
　　　　　　令和２年１１月１１日～１１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

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (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-  928601 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～240,000円

TEL 0855-74-0616 （従業員数 60人 ）
正社員 32022-  929901 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～240,000円

TEL 0855-74-0616 （従業員数 60人 ）
正社員 32022-  930701 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

850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- 2155301 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)8時45分～18時00分

191,000円～243,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

TEL 025-371-4115 （従業員数 11,306人 ）
正社員 15070-16026601 就業場所 島根県邑智郡邑南町 拠出

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

230,000円～260,000円

TEL 0855-75-0013 （従業員数 13人 ）
正社員 32022-  927301 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 交替制あり
18歳以上 (1)9時00分～18時00分

1,000円～1,200円 (2)15時00分～0時00分

(3)0時00分～9時00分

TEL 0855-23-1324 （従業員数 4人 ）
正社員 32020- 5288701 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～300,000円

TEL 0855-95-0285 （従業員数 26人 ）
正社員 32022-  923801 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～350,000円

TEL 0855-95-0285 （従業員数 26人 ）
正社員 32022-  924201 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
50歳以下 (1)8時00分～17時00分

130,000円～165,000円

TEL 0855-95-0285 （従業員数 26人 ）
正社員 32022-  925501 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)6時00分～9時00分

792円～792円

TEL 0855-72-1111 （従業員数 12人 ）
パート労働者 32022-  926001 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)7時30分～17時00分

160,000円～250,000円

TEL 0855-95-0220 （従業員数 33人 ）
正社員 32022-  918001 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)7時30分～17時00分

180,000円～250,000円

TEL 0855-95-0220 （従業員数 33人 ）
正社員 32022-  919301 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)7時30分～17時00分

180,000円～260,000円

TEL 0855-95-0220 （従業員数 33人 ）
正社員 32022-  920101 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

795円～795円 　 の間の　6時間程度

TEL 0855-95-2183 （従業員数 8人 ）
パート労働者 32022-  921401 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 18人 ）
正社員以外 32022-  917501 就業場所 島根県邑智郡邑南町

企画及び事務 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

漬物加工 株式会社　山豊石見加工場 島根県邑智郡邑南町中野１５８５－４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

建築大工 石見工業　株式会社 島根県邑智郡邑南町矢上７４８６－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

３級配管技能士

雇用期間の定めなし 定年を上限

配管工 石見工業　株式会社 島根県邑智郡邑南町矢上７４８６－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

３級配管技能士

雇用期間の定めなし 定年を上限

左官工 石見工業　株式会社 島根県邑智郡邑南町矢上７４８６－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

清掃員 株式会社ドリームかもん 島根県邑智郡川本町大字因原４５６ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

事務員（総務部） 株式会社　溝辺組 島根県邑智郡邑南町矢上５８２４番地４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

土木施工管理技士 株式会社　溝辺組 島根県邑智郡邑南町矢上５８２４番地４ 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 定年を上限

土木作業員、建設機械運転
士

株式会社　溝辺組 島根県邑智郡邑南町矢上５８２４番地４ 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 定年を上限

販売員（コンビニエンスス
トア）正社員（邑南）

株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａ
ｚｕｌ

島根県浜田市片庭町２２ー２６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

大型運転手 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

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 定年を上限

店舗運営職・幹部候補（ナ
ショナル社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地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

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

土木施工管理技士 株式会社　オーサン 島根県邑智郡川本町大字南佐木２８２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

のり面工 株式会社　オーサン 島根県邑智郡川本町大字南佐木２８２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

雇用・労災・健
康・厚生・財形

救急救命士

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

救命救急士 社会医療法人　仁寿会 島根県邑智郡川本町大字川本３８３－１

℡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。


