
　　　　　　令和２年５月２１日～５月３１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

その他 交替制あり
18歳以上 (1)8時30分～17時00分

日直；5,600円／回

TEL 0852-22-5986（従業員数 75人 ）

パート労働者 32010- 7303901 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～19時00分

1,174円～1,174円 　 の間の　4時間以上

TEL 0852-22-5986（従業員数 75人 ）

パート労働者 32010- 7304101 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

116,100円～144,800円

TEL 0852-22-5986（従業員数 35人 ）

パート労働者 32010- 7313401 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 交替制あり
不問 (1)5時30分～14時30分

850円～900円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0852-27-6535（従業員数 2人 ）

パート労働者 32010- 7320101 就業場所 島根県江津市桜江町

日給 交替制あり
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

10,500円～10,500円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0855-95-1121（従業員数 128人 ）

正社員以外 32022-  464401 就業場所 島根県邑智郡邑南町 厚生

時給
不問 (1)7時00分～10時00分

850円～850円

TEL 0855-74-2345（従業員数 19人 ）

パート労働者 32022-  463101 就業場所 島根県邑智郡川本町

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 27060-15624801 就業場所 島根県江津市、川本町 拠出

月給
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-  453301 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～16時00分

795円～800円 (2)9時00分～13時00分

TEL 0855-72-3517（従業員数 63人 ）

パート労働者 32022-  454601 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給 交替制あり
18歳以上 (1)17時30分～8時30分

9,700円～9,700円

TEL 0855-72-3517（従業員数 28人 ）

パート労働者 32022-  455901 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時15分

800円～800円 　 の間の　5時間程度

TEL 0855-72-3517（従業員数 137人 ）

パート労働者 32022-  456101 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 交替制あり
18歳以上 (1)6時15分～15時15分

132,800円～225,000円 (2)7時15分～16時15分

(3)8時30分～17時30分

TEL 0855-72-3517（従業員数 137人 ）

正社員以外 32022-  457401 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

140,100円～225,000円

TEL 0855-72-3517（従業員数 137人 ）

正社員以外 32022-  458701 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～200,000円

TEL 0855-95-0404（従業員数 4人 ）

正社員 32022-  459801 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～230,000円

TEL 0855-75-0130（従業員数 4人 ）

正社員 32022-  460301 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

14,000円～17,000円

TEL 0855-92-0333（従業員数 18人 ）

正社員 32022-  451501 就業場所 島根県江津市桜江町

月給
35歳以下 (1)8時00分～16時50分

174,500円～290,100円

育林現業社員（未経験
者：川本、美郷：正社
員）

大和森林　株式会社　益
田営業所

島根県益田市あけぼの本町１０番地７ 雇用・労災・健
康・厚生

土木施工管理技士 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

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

自動車整備士 有限会社　中村自動車整
備工場

島根県邑智郡美郷町浜原３７０ 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 定年を上限

工場内作業員 有限会社　掛光鉄工 島根県邑智郡邑南町中野２４３０－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

看護師 社会福祉法人　川本福祉
会

島根県邑智郡川本町大字因原５７０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 不問

介護員 社会福祉法人　川本福祉
会

島根県邑智郡川本町大字因原５７０－１ 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

訪問介護職員 社会福祉法人　川本福祉
会

島根県邑智郡川本町大字因原５７０－１ 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）

不問

夜間介護員（江川荘） 社会福祉法人　川本福祉
会

島根県邑智郡川本町大字因原５７０－１ 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

デイサービス介護助手 社会福祉法人　川本福祉
会

島根県邑智郡川本町大字因原５７０－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

店長候補／全国職 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

温泉施設の清掃 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

自動車部品製造 株式会社　ワイテック　
石見工場

島根県邑智郡邑南町中野３６０５－１７ 雇用・労災・健
康・厚生

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

調理パート（有料老人
ホームさくらが丘：桜江
町）

富士産業株式会社　山陰
事業部

島根県松江市殿町１１１　松江センチュリー
ビル３階

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

一般業務（検査業務・防
疫業務）（川本）

島根県総務部総務事務セ
ンター

島根県松江市殿町１ 雇用・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

炊事員（島根中央高等学
校）

島根県総務部総務事務セ
ンター

島根県松江市殿町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

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

所在地・就業場所

舎監及び警備業務（島根
中央高等学校）

島根県総務部総務事務セ
ンター

島根県松江市殿町１

℡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２１日～５月３１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。

TEL 0856-22-4824（従業員数 28人 ）

正社員 32040- 2187301 就業場所 島根県大田市、川本町、美郷町、邑南町

月給
59歳以下 (1)8時00分～16時50分

174,500円～290,100円

TEL 0856-22-4824（従業員数 28人 ）

正社員 32040- 2189901 就業場所 島根県大田市、川本町、美郷町、邑南町

育林現業社員（経験者：
川本、美郷：正社員）

大和森林　株式会社　益
田営業所

島根県益田市あけぼの本町１０番地７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

大和森林　株式会社　益
田営業所

島根県益田市あけぼの本町１０番地７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成


