
　　　　　　令和２年５月１日～５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

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)9時00分～17時40分

156,000円～246,000円

TEL 086-428-5151（従業員数 6人 ）

正社員 33030- 9426801 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

150,000円～170,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)8時00分～17時00分

TEL 082-270-5300（従業員数 10人 ）

正社員 34010-20047901 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

8,000円～11,000円

TEL 0855-95-0583（従業員数 4人 ）

正社員 32022-  432701 就業場所 島根県邑智郡邑南町 厚生

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

7,000円～12,000円

TEL 0855-95-0583（従業員数 4人 ）

正社員 32022-  433801 就業場所 島根県邑智郡邑南町 厚生

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

140,000円～150,000円

TEL 0855-76-0026（従業員数 23人 ）

正社員 32022-  434201 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)18時00分～21時00分

900円～950円

TEL 082-248-1601（従業員数 29人 ）

パート労働者 34010-19191001 就業場所 島根県江津市桜江町

時給
不問 (1)6時00分～9時00分

900円～950円

TEL 082-248-1601（従業員数 29人 ）

パート労働者 34010-19199201 就業場所 島根県江津市桜江町

時給
不問 (1)10時00分～15時00分

800円～850円 (2)16時00分～21時00分

TEL 082-248-1601（従業員数 29人 ）

パート労働者 34010-19207301 就業場所 島根県江津市桜江町

時給
18歳以上 (1)8時30分～17時30分

800円～850円 (2)18時30分～22時30分

TEL 082-248-1601（従業員数 29人 ）

パート労働者 34010-19212201 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～18時00分

170,000円～200,000円 (2)12時00分～21時00分

(3)6時30分～15時30分

TEL 082-248-1601（従業員数 29人 ）

正社員 34010-19217901 就業場所 島根県江津市桜江町

時給
不問 (1)10時45分～20時00分

850円～1,000円

TEL 082-270-3170（従業員数 8人 ）

正社員以外 34010-19595201 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)10時45分～20時00分

850円～1,000円

TEL 082-270-3170（従業員数 8人 ）

パート労働者 34010-19606401 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)5時00分～20時00分

200,000円～250,000円 　 の間の　8時間程度

TEL 0120-70-2346（従業員数 5人 ）

正社員 27060-13598601 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)5時00分～20時00分

200,000円～250,000円 　 の間の　8時間程度

TEL 0120-70-2346（従業員数 5人 ）

正社員 27060-13601101 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～65歳 (1)8時00分～17時00分

170,000円～230,000円

TEL 0852-27-1008（従業員数 5人 ）

正社員 32010- 6107501 就業場所 島根県邑智郡川本町

電気工事施工技術者（川
本営業所）

サンべ電気　株式会社 島根県松江市西津田１０丁目１３－３６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

厨房チーフ候補【邑智郡
美郷町】

株式会社　ナリコマエン
タープライズ

大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目４番２号 
ナリコマＨＤ新大阪ビル６Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

栄養士

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

厨房チーフ候補【邑智郡
川本町】

株式会社　ナリコマエン
タープライズ

大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目４番２号 
ナリコマＨＤ新大阪ビル６Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

栄養士

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

販売（ドラッグストア／
ウェルネス　川本店

株式会社　ツルハグルー
プドラッグ＆ファーマ
シー西日本

広島県広島市西区井口明神１丁目１番１０号 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

販売（ドラッグストア）
／ウェルネス　川本店

株式会社　ツルハグルー
プドラッグ＆ファーマ
シー西日本

広島県広島市西区井口明神１丁目１番１０号 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

フロント受付業務／島根
県江津市

株式会社　第一ビルサー
ビス

広島県広島市中区大手町５丁目３－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

調理補助／島根県江津市 株式会社　第一ビルサー
ビス

広島県広島市中区大手町５丁目３－１２ 労災

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

レストラン・ホール・宴
会業務／島根県江津市

株式会社　第一ビルサー
ビス

広島県広島市中区大手町５丁目３－１２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ホール業務／江津市 株式会社　第一ビルサー
ビス

広島県広島市中区大手町５丁目３－１２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ホール業務／江津市 株式会社　第一ビルサー
ビス

広島県広島市中区大手町５丁目３－１２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

一般事務 岡山産業　有限会社 島根県邑智郡美郷町石原２５４－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 不問

土木技術者及び作業員 有限会社　浜工務店 島根県邑智郡邑南町中野３５８２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

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 不問

土木作業員 有限会社　浜工務店 島根県邑智郡邑南町中野３５８２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

５トン限定準中型
自動車免許

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務／島根県邑智郡
邑南町

株式会社　エスマイル 広島県広島市西区商工センター６丁目１－１１ 雇用・労災・健
康・厚生

その他の医療・保
健衛生関係資格

雇用期間の定めなし 不問

所在地・就業場所

（島根県邑智郡）技術職 ヤンマーアグリジャパン
株式会社　中四国支社

岡山県倉敷市亀山６２２ 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

℡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５月１日～５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
不問 (1)8時00分～17時00分

7,500円～8,000円

TEL 0855-77-0265（従業員数 8人 ）

パート労働者 32022-  406401 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

240,000円～280,000円

TEL 0855-75-0013（従業員数 11人 ）

正社員 32022-  407701 就業場所 島根県邑智郡美郷町

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-  408801 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

150,000円～220,000円

TEL 0855-72-0354（従業員数 5人 ）

正社員 32022-  409201 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

150,000円～250,000円

TEL 0855-72-0354（従業員数 5人 ）

正社員 32022-  410001 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

790円～790円

TEL 0855-75-1382（従業員数 7人 ）

パート労働者 32022-  411301 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

8,000円～8,500円

TEL 0855-72-0500（従業員数 4人 ）

正社員 32022-  412601 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

7,000円～10,000円

TEL 0855-83-2300（従業員数 20人 ）

正社員 32022-  413901 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)9時00分～13時00分

850円～850円 (2)11時00分～15時00分

TEL 0855-95-0321（従業員数 6人 ）

パート労働者 32022-  414101 就業場所 島根県邑智郡邑南町 厚生

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

177,750円～232,000円

TEL 0855-72-3040（従業員数 214人 ）

正社員 32022-  415401 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

200,150円～257,000円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-72-3040（従業員数 141人 ）

正社員 32022-  416701 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

200,150円～257,000円

TEL 0855-72-3040（従業員数 223人 ）

正社員 32022-  417801 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

200,150円～257,000円

TEL 0855-72-3040（従業員数 223人 ）

正社員 32022-  418201 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

161,650円～217,000円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-72-3040（従業員数 213人 ）

正社員 32022-  419501 就業場所 島根県大田市又は邑智郡川本町 厚生

月給 変形（1年単位）
30歳以下 (1)8時00分～17時00分

196,450円～244,300円

TEL 0855-72-3040（従業員数 214人 ）

正社員 32022-  420601 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

総合事務 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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

介護福祉士 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

理学療法士 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

理学療法士

雇用期間の定めなし 不問

作業療法士 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

作業療法士

雇用期間の定めなし 不問

看護師 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

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

社会福祉士（加藤病院・
仁寿苑）

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

社会福祉士

雇用期間の定めなし 不問

ピッキング・商品の梱
包・検品・製造補助

有限会社　垣崎醤油店 島根県邑智都邑南町中野１０４６ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

土木作業員 有限会社　寺本建設 島根県邑智郡邑南町原村５６１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

左官工 有限会社　伊藤左官工業 島根県邑智郡川本町大字川本１８０８ 雇用・労災・健
康・厚生

１級左官技能士

２級左官技能士

雇用期間の定めなし 不問

縫製工 有限会社　岡ソーイング 島根県邑智郡美郷町高畑２１８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

現場作業員（大工・左
官）

松岡建材　有限会社 島根県邑智郡川本町大字因原１６６‐２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 不問

営業 松岡建材　有限会社 島根県邑智郡川本町大字因原１６６‐２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 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

土木技術者 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

２級土木施工管理
技士雇用期間の定めなし 不問

１級土木施工管理
技士

養畜作業者 有限会社　島根ファーム 島根県邑智郡美郷町枦谷　３７４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問
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℡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
39歳以下 (1)8時00分～17時00分

7,000円～7,000円

TEL 0855-72-0277（従業員数 28人 ）

正社員 32022-  421901 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
39歳以下 (1)8時00分～17時00分

7,000円～7,000円

TEL 0855-72-0277（従業員数 24人 ）

正社員 32022-  422101 就業場所 島根県邑智郡美郷町

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-  423401 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

250,000円～350,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 25人 ）

正社員 32022-  424701 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

250,000円～350,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 25人 ）

正社員 32022-  425801 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

250,000円～350,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 25人 ）

正社員 32022-  426201 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-  427501 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

日給 変形（1年単位）
不問 (1)6時15分～15時15分

149,240円～155,660円 (2)9時00分～18時00分

(3)9時45分～18時45分

TEL 0855-92-8450（従業員数 33人 ）

正社員以外 32022-  428001 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 変形（1年単位）
18歳以上 (1)8時30分～17時30分

160,500円～245,400円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-77-0041（従業員数 35人 ）

正社員以外 32022-  429301 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 変形（1年単位）
不問 (1)10時00分～15時00分

830円～870円

TEL 0855-92-8450（従業員数 33人 ）

パート労働者 32022-  430101 就業場所 島根県江津市桜江町

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

810円～810円

TEL 0855-92-8450（従業員数 9人 ）

パート労働者 32022-  431401 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

172,000円～232,000円

TEL 0856-31-1822（従業員数 4人 ）

正社員 32040- 1878201 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)12時45分～17時00分

898円～1,178円 (2)8時45分～13時00分

TEL 086-944-4332（従業員数 10人 ）

パート労働者 33110- 2660701 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)16時45分～20時00分

900円～900円 (2)8時45分～13時00分

(3)12時45分～17時00分

TEL 086-944-4332（従業員数 10人 ）

パート労働者 33110- 2661801 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)8時00分～12時30分

790円～790円 (2)14時00分～18時00分

TEL 093-371-1711（従業員数 7人 ）

パート労働者 40062- 2110801 就業場所 島根県邑智郡美郷町

調理補助（島根県邑智
郡）

大阪惣菜　株式会社 福岡県北九州市門司区黄金町６－２８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

（ＨＧ邑南店）販売員
（アルバイト）

株式会社　コメリ　中四
国ストアサポートセン
ター

岡山県岡山市東区西大寺川口３５０－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

（ＨＧ邑南店）販売員
（パート）

株式会社　コメリ　中四
国ストアサポートセン
ター

岡山県岡山市東区西大寺川口３５０－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

土木営業社員（邑智営業
所）

株式会社　丸田 島根県益田市幸町５－１２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 不問

清掃員（桜寿園） 社会福祉法人　桜江福祉
会

島根県江津市桜江町長谷２７２３－２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

調理員（陽光苑） 社会福祉法人　桜江福祉
会

島根県江津市桜江町長谷２７２３－２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

生活支援員 社会福祉法人　わかば会 島根県邑智郡美郷町小谷３６１番地 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

ホームヘルパー２
級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

介護職員初任者研
修修了者

調理員（陽光苑） 社会福祉法人　桜江福祉
会

島根県江津市桜江町長谷２７２３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

クレーンオペレーター 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

大型特殊自動車免
許

移動式クレーン運
転士雇用期間の定めなし 不問

土木施工管理技士 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

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

法面施工管理技術者 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

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

建築施工管理技士 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

一級建築士

１級建築施工管理
技士雇用期間の定めなし 不問

大型運転手 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

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

山林作業員（美郷町） 邑智郡森林組合 島根県邑智郡川本町大字因原６６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

山林作業員（邑南町） 邑智郡森林組合 島根県邑智郡川本町大字因原６６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成


