
　　　　　　令和２年９月１日～９月９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 32010-12206801 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 交替制あり
64歳以下 (1)5時45分～12時30分

1,000円～1,000円 (2)7時30分～12時30分

(3)10時30分～19時00分

TEL 0120-70-2346（従業員数 0人 ）

パート労働者 27060-26615101 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

150,000円～160,000円

TEL 0855-95-0278（従業員数 10人 ）

正社員以外 32022-  735101 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

160,000円～330,000円

TEL 0855-97-8566（従業員数 4人 ）

正社員以外 32022-  736401 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～200,000円

TEL 0855-95-2150（従業員数 26人 ）

正社員 32022-  731001 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 交替制あり
不問 (1)5時50分～20時00分

10,000円～10,000円 　 の間の　6時間程度

TEL 0855-83-0049（従業員数 0人 ）

パート労働者 32022-  738801 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～300,000円

TEL 0855-72-3025（従業員数 15人 ）

正社員 32022-  730501 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
59歳以下 (1)9時00分～14時30分

790円～790円

TEL 0855-22-2892（従業員数 17人 ）

パート労働者 32020- 4108801 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)5時00分～00時00分

850円～1,063円 　 の間の　3時間以上

TEL 090-5165-9019（従業員数 0人 ）

パート労働者 32022-  725601 就業場所 島根県邑智郡美郷町

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-  726901 就業場所 島根県邑智郡邑南町

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-  727101 就業場所 島根県邑智郡邑南町

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-  729701 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1,000円～1,000円 (2)20時00分～5時00分

TEL 082-282-2221（従業員数 75人 ）

正社員以外 34140-16845801 就業場所 島根県江津市桜江町

月給
不問 (1)8時15分～17時15分

203,550円～203,550円

TEL 0855-27-1300（従業員数 7人 ）

正社員 32020- 3981301 就業場所 島根県邑智郡邑南町 厚生

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-  693801 就業場所 島根県邑智郡邑南町 厚生

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

営業（東部支店） 株式会社　ライト 島根県浜田市周布町１０６６番地１３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

製造＜溶接組立・プレス
作業＞（桜江工場）／江
津市

双葉工業　株式会社 広島県広島市南区大州四丁目８－２４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ライスセンター作業員 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 雇用・労災 フォークリフト運転技
能者

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

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

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

接客・調理補助 リストランテ　ラ・ロ
ジェッタ

島根県邑智郡美郷町長藤　７６０‐１ その他

雇用期間の定めなし 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 定年を上限

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 定年を上限

２級土木施工管理技士

バス運転手 有限会社　出羽運送 島根県邑智郡邑南町三日市２２－３ 労災 大型自動車第二種免許

大型自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

製造技術者（電気設備管
理者）

株式会社　トリコン 島根県邑智郡邑南町中野３８２５番地８ 雇用・労災・健
康・厚生

第一種電気主任技術者

第一種電気工事士

雇用期間の定めなし 定年を上限

キッチンスタッフ・ホー
ルスタッフ

一般社団法人　地域商社
ビレッジプライド邑南

島根県邑智郡邑南町日和２３７番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

商工会職員（一般職員）
【産休育休代替】

邑南町商工会 島根県邑智郡邑南町矢上３８５４番地２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

調理アシスタント（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

労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

所在地・就業場所

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

℡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９月１日～９月９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 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～12時00分

950円～950円 (2)14時30分～17時00分

TEL 0855-75-0103（従業員数 3人 ）

パート労働者 32022-  694201 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給 変形（1年単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

10,000円～13,500円

TEL 0855-76-0026（従業員数 23人 ）

正社員 32022-  695501 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給 変形（1年単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

9,500円～11,500円

TEL 0855-76-0026（従業員数 23人 ）

正社員 32022-  696001 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (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-  698601 就業場所 島根県邑智郡川本町 拠出

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (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-  699901 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

168,600円～266,600円

TEL 0855-92-1321（従業員数 264人 ）

正社員 32022-  700901 就業場所 島根県江津市桜江町、川本町、浜田市 拠出

月給
64歳以下 (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-  701101 就業場所 島根県邑智郡邑南町 厚生

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

8,000円～10,000円

TEL 0855-83-2300（従業員数 1人 ）

正社員 32022-  702401 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-  703701 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-  704801 就業場所 島根県邑智郡邑南町

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-  705201 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-  706501 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
18歳～30歳 (1)8時45分～17時10分

130,000円～130,000円

TEL 0855-95-1141（従業員数 14人 ）

正社員 32022-  707001 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～200,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  708301 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～300,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  709601 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

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 定年を上限

事務員 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 キャリア形
成

事務職員 有限会社　石見自動車教
習センター

島根県邑智郡邑南町中野３６０５－５ 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

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

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

重機オペーレーター（リ
サイクルプラント）

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

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 定年を上限

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 定年を上限

建設重機オペレーター 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

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 キャリア形
成 大型自動車免許

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 定年を上限

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 定年を上限

建設機械オペレーター・
土木作業員

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

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場管理技術者 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

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 定年を上限

大型自動車免許

受付、歯科助手 ひらた歯科医院 島根県邑智郡美郷町粕渕２５４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問



　　　　　　令和２年９月１日～９月９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年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～320,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  711701 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給
49歳以下 (1)8時00分～17時00分

163,400円～227,300円

TEL 0855-72-0277（従業員数 100人 ）

正社員 32022-  713201 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
40歳以下 (1)8時15分～17時00分

153,000円～219,100円

TEL 0855-72-0277（従業員数 100人 ）

正社員 32022-  714501 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
50歳以下 (1)8時00分～17時00分

800円～800円

TEL 0855-84-0667（従業員数 1人 ）

正社員 32022-  715001 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (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-  716301 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 0855-72-0017（従業員数 6人 ）

正社員 32022-  717601 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-  718901 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30分

160,000円～250,000円

TEL 0855-95-3577（従業員数 5人 ）

正社員 32022-  719101 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (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-  720801 就業場所 島根県江津市桜江町

日給
59歳以下 (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-  721201 就業場所 島根県江津市桜江町

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

790円～790円

TEL 0855-92-1171（従業員数 6人 ）

パート労働者 32022-  722501 就業場所 島根県江津市桜江町

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 15人 ）

パート労働者 32022-  723001 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 交替制あり
不問 (1)16時30分～18時30分

800円～1,200円 (2)10時00分～12時00分

TEL 0855-74-0616（従業員数 15人 ）

パート労働者 32022-  724301 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

253,440円～285,120円

TEL 0853-21-9523（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 32030- 6955001 就業場所 島根県邑智郡川本町

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- 1656701 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

設計管理補助 株式会社　アイデン島根
営業所

島根県出雲市塩冶有原町１－５５－１芝原ビル
２Ｆ

雇用・労災 その他の鉱工業技術関
係資格

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

スイミングインストラク
ター・プール監視

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

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

運搬・配達員 特定非営利活動法人　さ
くらんぼのお家 

島根県江津市桜江町谷住郷１７１３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

土木現場作業員 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 定年を上限

車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者

土木現場監督 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 定年を上限

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

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 キャリア形
成 自動車検査員

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

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 定年を上限

農作業 ひとみ農園 島根県邑智郡邑南町布施４２０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし キャリア形
成

現場管理事務および山林
調査

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

大型自動車免許

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

山林作業員及び工場作業
員

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

大型自動車免許

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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 定年を上限

車両系建設機械（解体
用）運転技能者


