
　　　　　　令和２年１０月１１日～１０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
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

1,220円～1,220円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0852-61-0110（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 32010-13901501 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

1,220円～1,220円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0852-61-0110（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 32010-13828701 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)9時00分～20時00分

900円～900円 　 の間の　5時間以上

TEL 0855-54-0592（従業員数 9人 ）
パート労働者 32020- 4863901 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

795円～850円

TEL 0855-23-0832（従業員数 60人 ）
パート労働者 32020- 4852301 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1,000円～1,000円

TEL 0855-55-1551（従業員数 4人 ）
正社員 32020- 4828301 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

900円～1,000円 　 の間の　4時間以上

TEL 0855-83-0123（従業員数 24人 ）
パート労働者 32022-  848601 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～19時00分

800円～800円 　 の間の　8時間

TEL 0855-75-0037（従業員数 11人 ）
正社員以外 32022-  849901 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～19時00分

850円～850円 　 の間の　8時間

TEL 0855-75-0037（従業員数 11人 ）
正社員以外 32022-  850701 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)8時00分～16時45分

800円～800円

TEL 0855-83-0517（従業員数 13人 ）
正社員以外 32022-  851801 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

6,200円～6,200円

TEL 0855-72-9602（従業員数 65人 ）
パート労働者 32022-  852201 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

232,500円～410,000円

TEL 0855-72-3025（従業員数 15人 ）
正社員 32022-  844201 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)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-  845501 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～16時40分

200,000円～280,000円

TEL 0855-77-0035（従業員数 42人 ）
正社員 32022-  847301 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 交替制あり
不問 (1)14時20分～19時40分

840円～1,040円

TEL 0856-24-2404（従業員数 16人 ）
パート労働者 32040- 4271301 就業場所 島根県邑智郡川本町 給付

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時50分～20時10分

160,000円～280,000円 　 の間の　8時間程度

TEL 0856-24-2404（従業員数 10人 ）
正社員 32040- 4272601 就業場所 島根県邑智郡川本町 給付

雇用・労災

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

所在地・就業場所

自動車部品の溶接作業／邑
南町

株式会社ワークスタッフ松
江営業所

島根県松江市東本町５丁目１６－６

自動車部品のプレス作業／
邑南町

株式会社ワークスタッフ松
江営業所

島根県松江市東本町５丁目１６－６ 雇用・労災

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

販売スタッフ／登録販売者
／ビューティアドバイザー

ウェルシア薬局　株式会社
山陰・山陽営業部

島根県江津市嘉久志町２４２５－１９ 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：４Ｈ（川
本町内）

太平ビルサービス株式会社
浜田営業所

島根県浜田市長沢町３０４９ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

大型トラック運転手（邑南
営業所）

有限会社　サンユウ 島根県江津市松川町上河戸４９１－２ 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 定年を上限

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
月未満）

不問

スーパー店員 株式会社Ａコープ西日本
Ａコープおおち店

島根県邑智郡美郷町粕渕８１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

鮮魚担当（水産部門） 株式会社Ａコープ西日本
Ａコープおおち店

島根県邑智郡美郷町粕渕８１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

学校給食調理員 邑南町学校給食会 島根県邑智郡邑南町淀原１５３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

一般事務補助（川本・維持
管理部）

島根県県央県土整備事務所 島根県邑智郡川本町大字川本２６５－３ 雇用・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 定年を上限

２級土木施工管理
技士

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

企画及び総務 山興緑化　有限会社 島根県邑智郡美郷町小松地３２０ 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

販売（ジュンテンドー川本
店：１４：２０～１９：４
０）

株式会社ジュンテンドー 島根県益田市下本郷町２０６－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

販売（ジュンテンドー川本
店：正社員）

株式会社ジュンテンドー 島根県益田市下本郷町２０６－５ 雇用・労災・健
康・厚生

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。



　　　　　　令和２年１０月１１日～１０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）
不問 (1)7時50分～20時10分

140,000円～250,000円 　 の間の　8時間程度

TEL 0856-24-2404（従業員数 16人 ）
正社員以外 32040- 4273901 就業場所 島根県邑智郡川本町 給付

時給 交替制あり
不問 (1)6時30分～8時30分

900円～1,000円 (2)13時00分～15時00分

(3)17時00分～19時00分

TEL 080-5068-1087（従業員数 22人 ）
パート労働者 32060- 1945701 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～16時40分

210,000円～290,000円

TEL 0855-77-0035（従業員数 42人 ）
正社員 32022-  842701 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給 変形（1年単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

6,600円～7,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0855-92-8450（従業員数 32人 ）
正社員以外 32022-  839301 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

159,000円～213,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0855-92-8450（従業員数 32人 ）
正社員 32022-  840101 就業場所 島根県江津市桜江町

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-  835801 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

1,000円～1,000円

TEL 0855-75-8185（従業員数 21人 ）
パート労働者 32022-  836201 就業場所 島根県邑智郡美郷町

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-  837501 就業場所 島根県邑智郡美郷町

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-  838001 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

8,000円～14,000円

TEL 082-232-8271（従業員数 5人 ）
正社員 34010-40258601 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

8,400円～14,000円

TEL 082-232-8271（従業員数 5人 ）
正社員 34010-40260701 就業場所 島根県邑智郡邑南町

販売（ジュンテンドー川本
店：契約社員）

株式会社ジュンテンドー 島根県益田市下本郷町２０６－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

仕分け作業（川本）短期ア
ルバイト

ヤマト運輸株式会社　石見
支店

島根県大田市長久町長久ロ２６７－４ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

営業 山興緑化　有限会社 島根県邑智郡美郷町小松地３２０ 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

介護職員（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
月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

介護職員（陽光苑）【正社
員】

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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員 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

介護福祉士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

介護職員 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

介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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

管理栄養士 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

管理栄養士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

模型製作業務／島根県邑智
郡

株式会社　大田鋳造所 広島県広島市西区上天満町３－２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

製図工／島根県邑智郡 株式会社　大田鋳造所 広島県広島市西区上天満町３－２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限


