
　　　　　　令和３年１月２１日～１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

月給
不問 (1)6時00分～15時00分

250,000円～250,000円 (2)11時00分～20時00分

(3)13時00分～22時00分

TEL 090-5165-9019（従業員数 3人 ）

正社員 32060-  205811 就業場所島根県邑智郡美郷町

月給
不問 (1)6時00分～15時00分

250,000円～250,000円 (2)11時00分～20時00分

(3)13時00分～22時00分

TEL 090-5165-9019（従業員数 3人 ）

正社員 32060-  206211 就業場所島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)6時00分～14時00分

1,000円～1,000円 (2)12時00分～17時00分

(3)17時00分～22時00分

TEL 090-5165-9019（従業員数 3人 ）

パート労働者 32060-  207511 就業場所島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)6時00分～14時00分

1,000円～1,000円 (2)12時00分～17時00分

(3)17時00分～22時00分

TEL 090-5165-9019（従業員数 3人 ）

パート労働者 32060-  208411 就業場所島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1ヶ月単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

155,000円～155,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0855-72-1111（従業員数 12人 ）

正社員 32022-   87611 就業場所島根県邑智郡川本町

月給 交替制あり
不問 (1)5時30分～20時00分

160,000円～330,000円 　 の間の　8時間

TEL 0855-97-8566（従業員数 6人 ）

正社員以外 32022-   89111 就業場所島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～12時00分

795円～830円

TEL 0855-72-3517（従業員数 9人 ）

パート労働者 32022-   90211 就業場所島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)9時00分～18時00分

1,300円～2,500円

TEL 092-406-0018（従業員数 3人 ）

パート労働者 40010- 5475011 就業場所島根県邑智郡邑南町

月給
不問 (1)9時00分～18時00分

180,000円～500,000円

TEL 092-406-0018（従業員数 3人 ）

正社員 40010- 5485611 就業場所島根県邑智郡邑南町

月給
不問 (1)8時15分～17時30分

130,000円～160,000円

TEL 0855-83-1717（従業員数 23人 ）

正社員以外 32022-   86311 就業場所島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

2,000円～2,000円

TEL 0855-72-3526（従業員数 1人 ）

パート労働者 32022-   88911 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～14時00分

850円～850円 　 の間の　5時間程度

TEL 050-5207-4337（従業員数 3人 ）

パート労働者 32022-   84411 就業場所島根県邑智郡邑南町

月給
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～350,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 25人 ）

正社員 32022-   85011 就業場所島根県江津市桜江町

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-  431611 就業場所島根県大田市、邑智郡、江津市

月給
35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-  432911 就業場所島根県大田市、邑智郡、江津市

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

所在地・就業場所

調理スタッフ ピッツェリア　エ　リスト
ランテ　ぎんざん

島根県大田市三瓶町志学１９７３－１

接客スタッフ ピッツェリア　エ　リスト
ランテ　ぎんざん

島根県大田市三瓶町志学１９７３－１ 雇用・労災 ソムリエ

雇用期間の定めなし 不問

調理補助員 ピッツェリア　エ　リスト
ランテ　ぎんざん

島根県大田市三瓶町志学１９７３－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理補助員 ピッツェリア　エ　リスト
ランテ　ぎんざん

島根県大田市三瓶町志学１９７３－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

接客員・レストランホール
スタッフ（主任候補）

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 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

栄養士 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

管理栄養士

栄養士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理師

調理員（因原保育所） 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 調理師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

福祉理容師　福祉美容師 株式会社　シルバーサポー
トジャパン

福岡県福岡市中央区港１丁目２番１８号 労災 理容師

美容師

雇用期間の定めなし 不問

福祉理容師　福祉美容師 株式会社　シルバーサポー
トジャパン

福岡県福岡市中央区港１丁目２番１８号 雇用・労災・健
康・厚生

理容師

美容師

雇用期間の定めなし 不問

介護職員 社会福祉法人　おおなん福
祉会

島根県邑智郡邑南町上亀谷　２１８０－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

職業訓練講師 邑智地域能力開発振興協会 島根県邑智郡川本町大字川本２７９　 
　　島根県川本合同庁舎２階 

雇用・労災 日商簿記２級

日商簿記３級

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

調理補助 合同会社ふくのや 島根県邑智郡邑南町市木２１５２－７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

住宅販売 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

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

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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

℡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３年１月２１日～１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。

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

184,000円～344,800円

TEL 082-277-6541（従業員数 25人 ）

正社員 34010- 4127311 就業場所島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

1,000円～1,000円

TEL 06-6878-5979（従業員数 1人 ）

パート労働者 27060- 3030111 就業場所島根県邑智郡美郷町 拠出

月給 交替制あり
不問 (1)6時00分～15時30分

130,000円～150,000円 (2)8時30分～18時00分

(3)9時30分～19時00分

TEL 0855-83-1717（従業員数 19人 ）

正社員以外 32022-   81811 就業場所島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

7,000円～10,000円

TEL 0855-72-0057（従業員数 22人 ）

正社員 32022-   82211 就業場所島根県邑智郡川本町 厚生

月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～16時40分

180,000円～240,000円

TEL 0855-77-0035（従業員数 4人 ）

正社員 32022-   83511 就業場所島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)8時30分～13時30分

1,200円～1,300円 (2)13時30分～18時30分

TEL 080-5068-1087（従業員数 22人 ）

パート労働者 32060-  191811 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20分

180,000円～240,000円

TEL 082-247-0266（従業員数 6人 ）

正社員 34010- 3451111 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-   77311 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-   78611 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

135,000円～200,000円

TEL 0855-83-1801（従業員数 12人 ）

正社員以外 32022-   79911 就業場所島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時15分～17時30分

7,112円～7,112円

TEL 0855-95-2504（従業員数 15人 ）

正社員以外 32022-   80711 就業場所島根県邑智郡邑南町

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-  186011 就業場所島根県邑智郡川本町

漬け物製造・加工 株式会社　猫島商店 広島県広島市西区商工センター１丁目１０
－２３

雇用・労災・健
康・厚生

食品衛生管理者

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業員 タイガー　株式会社 大阪府吹田市山田市場１０番１号 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

調理員 社会福祉法人　おおなん福
祉会

島根県邑智郡邑南町上亀谷　２１８０－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

調理師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

作業員 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

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 キャリア形
成 フォークリフト運

転技能者

中型・大型貨物自動車運転
手

三江線運輸　有限会社 島根県邑智郡川本町大字因原１９８－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

大型自動車免許

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

中型自動車免許

セールスドライバー（川
本）

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 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

事務員／美郷工場（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 キャリア形
成

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

育苗作業員 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

介護職員（希望の郷） 社会福祉法人　石見さくら
会

島根県邑智郡邑南町矢上　３４７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

仕分け作業（川本） 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


