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)6時30分～15時30分

172,000円～200,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)13時15分～22時15分

TEL 0264-55-1105（従業員数 59人 ）
正社員 20100-  303231 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給
35歳～54歳 (1)8時00分～17時30分

200,000円～200,000円

TEL 0264-36-2116（従業員数 3人 ）
正社員 20100-  311531 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給 交替制あり
59歳以下 月額換算 (1)7時00分～21時00分

167,200円～200,000円

TEL 0264-58-2288（従業員数 10人 ）
正社員 20100-  328231 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給
59歳以下

163,000円～200,000円

TEL 0264-57-2500（従業員数 280人 ）
正社員 20100-  352231 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給
64歳以下 (1)7時00分～20時00分

160,000円～200,000円

TEL 0264-22-2145（従業員数 10人 ）
正社員以外 20100-  369031 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～18時00分

160,000円～180,000円 (2)8時00分～12時00分

TEL 0264-57-2016（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  362531 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

ＮＣ旋盤オペレーター 協和工業　株式会社　大
桑事業所

長野県木曽郡大桑村殿字中尾平３５－３５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

製材業務
★未経験者歓迎★

有限会社　藪原製材所 長野県木曽郡木祖村薮原１２４２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めなし キャリア形
成

コンビニスタッフ〈副店
長〉

セブンイレブン南木曽町
店

長野県木曽郡南木曽町読書３６７１－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

清酒製造補助 西尾酒造　株式会社 長野県木曽郡大桑村大字須原８９３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

自動車用ばね加工（巻き
取り機オペレーター）

南木曽発条　株式会社 長野県木曽郡南木曽町読書２８２０ 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

タクシー・バスの運行管
理業務

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

運行管理者（旅客）

雇用期間の定めなし 定年を上限

整備管理者

栄養士兼支援員補助（障
害者支援施設）トライア
ル雇用併用

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－
１００

雇用・労災・
健康・厚生

栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車用ばね加工（研削
工程）

南木曽発条　株式会社 長野県木曽郡南木曽町読書２８２０ 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【神戸の杜（も
り）】

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

介護福祉士

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

ホームヘルパー２級

看護補助員・介護補助員 地方独立行政法人長野県
立病院機構長野県立木曽
病院

長野県木曽郡木曽町福島６６１３－４ 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）
不問

ホームヘルパー２級

製材業務　　　【氷河期
世代限定求人】

有限会社　藪原製材所 長野県木曽郡木祖村薮原１２４２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

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【大桑】 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

介護福祉士

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

ホームヘルパー２級

治具掛け・選別作業 南木曽発条　株式会社 長野県木曽郡南木曽町読書２８２０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

接客スタッフ 床浪観光開発株式会社
ホテル富貴の森

長野県木曽郡南木曽町吾妻４６４４－７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

内科診療所における医療
事務／電カルあり／未経
験者歓迎

医療法人　篠崎医院 長野県木曽郡南木曽町読書３４２８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理補助 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』

雇用・労災・
健康・厚生

調理師

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

時給 交替制あり
不問 月額換算 (1)7時00分～16時00分

167,200円～167,200円 (2)10時00分～18時00分

TEL 0264-42-3311（従業員数 32人 ）
正社員以外 20100-   12430 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)8時00分～17時00分

167,200円～167,200円

TEL 0264-42-3311（従業員数 32人 ）
正社員以外 20100-   13730 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
18歳以上 (1)16時00分～23時15分

162,666円～162,666円 (2)23時00分～8時00分

TEL 0264-23-2136（従業員数 71人 ）
正社員以外 20100-  319831 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

161,000円～161,000円 (2)19時00分～4時00分

TEL 0264-55-2255（従業員数 421人 ）
正社員以外 20100-  308631 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給 変形（1年単位）
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

157,382円～157,382円

TEL 0264-26-2306（従業員数 21人 ）
正社員以外 20100-  297031 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 変形（1年単位）
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

149,240円～149,240円

TEL 0264-23-2136（従業員数 71人 ）
正社員以外 20100-  320431 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
不問 (1)8時30分～17時15分

13,350円～13,350円

TEL 0264-25-2231（従業員数 34人 ）
パート労働者 20100-  286631 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)8時00分～18時00分

1,000円～1,500円 (2)8時00分～12時00分

TEL 0264-57-2016（従業員数 8人 ）
パート労働者 20100-  367931 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問

910円～1,430円

TEL 0264-46-3003（従業員数 38人 ）
パート労働者 20100-  387231 就業場所 長野県木曽郡王滝村

時給
不問 (1)8時30分～16時30分

920円～1,320円

TEL 0264-57-2400（従業員数 24人 ）
パート労働者 20100-  368131 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)8時30分～15時30分

920円～1,320円

TEL 0264-57-2400（従業員数 24人 ）
パート労働者 20100-  373331 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)8時30分～16時30分

920円～1,320円

TEL 0264-57-2400（従業員数 24人 ）
パート労働者 20100-  374631 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)8時30分～16時30分

920円～1,320円

TEL 0264-57-2400（従業員数 24人 ）
パート労働者 20100-  375931 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

920円～1,320円

TEL 0264-57-2400（従業員数 24人 ）
パート労働者 20100-  376131 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)9時00分～15時30分

922円～1,220円

TEL 0264-22-2233（従業員数 14人 ）
パート労働者 20100-  360831 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～12時00分

1,065円～1,165円 (2)13時00分～17時00分

TEL 0264-24-0771（従業員数 16人 ）
パート労働者 20100-  366631 就業場所 長野県木曽郡木曽町

フロント事務 木曽カントリー　株式会
社

長野県木曽郡木曽町開田高原末川３０７７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

食堂部　配膳係 木曽カントリー　株式会
社

長野県木曽郡木曽町開田高原末川３０７７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

製造（自動車部品組立） 株式会社　ＩＨＩターボ 長野県木曽郡大桑村大字須原１４１７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

切粉処理・運搬・製品検
査・機械保全【有期実習
型訓練】夜勤

木曽精機　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５８０ 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

ＮＣ旋盤オペレーター
【有期実習型訓練】

木曽精機　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５８０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師（正・准）／無床
診療所／正職員／日勤の
み

医療法人　篠崎医院 長野県木曽郡南木曽町読書３４２８ 労災・財形 看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

国保ヘルスアップ支援員
【会計年度任用職員・
パートタイム】

長野県木曽保健福祉事務
所

長野県木曽郡木曽町福島２７５７－１（長野
県木曽合同庁舎内）

雇用・労災・
健康・厚生

保健師

管理栄養士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

総務事務（非常勤職員） 木曽森林管理署　南木曽
支署

長野県木曽郡南木曽町読書３６５０－２ 雇用・公災・
厚生・その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

医薬品製造 長野県製薬　株式会社 長野県木曽郡王滝村此の島１００－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

管理事務（非常勤職員） 木曽森林管理署　南木曽
支署

長野県木曽郡南木曽町読書３６５０－２ 雇用・公災・
厚生・その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

森林経営管理事務（非常
勤職員）

木曽森林管理署　南木曽
支署

長野県木曽郡南木曽町読書３６５０－２ 公災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

経理事務（非常勤職員） 木曽森林管理署　南木曽
支署

長野県木曽郡南木曽町読書３６５０－２ 雇用・公災・
厚生・その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

資源活用事務（非常勤職
員）

木曽森林管理署　南木曽
支署

長野県木曽郡南木曽町読書３６５０－２ 雇用・公災・
厚生・その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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
者雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

ホームヘルパー２級

事務補助員 長野労働局　木曽福島公
共職業安定所（ハロー
ワーク木曽福島）

長野県木曽郡木曽町福島５０５６－１ 公災

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 交替制あり
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

910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-  334031 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
59歳以下 (1)9時00分～16時00分

1,100円～1,100円

TEL 050-2006-2410（従業員数 0人 ）
パート労働者 20100-  346431 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

980円～1,100円

TEL 0264-36-3585（従業員数 7人 ）
パート労働者 20100-  354431 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～14時00分

908円～1,100円 (2)11時00分～18時00分

TEL 0264-52-3560（従業員数 31人 ）
パート労働者 20100-  361231 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1)11時50分～14時50分

1,010円～1,010円

TEL 0264-57-2049（従業員数 9人 ）
パート労働者 20100-  300131 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)13時30分～17時30分

1,010円～1,010円

TEL 0264-22-2262（従業員数 46人 ）
パート労働者 20100-  329531 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時20分～12時20分

1,010円～1,010円

TEL 0264-22-2262（従業員数 46人 ）
パート労働者 20100-  330331 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

286,870円～441,670円

TEL 0265-22-3400（従業員数 38人 ）
正社員 20050- 1829731 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか 拠出

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

286,870円～441,670円

TEL 0265-22-3400（従業員数 38人 ）
正社員 20050- 1834231 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか 拠出

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

286,870円～441,670円

TEL 0265-22-3400（従業員数 38人 ）
正社員 20050- 1853431 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか 拠出

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

286,870円～441,670円

TEL 0265-22-3400（従業員数 38人 ）
正社員 20050- 1857931 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか 拠出

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

258,519円～258,519円

TEL 026-235-7160（従業員数1,519人 ）
正社員 20010- 4448031 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

267,000円～393,400円

TEL 0265-81-6060（従業員数 1人 ）
正社員 20060- 1882631 就業場所 長野県木曽郡木曽町 給付

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- 4373131 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
18歳～64歳 月額換算 (1)19時00分～4時00分

276,080円～276,080円

TEL 0263-50-7380（従業員数 1人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 4374031 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

267,960円～267,960円

TEL 0263-50-7380（従業員数 1人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 4381131 就業場所 長野県木曽郡上松町

ヘアケア・スキンケア商
品の製造　《パート》

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（あい愛ケアセ
ンター　パート）初心者
歓迎

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（ホームヘル
パー）

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

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ヶ月未満）
不問

木製調理道具の製造補助 株式会社　雅漆工芸 長野県木曽郡木祖村小木曽２６１７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

郵便物の集配業務（軽四
輪車）《午後》【木曽福
島郵便局】

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

郵便等の運送業務（軽四
輪車）

日本郵便株式会社　南木
曽郵便局

長野県木曽郡南木曽町読書３６４０－６ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

建築施工職　【松本支
店】

吉川建設株式会社 長野県飯田市東和町二丁目３５番地
丘の上結いスクエア４階

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

１級建築施工管理技士

２級建築施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

郵便物の集配業務（軽四
輪車）《午前》【木曽福
島郵便局】

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

土木施工職　【松本支
店】＜移住支援対象＞

吉川建設株式会社 長野県飯田市東和町二丁目３５番地
丘の上結いスクエア４階

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

土木施工職　【松本支
店】

吉川建設株式会社 長野県飯田市東和町二丁目３５番地
丘の上結いスクエア４階

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

建築施工職　【松本支
店】＜移住支援対象＞

吉川建設株式会社 長野県飯田市東和町二丁目３５番地
丘の上結いスクエア４階

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

１級建築施工管理技士

２級建築施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築施工管理（木曽営業
所）

株式会社ヤマウラ 長野県駒ヶ根市北町２２－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

１級建築施工管理技士

二級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

その他の建築工事関係資
格

薬剤師（須坂市、駒ヶ根
市、阿南町、木曽町、安
曇野市）

地方独立行政法人長野県
立病院機構

長野県長野市大字南長野字幅下６９２－２
長野県庁４階

雇用・公災・
健康・厚生・
財形

薬剤師

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車部品の検査　【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

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

自動車部品の検査 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 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

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

206,000円～250,000円

TEL 0263-35-0421（従業員数 8人 ）
正社員 20020- 4522331 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

161,250円～191,350円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-87-3627（従業員数 22人 ）
正社員以外 20020- 5031831 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか 給付

時給
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

925円～1,200円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-87-3627（従業員数 22人 ）
パート労働者 20020- 5052731 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

日給 交替制あり
18歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

189,200円～266,600円 (2)11時00分～20時00分

(3)21時00分～6時00分

TEL 026-273-5525（従業員数 4人 ）
正社員 20070- 1696031 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
18歳以上

1,500円～1,500円

TEL 0266-79-4111（従業員数 1人 ）
パート労働者 20140- 1779131 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

1,008円～1,008円

TEL 0264-23-1001（従業員数 14人 ）
パート労働者 20100-  380731 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

1,000円～1,000円

TEL 0264-55-2255（従業員数 421人 ）
パート労働者 20100-  358931 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～18時00分

910円～1,000円 (2)8時00分～12時00分

TEL 0264-57-2016（従業員数 8人 ）
パート労働者 20100-  363431 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)16時00分～21時00分

1,000円～1,000円

TEL 0264-22-2145（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  370531 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)6時00分～12時00分

917円～935円 (2)8時30分～14時30分

(3)15時30分～19時00分

TEL 0264-21-3131（従業員数 31人 ）
パート労働者 20100-  371431 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～16時00分

930円～930円 (2)12時00分～20時00分

TEL 0264-23-3271（従業員数 50人 ）
パート労働者 20100-  306731 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
59歳以下

927円～927円

TEL 0264-55-3511（従業員数 69人 ）
パート労働者 20100-  344231 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給
不問

910円～910円

TEL 0264-23-2136（従業員数 71人 ）
パート労働者 20100-  327831 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

910円～910円

TEL 0264-52-1235（従業員数 45人 ）
パート労働者 20100-  335831 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問

910円～910円

TEL 0264-36-3311（従業員数 24人 ）
パート労働者 20100-  384131 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給
不問

910円～910円

TEL 0264-36-3311（従業員数 24人 ）
パート労働者 20100-  385031 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給 交替制あり
不問 (1)7時00分～11時00分

910円～910円 (2)17時00分～21時00分

TEL 0264-52-2245（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  386831 就業場所 長野県木曽郡上松町

訪問看護（木曽町） 公益社団法人　長野県看
護協会

長野県松本市旭２－１１－３４ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

警備スペシャリスト【急
募】（松本エリア長期）
未経験ＯＫ

株式会社　全日警サービ
ス長野　松本営業所

長野県松本市野溝西１－１１－８
鵬ビル１階

労災 交通誘導警備業務検定２
級

雑踏警備業務検定２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

警備スペシャリスト【急
募】松本・塩尻・木曽
未経験ＯＫ

株式会社　全日警サービ
ス長野　松本営業所

長野県松本市野溝西１－１１－８
鵬ビル１階

雇用・労災・
健康・厚生

交通誘導警備業務検定２
級

雑踏警備業務検定２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

新聞輸送ドライバー（貨
物自動車運転手）　≪急
募≫

高島運輸　株式会社 長野県諏訪郡原村１２３３４ー１ 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

構内作業員（開田高原・
カウンターリフト）　＜
急募＞

信濃陸送株式会社 長野県千曲市大字雨宮６６３番地５号 雇用・労災・
健康・厚生

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

物流業務（発送、部品
ピッキング）

株式会社　ＩＨＩターボ 長野県木曽郡大桑村大字須原１４１７ 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

介護補助員 有限会社　幸楽 長野県木曽郡木曽町日義４９０５ 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 不問

介護福祉士

食事準備係 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』

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

内科診療所における医療
事務／電カルあり／未経
験者歓迎

医療法人　篠崎医院 長野県木曽郡南木曽町読書３４２８ 労災・財形 医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

レジ・カウンター業務係 株式会社　長野県Ａ・
コープ　きそ店

長野県木曽郡木曽町福島２８７２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

調理員 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

検査員（補助） 木曽精機　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５８０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

製品梱包・選別・検査 協和工業　株式会社　大
桑事業所

長野県木曽郡大桑村殿字中尾平３５－３５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

受発注業務スタッフ 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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

衛生職（上松：あい愛ケ
アセンター）

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

レストラン及び調理補助 上松観光開発　有限会社 長野県木曽郡上松町大字上松１８８８番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

品質管理における試験業
務

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・
健康・厚生

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
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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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