
　　　　　　令和２年５月１１日～５月２０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 交替制あり
18歳以上 (1)9時00分～18時00分

1,000円～1,200円 (2)15時00分～0時00分

(3)0時00分～9時00分

TEL 0855-23-1324（従業員数 4人 ）

正社員 32020- 2503601 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

172,000円～172,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0855-52-6612（従業員数 10人 ）

正社員 32020- 2488501 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

161,600円～341,200円

TEL 0855-92-1321（従業員数 264人 ）

正社員 32022-  450201 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

135,000円～200,000円

TEL 0855-83-1801（従業員数 12人 ）

正社員以外 32022-  448101 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～260,000円

TEL 0855-75-0013（従業員数 11人 ）

正社員 32022-  445301 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給 交替制あり
不問 (1)7時15分～16時00分

6,800円～7,100円 (2)8時30分～17時15分

(3)9時30分～18時15分

TEL 0855-83-1313（従業員数 11人 ）

正社員以外 32022-  443501 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
不問 (1)8時30分～17時15分

7,100円～7,100円

TEL 0855-83-1313（従業員数 47人 ）

正社員以外 32022-  444001 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)8時45分～18時00分

191,000円～243,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

TEL 025-371-4115（従業員数11,306人 ）

正社員 15070- 6490001 就業場所 島根県邑智郡邑南町 拠出

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-  442201 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

10,000円～12,000円

TEL 0855-92-0333（従業員数 18人 ）

正社員 32022-  440701 就業場所 島根県江津市桜江町

時給
不問 (1)9時00分～20時00分

800円～1,250円 　 の間の　7時間程度

TEL 0855-95-0032（従業員数 0人 ）

正社員以外 32022-  446601 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

160,000円～231,400円

TEL 06-6355-3000（従業員数 5人 ）

正社員 27020-27090101 就業場所 島根県邑智郡邑南町 給付

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

300,000円～400,000円

TEL 0855-72-2043（従業員数 40人 ）

正社員 32022-  435501 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

280,000円～320,000円

TEL 0855-72-2043（従業員数 40人 ）

正社員 32022-  436001 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

300,000円～330,000円

TEL 0855-82-2286（従業員数 13人 ）

正社員 32022-  438601 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

220,000円～240,000円

TEL 0855-82-2286（従業員数 13人 ）

正社員 32022-  439901 就業場所 島根県邑智郡美郷町

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

所在地・就業場所

販売員（コンビニエンス
ストア）正社員（邑南）

株式会社　Ｃｉｅｌｏ
ａｚｕｌ

島根県浜田市片庭町２２ー２６

介護職員『ほのか（桜
江）』

株式会社　志穏 島根県浜田市下府町８９９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

営業職（民間建築） 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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

一般事務 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ヶ月以上）

不問

土木作業員 置名土木有限会社 島根県邑智郡美郷町粕渕３４３ 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成 車両系建設機械（基礎工事

用）運転技能者

保育士 社会福祉法人　瑞穂福祉
会

島根県邑智郡邑南町出羽２９３－５ 雇用・労災・健
康・厚生

保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師 社会福祉法人　瑞穂福祉
会

島根県邑智郡邑南町出羽２９３－５ 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ヶ月以上）

不問

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

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

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

土木作業員 有限会社　住江建設 島根県江津市桜江町谷住郷１８０２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

車両系建設機械（整地・運
搬・積込用及び掘削用）運
転技能者

営業職 テラピー総合保険 島根県邑智郡邑南町矢上６３－５ 
スプリング本町１Ｂー１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

施設管理技術職（邑智郡
邑南町）

日本メンテナス　エンジ
ニヤリング　株式会社

大阪府大阪市北区同心１丁目７番１４号 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型運転手 有限会社　優美運送 島根県邑智郡川本町因原４５６－２ 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 不問

大型ダンプ運転手 有限会社　優美運送 島根県邑智郡川本町因原４５６－２ 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 不問

建設業の施工管理者 漆谷建設　株式会社 島根県邑智郡美郷町潮村２７８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

１級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

建設業の現場作業者 漆谷建設　株式会社 島根県邑智郡美郷町潮村２７８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

アーク溶接技能者（基本
級）

雇用期間の定めなし 定年を上限

℡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。


