
　　　　　　令和２年１０月１日～１０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ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

192,000円～222,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)16時00分～10時00分

TEL 0855-52-6612 （従業員数 9人 ）

正社員 32020- 4738501 就業場所 島根県江津市桜江町

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 27060-29275001 就業場所 島根県出雲市、川本町、江津市、浜田市 拠出

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

149,000円～149,000円

TEL 082-263-8961 （従業員数 1人 ）

正社員以外 34140-19425701 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)8時00分～13時00分

800円～800円

TEL 0855-95-3030 （従業員数 22人 ）

パート労働者 32022-  832101 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
39歳以下 (1)8時30分～18時00分

138,000円～143,000円

TEL 0855-95-2877 （従業員数 1人 ）

正社員 32022-  833401 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

170,000円～190,000円

TEL 0855-95-0496 （従業員数 13人 ）

正社員 32022-  834701 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～250,000円

TEL 0994-62-3851 （従業員数 9人 ）

正社員 46030- 7319401 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

123,000円～123,000円

TEL 0853-73-8960 （従業員数 4人 ）

正社員以外 32030- 7951301 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

1,200円～1,200円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0853-20-7615 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 32030- 7867801 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
不問 (1)5時30分～14時30分

900円～950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 32010-13294301 就業場所 島根県江津市桜江町

日給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

6,100円～6,960円

TEL 0855-95-0352 （従業員数 4人 ）

正社員 32022-  830601 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

8,700円～10,000円

TEL 0855-95-0352 （従業員数 4人 ）

正社員 32022-  831901 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10分～17時30分

240,000円～330,000円

TEL 082-247-0266 （従業員数 8人 ）

正社員 34010-38922301 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 交替制あり
64歳以下 (1)5時30分～8時30分

900円～900円 (2)5時30分～14時30分

(3)9時00分～14時30分

TEL 0120-70-2346 （従業員数 5人 ）

パート労働者 27060-28327301 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 交替制あり
59歳以下 (1)7時30分～16時15分

195,500円～326,200円 (2)8時30分～17時15分

TEL 0852-32-5966 （従業員数 100人 ）

正社員 32010-12995101 就業場所 島根県邑智郡邑南町

看護師（緑風園） 社会福祉法人　島根県社会
福祉事業団

島根県松江市東津田町１７４１－３　いきいき
プラザ島根５階

雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理アシスタント（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

労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

建設会社や建材商社への
ルート営業／島根県邑智郡
美郷町

株式会社　ナガ・ツキ 広島県広島市中区吉島西１丁目２１番１号 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

製図工（経験者） 有限会社　森廣テック 島根県邑智郡邑南町井原１２７７ 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（未経験者） 有限会社　森廣テック 島根県邑智郡邑南町井原１２７７ 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

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

自動車部品製造 日研トータルソーシング株
式会社　出雲事業所

島根県出雲市駅南町２－２－１　だるまビル２
Ｆ　Ｅ号室

雇用・労災・健
康・厚生

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

ヤクルト販売スタッフ【邑
南センター】

山陰ヤクルト販売　株式会
社

島根県出雲市斐川町荘原３９４６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

牛肥育管理業務（島根県美
郷町）

みらいファーム株式会社 鹿児島県鹿屋市串良町細山田２１７５－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

廃棄物処理作業 有限会社　日高毅商店 島根県邑智郡邑南町井原５０５番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

調剤薬局事務員 合同会社　ふわり 島根県邑智郡邑南町矢上３８５４番地２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

鮮魚部商品管理 協同組合　アベル 島根県邑智郡邑南町矢上９９６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

公用車運転手（普通乗用
車）　／島根県邑智郡

日本道路興運　株式会社
広島支店

広島県広島市南区金屋町３－１３　タミヤビル
６Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

店長候補／エリア職　出雲
市、浜田市、江津市、益田
市他

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　ＫＹＵＨＯ
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

雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

看護師・准看護師『ほのか
（桜江）』

株式会社　志穏 島根県浜田市下府町８９９－１

℡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１０月１日～１０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。

時給
不問 (1)8時00分～19時00分

850円～900円 　 の間の　5時間以上

TEL 0855-52-6612 （従業員数 10人 ）

パート労働者 32020- 4401101 就業場所 島根県江津市桜江町

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～16時45分

922円～922円 (2)8時00分～12時00分

(3)12時45分～16時45分

TEL 0855-52-5220 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32020- 4560201 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～9,000円

TEL 0855-95-0318 （従業員数 3人 ）

正社員以外 32022-    6200 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～170,000円

TEL 0855-83-0123 （従業員数 26人 ）

正社員 32022-  775301 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～350,000円

TEL 0855-75-1363 （従業員数 16人 ）

正社員 32022-  776601 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

250,000円～300,000円

TEL 0855-75-1363 （従業員数 16人 ）

正社員 32022-  777901 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～300,000円

TEL 0855-75-1363 （従業員数 16人 ）

正社員 32022-  778101 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

180,000円～230,000円

TEL 0855-75-1363 （従業員数 16人 ）

正社員 32022-  779401 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～17時30分

1,000円～1,000円

TEL 0855-75-1345 （従業員数 33人 ）

正社員以外 32022-  780201 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

132,700円～148,100円 (2)7時00分～16時00分

TEL 0855-75-1345 （従業員数 33人 ）

正社員以外 32022-  781501 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

132,700円～148,100円

TEL 0855-75-1345 （従業員数 12人 ）

正社員以外 32022-  782001 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

132,700円～148,100円

TEL 0855-75-1345 （従業員数 12人 ）

正社員以外 32022-  783301 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

800円～1,000円 　 の間の　5時間程度

TEL 0855-75-1345 （従業員数 33人 ）

パート労働者 32022-  784601 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～17時30分

900円～1,000円

TEL 0855-75-1345 （従業員数 12人 ）

正社員以外 32022-  785901 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

400,000円～500,000円

TEL 0855-95-0822 （従業員数 21人 ）

正社員 32022-  786101 就業場所 島根県邑智郡邑南町

技術士（各分野） 株式会社　大屋ハイテック 島根県邑智郡邑南町矢上　４５７５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

一級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（つくし苑）臨時
職員

社会福祉法人　美郷町社会
福祉協議会

島根県邑智郡美郷町粕渕１９５番地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

介護職員初任者研
修修了者

ホームヘルパー（パート） 社会福祉法人　美郷町社会
福祉協議会

島根県邑智郡美郷町粕渕１９５番地１ 雇用・労災 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

介護職員初任者研
修修了者

看護師・准看護師（つくし
苑）

社会福祉法人　美郷町社会
福祉協議会

島根県邑智郡美郷町粕渕１９５番地１ 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

介護職員（つくし苑）嘱託
職員

社会福祉法人　美郷町社会
福祉協議会

島根県邑智郡美郷町粕渕１９５番地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

介護職員初任者研
修修了者

ホームヘルパー（嘱託職
員）

社会福祉法人　美郷町社会
福祉協議会

島根県邑智郡美郷町粕渕１９５番地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

介護職員初任者研
修修了者

ホームヘルパー（臨時職
員）

社会福祉法人　美郷町社会
福祉協議会

島根県邑智郡美郷町粕渕１９５番地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

介護職員初任者研
修修了者

土木施工管理補助 大五建設　有限会社 島根県邑智郡美郷町乙原１６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員、重機オペレー
ター再生砕石の販売
「建設」

大五建設　有限会社 島根県邑智郡美郷町乙原１６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

その他の定置・建
設機械の運転関係
資格

雇用期間の定めなし キャリア形
成

建築技術者 大五建設　有限会社 島根県邑智郡美郷町乙原１６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

一級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木施工管理技士 大五建設　有限会社 島根県邑智郡美郷町乙原１６７－１ 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

食品製造工・事務（幹部候
補・管理職候補）

株式会社　猫島商店　みず
ほ工場（ヴァンヴェールみ
ずほ）

島根県邑智郡邑南町山田　４９５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

（臨時）酒造スタッフ 加茂福酒造　株式会社 島根県邑智郡邑南町中野２４０５－２ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

学校給食調理員（桜江）代
替職員

江津市学校給食会 島根県江津市江津町６７４－１江津学校給食セ
ンター内

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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 労災

雇用期間の定めなし 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。

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

156,000円～360,500円

TEL 0855-95-0822 （従業員数 21人 ）

正社員 32022-  787401 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30分

138,000円～156,000円

TEL 0855-95-0822 （従業員数 21人 ）

正社員 32022-  788701 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

180,000円～200,000円

TEL 0855-83-1200 （従業員数 3人 ）

正社員 32022-  789801 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～18時00分

850円～850円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0855-95-0193 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32022-  790301 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

7,000円～15,000円

TEL 0855-72-0225 （従業員数 8人 ）

正社員 32022-  791601 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
35歳以下 (1)8時00分～16時45分

150,000円～200,000円

TEL 0855-72-0761 （従業員数 10人 ）

正社員 32022-  792901 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～250,000円

TEL 0855-92-0151 （従業員数 25人 ）

正社員 32022-  793101 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給
59歳以下 (1)9時00分～17時00分

175,000円～200,000円

TEL 0855-95-0077 （従業員数 15人 ）

正社員 32022-  794401 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～18時00分

800円～800円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0855-95-0077 （従業員数 15人 ）

パート労働者 32022-  795701 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)8時00分～16時00分

800円～800円

TEL 0855-95-0077 （従業員数 14人 ）

パート労働者 32022-  796801 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～18時00分

800円～800円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0855-95-0077 （従業員数 30人 ）

パート労働者 32022-  797201 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

165,250円～214,500円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-72-3040 （従業員数 141人 ）

正社員 32022-  798501 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

月給
21歳～40歳 (1)8時45分～17時10分

145,000円～145,000円

TEL 0855-95-1141 （従業員数 14人 ）

正社員 32022-  799001 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

6,800円～6,800円

TEL 0855-83-1663 （従業員数 16人 ）

正社員 32022-  800801 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

792円～792円

TEL 0855-83-1663 （従業員数 16人 ）

パート労働者 32022-  801201 就業場所 島根県邑智郡邑南町

清掃作業員 有限会社　美建 島根県邑智郡邑南町上田所５０３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

清掃作業員 有限会社　美建 島根県邑智郡邑南町上田所５０３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

教習指導員（未経験・無資
格者も可）

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

自動二輪車免許

中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成 大型自動車免許

准看護師 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

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

鮮魚・精肉作業員 有限会社　魚彰 島根県邑智郡邑南町中野６６８－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

惣菜作業員 有限会社　魚彰 島根県邑智郡邑南町中野６６８－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

販売店員・レジ係 有限会社　魚彰 島根県邑智郡邑南町中野６６８－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

鮮魚・精肉作業員 有限会社　魚彰 島根県邑智郡邑南町中野６６８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 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 定年を上限

運転手及び浄化槽維持管理
助手

有限会社　邑智郡浄化槽セ
ンター

島根県邑智郡川本町大字川下１３１３ 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 ５トン限定準中型

自動車免許

建築作業員・大工・木工
職・現場監督

株式会社　才木建設 島根県邑智郡川本町大字川本５３７－１０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

レジ作業員 間商事　有限会社 島根県邑智郡邑南町矢上　９９６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

タイヤ販売・修理 有限会社　タイヤショップ
ミカミ

島根県邑智郡邑南町上亀谷３３８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務管理 株式会社　大屋ハイテック 島根県邑智郡邑南町矢上　４５７５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＲＣＣＭ、測量技術者、土
木施工管理、建築設計技術

株式会社　大屋ハイテック 島根県邑智郡邑南町矢上　４５７５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

２級土木施工管理
技士

測量士

雇用期間の定めなし 定年を上限

測量士補



　　　　　　令和２年１０月１日～１０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
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

10,000円～12,000円

TEL 0855-92-1360 （従業員数 50人 ）

正社員 32022-  802501 就業場所 島根県江津市桜江町 大型自動車免許

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

165,000円～250,000円

TEL 0855-92-1360 （従業員数 50人 ）

正社員 32022-  803001 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

10,000円～12,000円

TEL 0855-92-1360 （従業員数 52人 ）

正社員 32022-  804301 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

193,600円～332,200円

TEL 0855-92-1321 （従業員数 264人 ）

正社員 32022-  808401 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

197,600円～341,200円

TEL 0855-92-1321 （従業員数 264人 ）

正社員 32022-  809701 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

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-  810501 就業場所 島根県邑智郡川本町

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-  811001 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1年単位）
不問 (1)7時30分～16時30分

140,000円～160,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0855-72-3555 （従業員数 30人 ）

正社員 32022-  813601 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時00分

150,000円～150,000円

TEL 0855-92-0333 （従業員数 18人 ）

正社員 32022-  814901 就業場所 島根県江津市桜江町

月給
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～300,000円

TEL 0855-85-0123 （従業員数 9人 ）

正社員 32022-  815101 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

800円～800円

TEL 0855-53-2394 （従業員数 12人 ）

正社員 32022-  816401 就業場所 島根県江津市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時20分～17時15分

942円～1,175円 　 の間の　7時間程度

TEL 0855-72-0704 （従業員数 17人 ）

パート労働者 32022-  817701 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時20分～17時15分

942円～1,175円 　 の間の　6時間程度

TEL 0855-72-0704 （従業員数 16人 ）

パート労働者 32022-  818801 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時20分～17時15分

942円～1,175円 　 の間の　6時間程度

TEL 0855-72-0704 （従業員数 16人 ）

パート労働者 32022-  819201 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

144,900円～144,900円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0855-75-1870 （従業員数 61人 ）

正社員以外 32022-  821301 就業場所 島根県邑智郡美郷町

介護職員（ハートランド双
葉園）

社会福祉法人　吾郷会 島根県邑智郡美郷町滝原１６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

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

校務支援員（川本中学校） 川本町教育委員会　教育課 島根県邑智郡川本町大字川本３３２－１５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

校務支援員（川本小学校） 川本町教育委員会　教育課 島根県邑智郡川本町大字川本３３２－１５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

ＩＣＴ支援員 川本町教育委員会　教育課 島根県邑智郡川本町大字川本３３２－１５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

プラスチック検査・加工
員、ダイス加工員

岩本ダイス工業株式会社 島根県江津市桜江町市山４２０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

土木作業員または施工管理
技士

有限会社　福井建設 島根県邑智郡邑南町市木７３８－３ 雇用・労災・健
康・厚生

２級土木施工管理
技士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

事務 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員 株式会社　海愛 島根県邑智郡川本町川下１３１９－１５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 不問

一般事務補助（川本・土木
工務部及び用地課）

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

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

現場監督（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 定年を上限

（障）安全管理者 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

第一種衛生管理者

雇用期間の定めなし 定年を上限

家屋解体作業員 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築設計スタッフ 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

二級建築士

２級建築施工管理
技士雇用期間の定めなし 定年を上限

重機オペレーター 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

２級土木施工管理
技士

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



　　　　　　令和２年１０月１日～１０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。

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

144,900円～144,900円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0855-75-1870 （従業員数 61人 ）

正社員以外 32022-  822601 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

179,900円～199,900円

TEL 0855-75-1870 （従業員数 18人 ）

正社員 32022-  823901 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

179,900円～199,900円

TEL 0855-75-1870 （従業員数 46人 ）

正社員 32022-  824101 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

150,000円～200,000円

TEL 0855-75-1363 （従業員数 16人 ）

正社員 32022-  826701 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 交替制あり
不問 (1)6時00分～15時00分

131,400円～131,400円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0855-75-1870 （従業員数 235人 ）

正社員以外 32022-  827801 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 交替制あり
不問 (1)6時00分～15時00分

131,400円～131,400円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0855-75-1870 （従業員数 18人 ）

正社員以外 32022-  828201 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 交替制あり
不問 (1)6時00分～15時00分

131,400円～131,400円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0855-75-1870 （従業員数 61人 ）

正社員以外 32022-  829501 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

890円～890円

TEL 0854-82-0303 （従業員数 12人 ）

正社員以外 32060- 1842201 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

890円～890円

TEL 0854-82-0303 （従業員数 12人 ）

正社員以外 32060- 1843501 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時20分

200,000円～270,000円

TEL 082-247-0266 （従業員数 8人 ）

正社員 34010-37973401 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)6時00分～11時00分

800円～800円 (2)6時00分～12時00分

(3)7時00分～12時00分

TEL 093-391-7717 （従業員数 3人 ）

パート労働者 40062- 4448301 就業場所 島根県邑智郡邑南町

寿司、弁当・惣菜、揚げ物
の製造・販売（島根県邑智
郡）

九州惣菜　株式会社 福岡県北九州市門司区黄金町６－２８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

コンクリート二次製品製造
工／島根県邑智郡

株式会社　ナガ・ツキ 広島県広島市中区吉島西１丁目２１番１号 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

郵便配達員（粕淵郵便局） 日本郵便　株式会社　郵便
事業総本部　石見大田郵便
局

島根県大田市大田町大田ロ９２６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

原動機付自転車免
許

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

郵便配達員（中野郵便局） 日本郵便　株式会社　郵便
事業総本部　石見大田郵便
局

島根県大田市大田町大田ロ９２６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

原動機付自転車免
許

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

調理員（ハートランド双葉
園）

社会福祉法人　吾郷会 島根県邑智郡美郷町滝原１６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

調理員（まほろば大和） 社会福祉法人　吾郷会 島根県邑智郡美郷町滝原１６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

調理員（双葉園） 社会福祉法人　吾郷会 島根県邑智郡美郷町滝原１６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

倉庫作業・除草作業 大五建設　有限会社 島根県邑智郡美郷町乙原１６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

看護師・准看護師（双葉
園）

社会福祉法人　吾郷会 島根県邑智郡美郷町滝原１６７－１ 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

看護師・准看護師（まほろ
ば大和）

社会福祉法人　吾郷会 島根県邑智郡美郷町滝原１６７－１ 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

介護職員（マホロバの里） 社会福祉法人　吾郷会 島根県邑智郡美郷町滝原１６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

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


