
交替制あり

(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 （従業員数 21人 ）

正社員 岐阜県下呂市金山町
変形（1年単位）

(1)7時30分～17時00分
(2)7時30分～16時45分

雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ）

正社員 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 （従業員数 12人 ）

正社員 岐阜県下呂市金山町
変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし （従業員数 60人 ）

正社員以外 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 （従業員数 31人 ）

正社員 岐阜県下呂市金山町

就業場所

令和2年12月10日

職種
年齢・年齢制
限該当事由 賃金 求人者名

所在地
就業時間 加入保険等 必要な免許資格

介護福祉士

152,000円～155,000円
介護職員初任者研修修
了者法令の規定

により年齢
制限がある

21070- 4311301

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

雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～220,000円不問

21070- 4337301

木材チップ製造業務及び
森林調査業務

不問 月給 株式会社　金山チッ
プセンター

岐阜県下呂市金山町岩瀬１３２
６－６

雇用・労災・健
康・厚生

２級土木施工管理技士

210,000円～280,000円不問

21070- 4339901

土木技術者（見習い可） 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
－１

雇用・労災・健
康・厚生

148,848円～148,848円定年を上限

21070- 4374801

組立作業（金山工場） 59歳以下 日給（月給換算額） 岐阜部品株式会社 岐阜県加茂郡東白川村越原３３
－１

雇用・労災・健
康・厚生

１級土木施工管理技士

232,000円～305,000円
２級土木施工管理技士

不問

21070- 4415501 ２級建築施工管理技士

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

雇用・労災・健
康・厚生・財形

℡ 0574-25-2178

ハローワーク美濃加茂

（美濃加茂公共職業安定◎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 （従業員数 13人 ）

正社員 岐阜県美濃加茂市

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし （従業員数 13人 ）

正社員 岐阜県美濃加茂市

(1)8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ）

正社員 岐阜県美濃加茂市

(1)8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし （従業員数 2人 ）

正社員 岐阜県美濃加茂市

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし （従業員数 31人 ）

正社員 岐阜県下呂市金山町ほか

就業場所

令和2年12月10日

職種
年齢・年齢制
限該当事由 賃金 求人者名

所在地
就業時間 加入保険等 必要な免許資格

170,000円～200,000円キャリア形
成 21070- 4642601

企画営業（トライアル雇
用併用求人）

35歳以下 月給 株式会社　コムズ 岐阜県下呂市金山町金山１９９
３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,000円～200,000円定年を上限

21070- 4643901

総務（事務・経理）／ト
ライアル雇用併用求人

59歳以下 月給 株式会社　コムズ 岐阜県下呂市金山町金山１９９
３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

191,600円～323,610円不問

21070- 4324701

左官（タイル作業） 不問 日給（月給換算額） 有限会社　大池工務
店

岐阜県下呂市金山町下原町２２
６－５

雇用・労災・健
康・厚生

191,600円～323,610円不問

21070- 4325801

造成・基礎工事 不問 日給（月給換算額） 有限会社　大池工務
店

岐阜県下呂市金山町下原町２２
６－５

雇用・労災・健
康・厚生

１級土木施工管理技士

232,000円～305,000円
２級土木施工管理技士

不問

21070- 4415501 ２級建築施工管理技士

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

雇用・労災・健
康・厚生・財形

℡ 0574-25-2178

ハローワーク美濃加茂

（美濃加茂公共職業安定◎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。



交替制あり

(1)12時45分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

（従業員数 12人 ）

パート労働者 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 （従業員数 21人 ）

パート労働者 岐阜県下呂市金山町
交替制あり

(1)7時00分～16時00分
(2)12時00分～19時00分
(3)17時00分～21時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

（従業員数 49人 ）

パート労働者 岐阜県下呂市金山町

(1)9時15分～13時00分
(2)15時30分～18時00分

雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ）

パート労働者 岐阜県下呂市金山町

就業場所

令和2年12月10日

職種
年齢・年齢制
限該当事由 賃金 求人者名

所在地
就業時間 必要な免許資格

915円～1,086円不問

18040- 6189201

販売員（パート）＜飛騨
金山店＞

不問 時給 株式会社　コメリ
北陸ストアサポート
センター

福井県坂井市丸岡町玄女１４－
１

労災

860円～900円法令の規定
により年齢
制限がある

21070- 4312601

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

930円～1,020円不問

21070- 4336001

「介護」：介護職 不問 時給 特別養護老人ホーム
「かなやまサニーラ
ンド」

岐阜県下呂市金山町金山９７３
－７

雇用・労災・健
康・厚生

ホームヘルパー２級

1,200円～1,500円
介護福祉士

不問

21070- 4349401

配達・盛付け作業 不問 時給 ＨｅｌＰＡ－ＹＵ 岐阜県下呂市金山町金山２７１
５－２

労災

℡ 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。


