
0
年齢・

職種 指針　 賃金 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 0576-25-2563 （従業員数 9人
正社員 21040- 6229691 岐阜県下呂市金山町ほか

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 0576-25-2563 （従業員数 9人
正社員 21040- 6230491 岐阜県下呂市金山町ほか

(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし 0576-32-3388 （従業員数 2人
正社員 21070- 3812391 岐阜県下呂市金山町

(1) 8時15分～17時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-2121 （従業員数 140人
正社員 21070- 3830991 岐阜県下呂市金山町

交替制あり

(1) 8時15分～17時00分
(2) 6時00分～15時00分
(3)13時00分～21時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-2121 （従業員数 140人
正社員 21070- 3831491 岐阜県下呂市金山町

(1) 8時15分～17時00分
(2) 8時15分～12時15分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0576-32-2121 （従業員数 138人
正社員以外 21070- 3834291 岐阜県下呂市金山町

(1) 7時30分～16時30分
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-2131 （従業員数 21人
正社員 21070- 3867791 岐阜県下呂市金山町

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

150,000円～155,000円
介護職員初任者研修

省令２号
普通自動車免許ＡＴ

介護職員 18歳以上 月給 特定非営利活動法人
うらら　うららびよ
り金山

岐阜県下呂市金山町金山９８８
－１

148,793円～148,793円年齢不問

受付業務 不問 時給（月給換算額） 下呂市立金山病院 岐阜県下呂市金山町金山９７３
番地６

雇用・労災・
健康・厚生

公災 看護師

191,100円～199,400円適用除外

薬剤師

209,100円～216,000円適用除外

看護師 18歳～50
歳

月給 下呂市立金山病院 岐阜県下呂市金山町金山９７３
番地６

薬剤師 40歳以下 月給 下呂市立金山病院 岐阜県下呂市金山町金山９７３
番地６

公災

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種

220,000円～280,000円省令３号
のイ

営業（自動車販売等） 40歳以下 月給 株式会社　アイギ 岐阜県下呂市金山町金山２６２
７－５

普通自動車免許一種

180,000円～280,000円年齢不問

「建設」塗装作業員 不問 月給 有限会社　本多塗装
店

岐阜県下呂市森９１８－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種

180,000円～280,000円年齢不問

営業 不問 月給 有限会社　本多塗装
店

岐阜県下呂市森９１８－１０

令和1年9月5日
求人者名
電話番号
求人番号

所在地・就業場所

℡ 0574-25-2178 

ハローワーク美濃加茂 

  （美濃加茂公共職業安定所） 
◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ フルタイム求人の年棒・日給・時給は月額換算表示です。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、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 
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令和1年9月5日
求人者名
電話番号
求人番号

所在地・就業場所

℡ 0574-25-2178 

ハローワーク美濃加茂 

  （美濃加茂公共職業安定所） 
◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ フルタイム求人の年棒・日給・時給は月額換算表示です。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、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-2033 （従業員数 18人
正社員 21070- 3891891 岐阜県下呂市金山町

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-2033 （従業員数 18人
正社員 21070- 3892291 岐阜県下呂市金山町

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-2415 （従業員数 13人
正社員 21070- 3901691 岐阜県下呂市金山町 厚生年金基金

雇用期間の定めなし 0576-32-3232 （従業員数 8人
正社員 21070- 3990191 岐阜県美濃加茂市

雇用期間の定めなし 0576-32-3232 （従業員数 6人
正社員 21070- 3994991 岐阜県下呂市金山町

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-3182 （従業員数 31人
正社員 21070- 4029891 岐阜県下呂市金山町

(1) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-3918 （従業員数 4人
正社員 21070- 4034991 岐阜県加茂郡坂祝町

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～17時00分

雇用期間の定めなし 0573-79-3131 （従業員数 220人
正社員 21090- 3111891 岐阜県下呂市内ほか

普通自動車免許一種

180,000円～300,000円省令１号

建設現場施工業務技術者 59歳以下 月給 株式会社　中島工務
店

岐阜県中津川市加子母１００５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ

220,000円～310,000円省令３号
のイ

営業 40歳以下 月給 株式会社　サンワ開
発

岐阜県下呂市金山町金山３２５
６－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

土木施工管理技士１
級

232,000円～305,000円
建築施工管理技士１
級年齢不問
普通自動車免許一種

現場監督（土木・建築） 不問 月給 株式会社　讃建 岐阜県下呂市金山町金山３２５
５－１

普通自動車免許ＡＴ

195,000円～298,000円省令３号
のイ

店舗管理スタッフ（店長
候補：金山店）

45歳以下 月給 株式会社　コスモマ
ツオカ

岐阜県下呂市金山町下原町協和
５４９－１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ

195,000円～298,000円省令３号
のイ

店舗管理スタッフ（店長
候補）（美濃加茂店）

45歳以下 月給 株式会社　コスモマ
ツオカ

岐阜県下呂市金山町下原町協和
５４９－１

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種

210,000円～260,000円年齢不問

山林伐採士 不問 月給 金山土木協業組合 岐阜県下呂市金山町下原町２４
番地１

普通自動車免許一種

200,000円～250,000円省令３号
のイ

酒造り・瓶詰（トライア
ル雇用併用求人）

45歳以下 月給 奥飛騨酒造　株式会
社

岐阜県下呂市金山町金山１９８
４番地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種

210,000円～270,000円年齢不問

営業 不問 月給 奥飛騨酒造　株式会
社

岐阜県下呂市金山町金山１９８
４番地



年齢・

職種 指針　 賃金 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

交替制あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0576-32-2121 （従業員数 140人
パート労働者 21070- 3832791 岐阜県下呂市金山町

(1) 7時30分～16時30分
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-2131 （従業員数 21人
パート労働者 21070- 3868891 岐阜県下呂市金山町

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0576-32-3232 （従業員数 12人
パート労働者 21070- 3971891 岐阜県下呂市金山町

普通自動車免許一種

1,000円～1,000円年齢不問

トラックドライバー（２
ｔ車）

不問 時給 株式会社　コスモマ
ツオカ

岐阜県下呂市金山町下原町協和
５４９－１

雇用・労災

普通自動車免許ＡＴ

830円～900円省令２号

介護職員 18歳以上 時給 特定非営利活動法人
うらら　うららびよ
り金山

岐阜県下呂市金山町金山９８８
－１

雇用・労災

雇用・労災・
健康・厚生

950円～1,030円年齢不問

看護助手 不問 時給 下呂市立金山病院 岐阜県下呂市金山町金山９７３
番地６

令和1年9月5日
求人者名
電話番号
求人番号

所在地・就業場所

℡ 0574-25-2178 

ハローワーク美濃加茂 

  （美濃加茂公共職業安定所） 
◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 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、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 


