
　　　　　　令和３年３月２１日～３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

時給 交替制あり
不問 (1)16時30分～19時00分

850円～1,200円 (2)10時00分～12時00分

TEL 0855-72-3080（従業員数 0人 ）
パート労働者 32022-  276711 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 フレックス
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,200円～180,200円

TEL 0855-72-3025（従業員数 14人 ）
正社員 32022-  277811 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

10,000円～13,000円

TEL 0855-92-0788（従業員数 10人 ）
正社員 32022-  279511 就業場所 島根県江津市桜江町

時給
不問 (1)9時00分～13時00分

800円～800円

TEL 0855-72-3080（従業員数 0人 ）
パート労働者 32022-  280311 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

116,880円～116,880円

TEL 0855-72-0704（従業員数 0人 ）
パート労働者 32022-  269811 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～16時00分

116,880円～145,760円

TEL 0855-72-0704（従業員数 1人 ）
パート労働者 32022-  270411 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00分～17時00分

1,000円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0855-72-1111（従業員数 12人 ）
パート労働者 32022-  271011 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 交替制あり
18歳以上 (1)19時00分～9時00分

800円～800円

TEL 0855-72-3555（従業員数 23人 ）
パート労働者 32022-  272311 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

7,500円～10,000円

TEL 0855-72-2686（従業員数 10人 ）
正社員 32022-  273611 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-  274911 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00分～19時00分

1,174円～1,174円 　 の間の　4時間以上

TEL 0855-72-0355（従業員数 38人 ）
パート労働者 32022-  275111 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

900円～900円

TEL 0855-72-3555（従業員数 30人 ）
パート労働者 32022-  278211 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
59歳以下 (1)8時00分～16時50分

177,400円～294,700円

TEL 0856-22-4824（従業員数 28人 ）
正社員 32040- 1454411 就業場所 島根県大田市、江津市、邑智郡

月給
35歳以下 (1)8時00分～16時50分

177,400円～294,700円

TEL 0856-22-4824（従業員数 28人 ）
正社員 32040- 1455011 就業場所 島根県大田市、江津市、邑智郡

月給 交替制あり
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

8,000円～10,000円 (2)13時00分～22時00分

TEL 082-942-1006（従業員数 0人 ）
正社員 32022-  267111 就業場所 島根県邑智郡邑南町

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

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

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

事務職員 株式会社　海愛 島根県邑智郡川本町川下１３１９－１５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

炊事員 島根県立島根中央高等学校 島根県邑智郡川本町大字川本２２２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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

土木作業員
「建設」

松井土建　有限会社 島根県邑智郡川本町川下　２７２４番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

介護職員（夜間）※未経験
可

株式会社　海愛 島根県邑智郡川本町川下１３１９－１５ 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

販売員・レストランフロア
スタッフ【土日スタッフ】

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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

社会教育専門員 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・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

運動公園管理人 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

清掃スタッフ 安伸　有限会社 島根県邑智郡川本町大字川本３３２－１３ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

施工管理者 イワミ水道　有限会社 島根県江津市桜江町市山５４３番地 雇用・労災・健
康・厚生

２級土木施工管理
技士

２級管工事施工管
理技士雇用期間の定めなし 定年を上限

測量助手 株式会社　新興建設コンサ
ルタント

島根県邑智郡川本町大字川本１４３－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

測量士補

２級土木施工管理
技士雇用期間の定めなし 定年を上限

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

所在地・就業場所

スイミングインストラク
ター・プール監視

安伸　有限会社 島根県邑智郡川本町大字川本３３２－１３

℡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２１日～３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
不問 (1)8時30分～17時15分

128,000円～200,000円

TEL 0855-72-0123（従業員数 5人 ）
正社員以外 32022-  266911 就業場所 島根県邑智郡川本町

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-  265611 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
不問 (1)8時00分～17時30分

8,000円～10,000円

TEL 0853-72-8054（従業員数 0人 ）
正社員以外 32030- 2760711 就業場所 島根県邑智郡邑南町

ビニールハウス組立工【邑
南町】

有限会社　グリーンワール
ド

島根県出雲市斐川町求院１４９５－１６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

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

事務職 川本町商工会 島根県邑智郡川本町大字川本５５８－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問


