
　　　　　　令和３年３月１０日～３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

その他
64歳以下 (1)9時00分～17時00分

123,000円～270,000円

TEL 0238-84-1181（従業員数 9人 ）
正社員 06060-  792311 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

250,000円～300,000円

TEL 0855-92-1360（従業員数 43人 ）
正社員 32022-  263011 就業場所 島根県江津市桜江町

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

890円～890円

TEL 0855-95-2369（従業員数 0人 ）
パート労働者 32022-  264311 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～240,000円

TEL 0855-83-2222（従業員数 31人 ）
正社員 32022-  256311 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 交替制あり
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

140,000円～150,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0855-83-2222（従業員数 31人 ）
正社員 32022-  257611 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
64歳以下 (1)8時30分～16時00分

800円～800円

TEL 0855-83-2222（従業員数 31人 ）
パート労働者 32022-  258911 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

800円～950円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0855-83-2222（従業員数 31人 ）
パート労働者 32022-  259111 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

210,000円～220,000円

TEL 0855-83-2222（従業員数 31人 ）
正社員 32022-  260211 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

1,200円～1,400円

TEL 0855-83-2222（従業員数 31人 ）
パート労働者 32022-  261511 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

175,000円～175,000円

TEL 0855-92-0547（従業員数 20人 ）
正社員 32022-  262411 就業場所 島根県江津市桜江町

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

6,400円～8,000円

TEL 0855-95-2160（従業員数 3人 ）
正社員 32022-  254411 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～17時00分

180,000円～300,000円

TEL 0855-75-1363（従業員数 16人 ）
正社員 32022-  255011 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給
不問 (1)8時15分～17時15分

204,040円～204,040円

TEL 0855-27-1300（従業員数 7人 ）
正社員 32020- 1491611 就業場所 島根県邑智郡邑南町 厚生

時給
不問 (1)10時00分～12時00分

890円～890円

TEL 050-5207-4337（従業員数 3人 ）
パート労働者 32022-  251811 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

8,000円～8,000円

TEL 0855-92-1331（従業員数 4人 ）
正社員以外 32022-  253511 就業場所 島根県江津市桜江町

事務職員 桜江町商工会 島根県江津市桜江町川戸１１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

弁当の配達 合同会社ふくのや 島根県邑智郡邑南町市木２１５２－７ 労災

雇用期間の定めなし 不問

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

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

農業作業員 有限会社　はらやま 島根県邑智郡邑南町矢上７４８６－４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

一次加工作業員 有限会社　桜江町桑茶生産
組合

島根県江津市桜江町市山５０７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

看護師、准看護師 ウェルファ　株式会社（老
人ホームふる郷）

島根県邑智郡邑南町下田所１０８３－１ 雇用・労災 准看護師

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師、准看護師 ウェルファ　株式会社（老
人ホームふる郷）

島根県邑智郡邑南町下田所１０８３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

准看護師

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員 ウェルファ　株式会社（老
人ホームふる郷）

島根県邑智郡邑南町下田所１０８３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

洗濯・掃除・食事の準備、
片づけ

ウェルファ　株式会社（老
人ホームふる郷）

島根県邑智郡邑南町下田所１０８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士・介護職員 ウェルファ　株式会社（老
人ホームふる郷）

島根県邑智郡邑南町下田所１０８３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

介護福祉士

介護職員初任者研
修修了者雇用期間の定めなし 定年を上限

相談員、ケアマネジャー
（幹部候補生）

ウェルファ　株式会社（老
人ホームふる郷）

島根県邑智郡邑南町下田所１０８３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

社会福祉士

介護支援専門員
（ケアマネー
ジャー）

雇用期間の定めなし 定年を上限

施設維持管理 一般社団法人　邑南町観光
協会

島根県邑智郡邑南町矢上７１５４－１０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限
基本給１２万３千円
（２７万円）＋歩合給

所在地・就業場所

家庭薬配置員【島根営業
所】（邑智郡管内担当）

協同薬品工業　株式会社 山形県長井市本町２丁目１０番６号

℡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３月１０日～３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 交替制あり
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

180,000円～180,000円 (2)13時00分～22時00分

TEL 082-942-1006（従業員数 0人 ）
正社員 32022-  246011 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 交替制あり
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

180,000円～180,000円 (2)13時00分～22時00分

TEL 082-942-1006（従業員数 0人 ）
正社員 32022-  247311 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 交替制あり
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

180,000円～180,000円 (2)13時00分～22時00分

TEL 082-942-1006（従業員数 0人 ）
正社員 32022-  248611 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)9時00分～22時00分

830円～830円 　 の間の　6時間程度

TEL 082-942-1006（従業員数 0人 ）
パート労働者 32022-  249911 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～21時00分

830円～830円 　 の間の　6時間程度

TEL 082-942-1006（従業員数 0人 ）
パート労働者 32022-  250711 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

180,000円～233,000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 917人 ）
正社員 15070- 3307611 就業場所 島根県邑智郡邑南町 拠出

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

6,760円～6,760円

TEL 0855-95-2504（従業員数 36人 ）
正社員以外 32022-  245411 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-  242811 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 変形（1年単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

810円～830円

TEL 0855-92-0547（従業員数 20人 ）
パート労働者 32022-  243211 就業場所 島根県浜田市、江津市桜江町

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-  244511 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

商品出荷作業及び二次加工
作業

有限会社　桜江町桑茶生産
組合

島根県江津市桜江町市山５０７－１ 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 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
月以上）

不問

事務職員 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

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

清掃スタッフ 株式会社ウェルス 島根県邑智郡邑南町三日市２７６番地 労災

雇用期間の定めなし 不問

受付 株式会社ウェルス 島根県邑智郡邑南町三日市２７６番地 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

営業推進 株式会社ウェルス 島根県邑智郡邑南町三日市２７６番地 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

ホテルフロント 株式会社ウェルス 島根県邑智郡邑南町三日市２７６番地 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

支配人候補 株式会社ウェルス 島根県邑智郡邑南町三日市２７６番地 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


