
　　　　　　令和３年４月１１日～４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
不問 (1)8時00分～17時00分

150,000円～200,000円

TEL 0855-97-0609（従業員数 6人 ）
正社員 32022-  337611 就業場所 島根県邑智郡邑南町 拠出

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

850円～1,100円

TEL 0855-83-1788（従業員数 8人 ）
正社員 32022-  340211 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)8時00分～15時00分

850円～1,000円 　 の間の　5時間程度

TEL 0855-83-1788（従業員数 8人 ）
パート労働者 32022-  341511 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

140,000円～150,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0855-72-1111（従業員数 12人 ）
正社員 32022-  336311 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 34010-16406911 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 34010-16418211 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 34010-16472111 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)8時45分～16時15分

800円～800円 (2)8時15分～17時00分

TEL 0855-95-0319（従業員数 71人 ）
パート労働者 32022-  334411 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
不問 (1)14時00分～19時00分

898円～1,038円

TEL 0855-75-1217（従業員数 11人 ）
パート労働者 32022-  330711 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00分～19時00分

898円～1,038円

TEL 0855-75-1217（従業員数 7人 ）
パート労働者 32022-  331811 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1年単位）
18歳以上 (1)8時30分～17時30分

170,500円～257,400円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-77-0041（従業員数 35人 ）
正社員以外 32022-  333511 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-  326011 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-  327311 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30分

156,000円～270,000円

TEL 0855-95-0822（従業員数 21人 ）
正社員 32022-  328611 就業場所 島根県邑智郡邑南町

建設コンサルタント（未経
験者）

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 キャリア形
成 測量士補

建設コンサルタント 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

建設コンサルタント（経験
者）

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

技術士（建設部
門）

雇用期間の定めなし 定年を上限

生活支援員 社会福祉法人　わかば会 島根県邑智郡美郷町小谷３６１番地 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）
法令の規定
により年齢
制限がある

介護職員初任者研
修修了者

児童クラブ指導員（大和小
学校区）

美郷町教育委員会　教育課 島根県邑智郡美郷町粕渕１６８ 労災 保育士

社会福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

児童クラブ指導員（邑智小
学校区）

美郷町教育委員会　教育課 島根県邑智郡美郷町粕渕１６８ 労災 保育士

社会福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

環境整備補助・事務補助
（障害者対象求人）

島根県立石見養護学校 島根県邑智郡邑南町中野２３８４－１８ 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

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

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

接客員・レストランホール
スタッフ

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

野菜のカット・惣菜製造 株式会社　食彩工房　邑悠 島根県邑智郡邑南町上亀谷３５５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

野菜のカット・惣菜製造 株式会社　食彩工房　邑悠 島根県邑智郡邑南町上亀谷３５５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 不問

所在地・就業場所

建設業経理事務 有限会社　白川建設 島根県邑智郡邑南町日貫３００１－１

℡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。


