
　　　　　　令和２年３月１日～３月１０日受付分

年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

時給
不問 (1)8時30分～16時30分

890円～890円

TEL 0855-95-2111（従業員数 169人 ）

パート労働者 32022-  289401 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)10時30分～14時30分

800円～900円 (2)17時00分～22時00分

TEL 0855-74-0616（従業員数 17人 ）

パート労働者 32022-  288101 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
59歳以下 (1)8時00分～18時30分

138,000円～144,000円 　 の間の　８時間程度

TEL 0856-31-7440（従業員数 0人 ）

正社員 32040- 1183001 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)0時00分～23時59分

220,000円～285,000円 　 の間の　８時間程度

TEL 06-6192-7024（従業員数 34人 ）

正社員 27060- 8837001 就業場所 島根県出雲市、浜田市、江津市、邑智郡 拠出

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

350,000円～450,000円

TEL 0855-72-0779（従業員数 35人 ）

正社員 32022-  285301 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

250,000円～400,000円

TEL 0855-72-0779（従業員数 35人 ）

正社員 32022-  286601 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

300,000円～400,000円

TEL 0855-72-0779（従業員数 35人 ）

正社員 32022-  287901 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

900円～900円

TEL 0855-83-1801（従業員数 0人 ）

正社員以外 32022-  281801 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

6,438円～15,021円

TEL 0855-83-0251（従業員数 18人 ）

正社員 32022-  282201 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)8時45分～17時45分

178,000円～231,000円 (2)10時45分～19時45分

(3)12時15分～21時15分

TEL 025-371-4115（従業員数 920人 ）

正社員 15070- 3989201 就業場所 島根県邑智郡邑南町 拠出

時給
不問 (1)9時00分～14時30分

790円～790円

TEL 0855-22-2892（従業員数 80人 ）

パート労働者 32020- 1171601 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)7時00分～10時00分

830円～900円

TEL 0855-74-2345（従業員数 19人 ）

パート労働者 32022-  279901 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 交替制あり
不問 (1)6時30分～20時30分

180,000円～200,000円 　 の間の　8時間

TEL 0855-74-2345（従業員数 19人 ）

正社員以外 32022-  280701 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
不問 (1)8時00分～17時30分

170,000円～260,000円

TEL 0855-97-0475（従業員数 5人 ）

正社員 32022-  236901 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)7時00分～12時00分

1,000円～1,200円 　 の間の　4時間程度

TEL 0855-97-0475（従業員数 5人 ）

パート労働者 32022-  237101 就業場所 島根県邑智郡邑南町

飼育管理者 有限会社　邑智ピッグ
ファーム

島根県邑智郡邑南町日貫３４７３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

飼育管理者 有限会社　邑智ピッグ
ファーム

島根県邑智郡邑南町日貫３４７３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

受付・接客・清掃【支配
人補助】（湯谷温泉　弥
山荘）

地域活性化センターかわ
もと

島根県邑智郡川本町大字川本２７１－３ 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

清掃【急募】（湯谷温泉
弥山荘）

地域活性化センターかわ
もと

島根県邑智郡川本町大字川本２７１－３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

クリーンクルー（加藤病
院）

株式会社　さんびる　浜
田営業所

島根県浜田市長沢町３０２９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 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

建築・土木・林業 有限会社　増田住建 島根県邑智郡邑南町山田７２－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 不問

育苗作業員 島根県農業協同組合　島
根おおち地区本部

島根県邑智郡邑南町下田所２７７ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

建築施工管理技士 株式会社　江ノ川開発 島根県邑智郡川本町大字谷戸２９０８－７ 雇用・労災・健
康・厚生

２級建築施工管理技士

１級建築施工管理技士

雇用期間の定めなし 不問

土木施工管理技士 株式会社　江ノ川開発 島根県邑智郡川本町大字谷戸２９０８－７ 雇用・労災・健
康・厚生

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 不問

土木（のり面）施工管理
技士

株式会社　江ノ川開発 島根県邑智郡川本町大字谷戸２９０８－７ 雇用・労災・健
康・厚生

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 不問

店長候補／エリア職　出
雲市、浜田市、江津市、
益田市他

ウエルシア薬局　株式会
社　西日本支社

大阪府吹田市江坂町２－１－４３　ＫＹＵＨ
Ｏ江坂ビル　７階

雇用・労災・健
康・厚生

登録販売者（一般医薬
品）

雇用期間の定めなし 定年を上限

調剤薬局事務員（邑南
町）

株式会社　ＹＯＩＫＯ
ホールディングス

島根県益田市遠田町３３５８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホール・調理補助・ホテ
ル業務

株式会社　オーサン 島根県邑智郡川本町大字南佐木２８２－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

所在地・就業場所

事務補助 邑智郡公立病院組合　公
立邑智病院

島根県邑智郡邑南町中野３８４８－２

℡０８５５-７２-０３８５

ハローワーク川本

（浜田公共職業安定所川本出張所）
◎ 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。

その際はあしからずご了承ください。



　　　　　　令和２年３月１日～３月１０日受付分

年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡０８５５-７２-０３８５

ハローワーク川本

（浜田公共職業安定所川本出張所）
◎ 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。

その際はあしからずご了承ください。

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

130,000円～163,200円 (2)7時00分～16時00分

(3)16時30分～9時30分

TEL 0855-83-1717（従業員数 42人 ）

正社員以外 32022-  238401 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

9,000円～11,000円

TEL 0855-72-0017（従業員数 6人 ）

正社員 32022-  239701 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

10,000円～13,000円

TEL 0855-72-0017（従業員数 6人 ）

正社員 32022-  240501 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

8,000円～13,000円

TEL 0855-75-1122（従業員数 7人 ）

正社員 32022-  241001 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

800円～800円

TEL 0855-84-0332（従業員数 37人 ）

正社員以外 32022-  242301 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

190,000円～230,000円

TEL 0855-84-0332（従業員数 37人 ）

正社員以外 32022-  243601 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
40歳以下 (1)8時30分～17時15分

200,100円～249,100円

TEL 0855-84-0332（従業員数 37人 ）

正社員 32022-  244901 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

232,500円～410,000円

TEL 0855-72-3025（従業員数 15人 ）

正社員 32022-  245101 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

150,000円～300,000円

TEL 0855-72-3025（従業員数 15人 ）

正社員 32022-  246401 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

197,600円～341,200円

TEL 0855-92-1321（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  248801 就業場所 島根県邑智郡川本町 拠出

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

197,600円～341,200円

TEL 0855-92-1321（従業員数 264人 ）

正社員 32022-  249201 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

790円～900円 　 の間の　4時間程度

TEL 0855-83-0123（従業員数 24人 ）

パート労働者 32022-  250001 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

150,000円～170,000円

TEL 0855-83-0123（従業員数 18人 ）

正社員 32022-  251301 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
40歳以下 (1)8時00分～17時30分

160,000円～250,000円

TEL 0855-95-3577（従業員数 5人 ）

正社員 32022-  252601 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 交替制あり
39歳以下 (1)7時30分～16時30分

173,000円～173,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)8時30分～17時30分

TEL 0855-75-8185（従業員数 22人 ）

正社員 32022-  254101 就業場所 島根県邑智郡美郷町

看護職員 社会福祉法人　敬愛福祉
会デイサービスやすらぎ
の里別府

島根県邑智郡美郷町別府８番地５ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし キャリア形
成

自動車整備士 有限会社　石見自動車 島根県邑智郡邑南町中野３８６７－５ 雇用・労災・健
康・厚生

自動車車体整備士

自動車検査員

雇用期間の定めなし キャリア形
成

食品製造工・事務（幹部
候補・管理職候補）

株式会社　猫島商店　み
ずほ工場（ヴァンヴェー
ルみずほ）

島根県邑智郡邑南町山田　４９５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

食品製造工 有限会社ねこしま　みず
ほ工場

島根県邑智郡邑南町山田４９５ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

現場監督（土木） 今井産業　株式会社 島根県江津市桜江町川戸４７２－１ 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 不問

現場監督（舗装）川本 今井産業　株式会社 島根県江津市桜江町川戸４７２－１ 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 不問

測量助手兼営業 株式会社　新興建設コン
サルタント

島根県邑智郡川本町大字川本１４３－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

測量士

測量士補

雇用期間の定めなし 不問

２級土木施工管理技士

測量士・測量士補 株式会社　新興建設コン
サルタント

島根県邑智郡川本町大字川本１４３－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

測量士

測量士補

雇用期間の定めなし 不問

２級土木施工管理技士

看護職員（西部セン
ター）

社会福祉法人　邑南町社
会福祉協議会

島根県邑智郡邑南町高見４８５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし キャリア形
成

看護職員（西部セン
ター）

社会福祉法人　邑南町社
会福祉協議会

島根県邑智郡邑南町高見４８５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

介護職員 社会福祉法人　邑南町社
会福祉協議会

島根県邑智郡邑南町高見４８５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

介護福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

重機オペレーター・土木
作業員

上原土木　有限会社 島根県邑智郡美郷町上川戸２９４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

雇用期間の定めなし 不問

車両系建設機械（解体
用）運転技能者

土木施工管理技士 株式会社　小畑建設 島根県邑智郡川本町大字川本１０５４－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

大型自動車免許

車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者雇用期間の定めなし 不問

土木作業員 株式会社　小畑建設 島根県邑智郡川本町大字川本１０５４－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

介護職員 社会福祉法人　おおなん
福祉会

島根県邑智郡邑南町上亀谷　２１８０－２ 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



　　　　　　令和２年３月１日～３月１０日受付分

年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡０８５５-７２-０３８５

ハローワーク川本

（浜田公共職業安定所川本出張所）
◎ 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。

その際はあしからずご了承ください。

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

1,150円～1,150円

TEL 0855-75-0006（従業員数 11人 ）

パート労働者 32022-  255401 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

900円～900円

TEL 0855-75-8185（従業員数 1人 ）

パート労働者 32022-  256701 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

147,250円～151,650円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-72-3040（従業員数 218人 ）

正社員以外 32022-  257801 就業場所 島根県大田市、邑智郡川本町 厚生

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

150,000円～200,000円

TEL 0855-83-0222（従業員数 5人 ）

正社員 32022-  258201 就業場所 島根県邑智郡邑南町 厚生

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

150,000円～200,000円

TEL 0855-83-1801（従業員数 14人 ）

正社員以外 32022-  262101 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)15時00分～0時00分

7,000円～7,000円

TEL 0855-85-0314（従業員数 4人 ）

正社員 32022-  263401 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
不問 (1)11時00分～16時00分

6,000円～6,000円 (2)14時00分～18時00分

TEL 0855-85-0314（従業員数 4人 ）

パート労働者 32022-  264701 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

250,000円～300,000円

TEL 0855-92-1360（従業員数 52人 ）

正社員 32022-  265801 就業場所 島根県江津市桜江町

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

9,000円～11,000円

TEL 0855-92-1360（従業員数 52人 ）

正社員 32022-  266201 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 交替制あり
44歳以下 (1)7時00分～16時00分

170,800円～202,600円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0855-95-2504（従業員数 99人 ）

正社員 32022-  268001 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 交替制あり
不問 (1)6時00分～15時00分

6,760円～7,112円 (2)9時00分～18時00分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0855-95-2504（従業員数 99人 ）

正社員以外 32022-  269301 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

7,864円～8,312円 (2)7時00分～16時00分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0855-95-2504（従業員数 99人 ）

正社員以外 32022-  270101 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

200,000円～300,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 25人 ）

正社員 32022-  271401 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

200,000円～320,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 25人 ）

正社員 32022-  272701 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給 交替制あり
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

180,000円～270,000円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-83-0977（従業員数 187人 ）

正社員 32022-  274201 就業場所 島根県邑智郡邑南町

看護師（入寮可） 医療法人　徳祐会 島根県邑智郡邑南町山田３３－６ 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 法令の規定
により年齢
制限がある

重機オペレーター
「建設」

株式会社井上組 島根県江津市桜江町小田９４３番地１２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

雇用期間の定めなし 不問

車両系建設機械（解体
用）運転技能者

営業 株式会社井上組 島根県江津市桜江町小田９４３番地１２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 不問

看護師（桃源の家） 社会福祉法人　石見さく
ら会

島根県邑智郡邑南町矢上　３４７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

看護師

准看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

調理員（桃源の家） 社会福祉法人　石見さく
ら会

島根県邑智郡邑南町矢上　３４７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

看護師（桃源の家） 社会福祉法人　石見さく
ら会

島根県邑智郡邑南町矢上　３４７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

看護師

雇用期間の定めなし キャリア形
成

土木スタッフ 森下建設　株式会社 島根県江津市桜江町市山５４３－１６ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 不問

車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者

土木施工管理技術者 森下建設　株式会社 島根県江津市桜江町市山５４３－１６ 雇用・労災・健
康・厚生

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 不問

トラック運転手 有限会社　市木運送 島根県邑智郡邑南町市木１８２３ 労災 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 不問

トラック運転手 有限会社　市木運送 島根県邑智郡邑南町市木１８２３ 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 法令の規定

により年齢
制限がある

農機具整備販売員 島根県農業協同組合　島
根おおち地区本部

島根県邑智郡邑南町下田所２７７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

自動車修理・販売、保険
販売

有限会社　小林モーター
ス

島根県邑智郡邑南町下田所１４４－４ 雇用・労災・健
康・厚生

二級自動車整備士

三級自動車整備士

雇用期間の定めなし 不問

介護職員（和かち逢う
家・加藤病院）

社会医療法人　仁寿会 島根県邑智郡川本町大字川本３８３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

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）

法令の規定
により年齢
制限がある

介護支援専門員 社会福祉法人　敬愛福祉
会デイサービスやすらぎ
の里別府

島根県邑智郡美郷町別府８番地５ 雇用・労災・健
康・厚生

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

てご隊員（草刈作業員） 特定非営利活動法人　別
府安心ネット

島根県邑智郡美郷町別府２１５－１ 労災 普通自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問



　　　　　　令和２年３月１日～３月１０日受付分

年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡０８５５-７２-０３８５

ハローワーク川本

（浜田公共職業安定所川本出張所）
◎ 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。

その際はあしからずご了承ください。

日給 交替制あり
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

6,800円～7,200円 (2)10時00分～19時00分

(3)8時00分～17時00分

TEL 0855-83-0977（従業員数 68人 ）

正社員以外 32022-  275501 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 交替制あり
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

6,800円～7,200円 (2)10時00分～19時00分

(3)8時00分～17時00分

TEL 0855-83-0977（従業員数 62人 ）

正社員以外 32022-  276001 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)6時00分～21時30分

800円～800円 　 の間の　4時間程度

TEL 0855-83-2138（従業員数 5人 ）

パート労働者 32022-  277301 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)6時00分～15時00分

800円～800円

TEL 0855-83-2138（従業員数 5人 ）

パート労働者 32022-  278601 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時15分～8時45分

800円～1,000円 (2)8時45分～17時15分

TEL 0854-84-0835（従業員数 4人 ）

パート労働者 32060-  468701 就業場所 島根県邑智郡邑南町

施設警備員（公立邑智病
院）

企業警備保障株式会社
大田営業所

島根県大田市大田町吉永１５２８ 雇用・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

パンの製造及び販売 ニューヤマザキデイリー
ストア　はまのや店

島根県邑智郡邑南町上亀谷２８１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

販売員 ニューヤマザキデイリー
ストア　はまのや店

島根県邑智郡邑南町上亀谷２８１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

介護職員（サンホームみ
ずほ）

医療法人　徳祐会 島根県邑智郡邑南町山田３３－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

介護職員（ケアセンター
三笠）

医療法人　徳祐会 島根県邑智郡邑南町山田３３－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある


