
　　　　　　令和３年７月１日～７月１０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

日給
不問 (1)8時30分～17時15分

6,400円～6,920円

TEL 0855-74-6262（従業員数 23人 ）
正社員以外 32022-  590711 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)6時00分～21時00分

300,000円～350,000円 　の間の　 8時間程度

TEL 082-248-2266（従業員数 30人 ）
正社員 34010-28501511 就業場所 島根県江津市桜江町

時給 交替制あり
64歳以下 (1)9時00分～15時00分

950円～950円 (2)10時00分～16時00分

(3)11時00分～17時00分

TEL 0852-28-6220（従業員数 2人 ）
パート労働者 32010- 9700311 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

1,220円～1,220円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0852-61-0110（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 32010- 9720811 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

1,220円～1,220円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0852-61-0110（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 32010- 9721211 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
64歳以下 (1)9時00分～17時00分

167,000円～167,000円

TEL 0852-28-6220（従業員数 3人 ）
正社員 32010- 9726611 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～44歳 (1)8時00分～17時00分

161,750円～212,200円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-72-3040（従業員数 218人 ）
正社員 32022-  588611 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

165,250円～222,000円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-72-3040（従業員数 11人 ）
正社員 32022-  589911 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)6時00分～22時00分

150,000円～220,000円 　の間の　 8時間程度

TEL 082-248-2266（従業員数 30人 ）
正社員 34010-28091511 就業場所 島根県江津市桜江町

時給 交替制あり
不問 (1)5時30分～14時30分

880円～1,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0852-27-6535（従業員数 2人 ）
パート労働者 32010- 9600211 就業場所 島根県江津市桜江町

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 34010-27809011 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 34010-27825311 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 34010-27844111 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 交替制あり
64歳以下 (1)7時00分～21時00分

150,000円～250,000円 　の間の　 8時間程度

TEL 082-248-2266（従業員数 30人 ）
正社員 34010-27882411 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時25分～18時00分

144,600円～160,600円

TEL 0852-22-2520（従業員数 8人 ）
正社員以外 32010- 9527111 就業場所 島根県邑智郡川本町

雇用・労災・健
康・厚生

調理師

栄養士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

所在地・就業場所

調理員 社会福祉法人　邑智会 島根県邑智郡美郷町粕渕３７番地４

支配人候補／島根県江津市 株式会社第一ホテルマネジ
メント

広島県広島市中区大手町５－３－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務・施設管理・その
他業務に準じたサポート業
務：川本

有限会社　Ｗｉｌｌさんい
ん

島根県松江市朝日町４９８　松江センタービル
８Ｆ

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車部品の溶接作業／邑
南町

株式会社ワークスタッフ松
江営業所

島根県松江市東本町５丁目１６－６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

法令の規定
により年齢
制限がある

自動車部品のプレス作業／
邑南町

株式会社ワークスタッフ松
江営業所

島根県松江市東本町５丁目１６－６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

法令の規定
により年齢
制限がある

一般事務・施設管理・その
他業務に準じたサポート業
務：川本

有限会社　Ｗｉｌｌさんい
ん

島根県松江市朝日町４９８　松江センタービル
８Ｆ

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　正職員 社会医療法人　仁寿会 島根県邑智郡川本町大字川本３８３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

介護職員初任者研
修修了者

ホームヘルパー２
級雇用期間の定めなし キャリア形

成 介護福祉士

介護福祉士 社会医療法人　仁寿会 島根県邑智郡川本町大字川本３８３－１ 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

フロント・レストランス
タッフ／島根県江津市

株式会社第一ホテルマネジ
メント

広島県広島市中区大手町５－３－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理パート（有料老人ホー
ムさくらが丘：桜江町）

富士産業株式会社　山陰事
業部

島根県松江市殿町１１１　松江センチュリービ
ル３階

雇用・労災・健
康・厚生

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

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

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

調理師／島根県江津市 株式会社第一ホテルマネジ
メント

広島県広島市中区大手町５－３－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車整備補助（邑智店） 株式会社日産サティオ島根 島根県松江市西津田２丁目７－２５ 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

℡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７月１日～７月１０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ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時25分～18時00分

157,500円～221,700円

TEL 0852-22-2520（従業員数 8人 ）
正社員 32010- 9538211 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～17時00分

820円～1,000円 　の間の　 5時間程度

TEL 0855-95-0118（従業員数 5人 ）
パート労働者 32022-  574811 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
不問 (1)9時30分～18時00分

820円～1,000円 　の間の　 8時間程度

TEL 0855-95-0118（従業員数 5人 ）
パート労働者 32022-  576511 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

7,100円～7,100円

TEL 0855-83-1313（従業員数 11人 ）
正社員以外 32022-  578011 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

7,305円～7,305円

TEL 0855-72-0631（従業員数 8人 ）
正社員以外 32022-  580111 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時40分

180,000円～250,000円

TEL 0855-77-0035（従業員数 41人 ）
正社員 32022-  581711 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～16時40分

200,000円～240,000円

TEL 0855-77-0035（従業員数 4人 ）
正社員 32022-  582811 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～18時00分

850円～850円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0855-95-0077（従業員数 30人 ）
パート労働者 32022-  583211 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
59歳以下 (1)9時00分～17時00分

185,000円～210,000円

TEL 0855-95-0077（従業員数 14人 ）
正社員 32022-  584511 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)8時00分～16時00分

850円～850円

TEL 0855-95-0077（従業員数 14人 ）
パート労働者 32022-  585411 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～18時00分

850円～850円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0855-95-0077（従業員数 14人 ）
パート労働者 32022-  586011 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

810円～810円

TEL 0855-23-3351（従業員数 2人 ）
パート労働者 32020- 3391911 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)7時00分～16時00分

1,100円～1,100円

TEL 082-502-6788（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 34010-27161411 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

1,100円～1,100円

TEL 082-502-6788（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣パート 34010-27164611 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)5時30分～8時30分

900円～900円 (2)5時30分～14時30分

(3)9時00分～14時30分

TEL 0120-70-2346（従業員数 5人 ）
パート労働者 27060-19231411 就業場所 島根県邑智郡川本町

自動車整備（邑智店） 株式会社日産サティオ島根 島根県松江市西津田２丁目７－２５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

店舗接客 シックス・プロデュース有
限会社

島根県邑智郡邑南町矢上３５３１番地７ 労災

雇用期間の定めなし 不問

店舗接客 シックス・プロデュース有
限会社

島根県邑智郡邑南町矢上３５３１番地７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

栄養士・管理栄養士 社会福祉法人　瑞穂福祉会 島根県邑智郡邑南町出羽２９３－５ 雇用・労災・健
康・厚生

栄養士

管理栄養士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

一般事務（町民生活課） 川本町役場 島根県邑智郡川本町大字川本２７１－３ 雇用・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

車両の運行管理及び大型運
転手

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

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

鮮魚・精肉作業員 有限会社　魚彰 島根県邑智郡邑南町中野６６８－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

鮮魚・精肉作業員 有限会社　魚彰 島根県邑智郡邑南町中野６６８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

惣菜作業員 有限会社　魚彰 島根県邑智郡邑南町中野６６８－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

販売店員・レジ係 有限会社　魚彰 島根県邑智郡邑南町中野６６８－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

クリーンスタッフ（邑智郡
邑南町）島根県立石見養護
学校

北陽ビル管理株式会社　浜
田営業所

島根県浜田市港町２８３－２２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

食品スーパーマーケット内
鮮魚業務／島根県邑智郡

株式会社　アクオ西日本 広島県広島市中区八丁堀１５番６号 
広島ちゅうぎんビル５階

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

食品スーパーマーケット内
鮮魚業務／島根県邑智郡

株式会社　アクオ西日本 広島県広島市中区八丁堀１５番６号 
広島ちゅうぎんビル５階

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

調理アシスタント（邑智郡
川本町）

株式会社　ナリコマエン
タープライズ

大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目４番２号 
ナリコマＨＤ新大阪ビル６Ｆ

労災

雇用期間の定めなし 定年を上限



　　　　　　令和３年７月１日～７月１０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）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

175,000円～320,000円

TEL 0852-26-5480（従業員数 5人 ）
正社員 32010- 9032911 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 交替制あり
59歳以下 (1)7時30分～16時15分

195,500円～326,200円 (2)8時30分～17時15分

TEL 0852-32-5966（従業員数 100人 ）
正社員 32010- 9312011 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

170,000円～224,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0852-23-1881（従業員数 5人 ）
正社員 32010- 9377811 就業場所 島根県大田市、川本町、飯南町

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

795円～850円

TEL 0855-23-0832（従業員数 60人 ）
パート労働者 32020- 3263111 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00分～16時45分

922円～922円 (2)8時00分～12時00分

(3)12時45分～16時45分

TEL 0855-52-5220（従業員数 5人 ）
パート労働者 32020- 3304511 就業場所 島根県江津市桜江町

時給
不問 (1)8時00分～19時00分

850円～900円 　の間の　 5時間以上

TEL 0855-52-6612（従業員数 10人 ）
パート労働者 32020- 3331011 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

192,000円～222,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)16時00分～10時00分

TEL 0855-52-6612（従業員数 9人 ）
正社員 32020- 3333611 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 交替制あり
18歳以上 (1)7時15分～16時00分

165,000円～181,000円 (2)8時30分～17時15分

(3)10時00分～18時45分

TEL 0855-95-0363（従業員数 94人 ）
正社員以外 32022-  546611 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～9時30分

870円～980円 (2)16時00分～19時00分

(3)7時00分～8時00分

TEL 0855-95-0363（従業員数 94人 ）
パート労働者 32022-  547911 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)6時00分～15時00分

800円～800円

TEL 0855-83-2138（従業員数 5人 ）
パート労働者 32022-  548111 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)6時00分～21時30分

800円～800円 　の間の　 4時間程度

TEL 0855-83-2138（従業員数 5人 ）
パート労働者 32022-  549711 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
35歳以下 (1)8時00分～16時45分

150,000円～200,000円

TEL 0855-72-0761（従業員数 10人 ）
正社員 32022-  550511 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

2,000円～2,000円

TEL 0855-72-3526（従業員数 1人 ）
パート労働者 32022-  552011 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
21歳～40歳 (1)8時45分～17時10分

145,000円～145,000円

TEL 0855-95-1141（従業員数 14人 ）
正社員 32022-  553311 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

6,800円～8,000円

TEL 0855-83-1663（従業員数 16人 ）
正社員 32022-  554611 就業場所 島根県邑智郡邑南町

伐採業務従事者（邑智郡美
郷町）

株式会社　佐藤組 島根県松江市堂形町７３７－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（緑風園） 社会福祉法人　島根県社会
福祉事業団

島根県松江市東津田町１７４１－３　いきいき
プラザ島根５階

雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

販売・技術職（大田市・邑
智郡川本町・飯南町赤名）

松江石油株式会社 島根県松江市東朝日町１３６－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

危険物取扱者（乙
種）

雇用期間の定めなし 定年を上限

クリーンクルー：４Ｈ（川
本町内）

太平ビルサービス株式会社
浜田営業所

島根県浜田市長沢町３０４９ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

学校給食調理員（桜江）代
替職員

江津市学校給食会 島根県江津市江津町６７４－１江津学校給食セ
ンター内

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職員『ほのか（桜
江）』

株式会社　志穏 島根県浜田市下府町８９９－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

看護師・准看護師『ほのか
（桜江）』

株式会社　志穏 島根県浜田市下府町８９９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

支援員（緑風園） 社会福祉法人　島根県社会
福祉事業団　緑風園

島根県邑智郡邑南町中野２３８４番地 雇用・労災・健
康・厚生

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

世話人 社会福祉法人　島根県社会
福祉事業団　緑風園

島根県邑智郡邑南町中野２３８４番地 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

パンの製造及び販売 ニューヤマザキデイリース
トア　はまのや店

島根県邑智郡邑南町上亀谷２８１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

販売員 ニューヤマザキデイリース
トア　はまのや店

島根県邑智郡邑南町上亀谷２８１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

運転手及び浄化槽維持管理
助手

有限会社　邑智郡浄化槽セ
ンター

島根県邑智郡川本町大字川下１３１３ 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成 ５トン限定準中型

自動車免許

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

教習指導員（未経験・無資
格者も可）

有限会社　石見自動車教習
センター

島根県邑智郡邑南町中野３６０５－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

自動二輪車免許

中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成 大型自動車免許

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



　　　　　　令和３年７月１日～７月１０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
44歳以下 (1)7時45分～17時15分

180,000円～280,000円

TEL 0855-75-1032（従業員数 9人 ）
正社員 32022-  555911 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

193,600円～332,200円

TEL 0855-92-1321（従業員数 276人 ）
正社員 32022-  556111 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

197,600円～341,200円

TEL 0855-92-1321（従業員数 276人 ）
正社員 32022-  557711 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

340,000円～340,000円

TEL 0855-83-0123（従業員数 3人 ）
正社員 32022-  559211 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～170,000円

TEL 0855-83-0123（従業員数 3人 ）
正社員 32022-  560011 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

850円～1,100円

TEL 0855-83-1788（従業員数 8人 ）
正社員 32022-  561311 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-  562611 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

8,000円～10,000円

TEL 0855-75-0147（従業員数 5人 ）
正社員 32022-  563911 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

10,000円～12,000円

TEL 0855-92-1360（従業員数 49人 ）
正社員 32022-  564111 就業場所 島根県江津市桜江町 大型自動車免許

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

165,000円～250,000円

TEL 0855-92-1360（従業員数 49人 ）
正社員 32022-  565711 就業場所 島根県江津市桜江町

日給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

10,000円～12,000円

TEL 0855-92-1360（従業員数 43人 ）
正社員 32022-  566811 就業場所 島根県江津市桜江町

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-  570611 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 交替制あり
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

180,000円～270,000円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-83-0977（従業員数 190人 ）
正社員 32022-  571911 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 交替制あり
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

6,800円～7,200円 (2)10時00分～19時00分

(3)8時00分～17時00分

TEL 0855-83-0977（従業員数 62人 ）
正社員以外 32022-  572111 就業場所 島根県邑智郡邑南町

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 4人 ）
正社員 32060- 1284611 就業場所 島根県邑智郡美郷町

設備工事作業者・工事管理
者

有限会社　福田電気水道 島根県邑智郡美郷町粕渕４２４－２ 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

（障）安全管理者
（障害者対象求人）

今井産業　株式会社 島根県江津市桜江町川戸４７２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

第一種衛生管理者

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場監督（建築） 今井産業　株式会社 島根県江津市桜江町川戸４７２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

食品製造工（工場長候補） 株式会社　猫島商店　みず
ほ工場（ヴァンヴェールみ
ずほ）

島根県邑智郡邑南町山田　４９５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

食品製造工・事務 株式会社　猫島商店　みず
ほ工場（ヴァンヴェールみ
ずほ）

島根県邑智郡邑南町山田　４９５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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

重機オペレーター 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

２級土木施工管理
技士

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能
者

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員
「建設」

村上建設　株式会社 島根県邑智郡美郷町浜原３１６一７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

建築設計スタッフ 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

二級建築士

２級建築施工管理
技士雇用期間の定めなし 定年を上限

家屋解体作業員 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

大型自動車免許

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

看護師（入寮可） 医療法人　徳祐会 島根県邑智郡邑南町山田３３－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（サンホームみず
ほ）

医療法人　徳祐会 島根県邑智郡邑南町山田３３－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

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 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問



　　　　　　令和３年７月１日～７月１０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。

時給
不問 (1)6時00分～14時00分

1,100円～1,100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 4人 ）
パート労働者 32060- 1285911 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

1,100円～1,100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 4人 ）
パート労働者 32060- 1292611 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

850円～850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 4人 ）
パート労働者 32060- 1293911 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

850円～850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 4人 ）
パート労働者 32060- 1297211 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

150,000円～350,000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 4人 ）
正社員 32060- 1298511 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

150,000円～350,000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 4人 ）
正社員 32060- 1314311 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 4人 ）
正社員 32060- 1317111 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 21人 ）
パート労働者 32060- 1319811 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)0時00分～23時59分

185,000円～500,000円 　の間の　 8時間程度

TEL 0854-82-3311（従業員数 1人 ）
正社員 32060- 1345511 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

8,400円～14,000円

TEL 082-232-8271（従業員数 8人 ）
正社員 34010-26475711 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

10,000円～14,000円

TEL 082-232-8271（従業員数 8人 ）
正社員 34010-26487411 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)6時00分～11時00分

800円～800円 (2)6時00分～12時00分

(3)7時00分～12時00分

TEL 093-391-7717（従業員数 3人 ）
パート労働者 40062- 3010711 就業場所 島根県邑智郡邑南町

接客補助員 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

雇用期間の定めなし 不問

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

雇用期間の定めなし 不問

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

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

カヌー・キャンプ場管理ス
タッフ

石見ワイナリー　株式会社 島根県大田市大田町大田イ８００－１５ 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

製図工（ＣＡＤ／ＣＡＭ）
／島根県邑智郡

株式会社　大田鋳造所 広島県広島市西区上天満町３－２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

模型製作業務／島根県邑智
郡

株式会社　大田鋳造所 広島県広島市西区上天満町３－２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

寿司、弁当・惣菜、揚げ物
の製造・販売（島根県邑智
郡）

九州惣菜　株式会社 福岡県北九州市門司区黄金町６－２８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問


