
　　　　　　令和３年９月１日～９月９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
不問 (1)13時00分～17時00分

810円～810円

TEL 0855-95-2504 （従業員数 15人 ）

パート労働者 32022-  753011 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～17時00分

900円～1,300円 (2)10時30分～18時30分

TEL 090-5567-4778（従業員数 5人 ）

パート労働者 32022-  752411 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)8時00分～17時00分

160,000円～200,000円 (2)17時00分～2時00分

TEL 082-295-1997 （従業員数 22人 ）

正社員 34010-36979411 就業場所 島根県邑智郡邑南町 拠出

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～14時00分

890円～1,100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-  747611 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 交替制あり
不問 (1)7時00分～20時00分

150,000円～170,000円 　 の間の　 8時間

TEL 050-5207-4337（従業員数 3人 ）

正社員以外 32022-  748911 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

6,494円～15,152円

TEL 0855-83-0251 （従業員数 18人 ）

正社員 32022-  749111 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

6,494円～10,823円

TEL 0855-83-0251 （従業員数 18人 ）

正社員 32022-  750211 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)10時00分～16時00分

824円～824円

TEL 0855-92-1171 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32022-  751511 就業場所 島根県江津市桜江町

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

830円～830円 　 の間の　 4時間程度

TEL 0855-95-2150 （従業員数 26人 ）

パート労働者 32022-  744411 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 交替制あり
21歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

7,500円～8,500円

TEL 0855-95-2310 （従業員数 7人 ）

正社員 32022-  745011 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

350,000円～450,000円

TEL 082-282-2221 （従業員数 75人 ）

正社員 34140-18465311 就業場所 島根県江津市桜江町

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～250,000円

TEL 082-282-2221 （従業員数 75人 ）

正社員 34140-18381211 就業場所 島根県江津市桜江町 給付

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 944人 ）

正社員 15070- 9689411 就業場所 島根県邑智郡邑南町 拠出

時給 交替制あり
64歳以下 (1)5時45分～12時30分

1,000円～1,000円 (2)7時30分～12時30分

(3)10時30分～19時00分

TEL 0120-70-2346 （従業員数 12人 ）

パート労働者 27060-25464011 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 207人 ）

正社員以外 32022-  743511 就業場所 島根県邑智郡邑南町

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

調理アシスタント（邑智郡
美郷町）

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

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

製造技術Ｇｒ・板金プレ
ス・金型メンテナンス／島
根県江津市

双葉工業　株式会社 広島県広島市南区大州四丁目８－２４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

アーク溶接技能者
（基本級）

プレス機械作業主任
者雇用期間の定めなし 定年を上限

管理職（部長代理・課長）
／桜江工場

双葉工業　株式会社 広島県広島市南区大州四丁目８－２４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型貨物トラック乗務員 東和運送株式会社　石見営
業所

島根県邑智郡邑南町矢上４６７―１０ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

フォークリフト運転
技能者雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

検査員 株式会社　トリコン 島根県邑智郡邑南町中野３８２５番地８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

運搬・配達員、生活支援員 特定非営利活動法人　さく
らんぼのお家 

島根県江津市桜江町谷住郷１７１３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

販売員（事務・配達） 有限会社　増田住建 島根県邑智郡邑南町山田７２－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築・土木・林業 有限会社　増田住建 島根県邑智郡邑南町山田７２－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理補助・配達・接客 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・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

技能職／島根県邑智郡 株式会社ツチヨシ産業 広島県広島市中区西十日市町９番９号 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

レジ・調理補助 ＰＡＩＮ＆ＳＡＮＤＷＩＣ
Ｈ　ＬＵＬＵ（パンとサン
ドイッチの店　ルル）林
光

島根県邑智郡邑南町山田７５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

雇用・労災・財
形

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

所在地・就業場所

（障）環境整備員（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

℡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９月１日～９月９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)8時00分～17時00分

1,600円～1,800円

TEL 0853-21-9523 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 32030- 7601811 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30分～17時00分

167,600円～172,000円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0852-21-6247 （従業員数 6人 ）

正社員 32010-12019011 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 32010-12201211 就業場所 島根県大田市、川本町、飯南町

月給
不問 (1)8時15分～17時00分

146,918円～248,986円

TEL 0852-22-5411 （従業員数 0人 ）

正社員以外 32010-12260211 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

172,000円～172,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0855-52-6612 （従業員数 9人 ）

正社員 32020- 4339211 就業場所 島根県江津市桜江町

時給
64歳以下 (1)8時30分～14時30分

1,000円～1,000円

TEL 0855-22-2892 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32020- 4356511 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

8,000円～10,000円

TEL 0855-72-2686 （従業員数 9人 ）

正社員 32022-  701411 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

197,600円～341,200円

TEL 0855-92-1321 （従業員数 27人 ）

正社員 32022-  703311 就業場所 島根県邑智郡川本町 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-  704611 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

168,600円～266,600円

TEL 0855-92-1321 （従業員数 264人 ）

正社員 32022-  705911 就業場所 島根県江津市桜江町、川本町、浜田市 拠出

日給 変形（1年単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

10,000円～13,500円

TEL 0855-76-0026 （従業員数 23人 ）

正社員 32022-  706111 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給 変形（1年単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

9,500円～11,500円

TEL 0855-76-0026 （従業員数 23人 ）

正社員 32022-  707711 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

9,000円～12,000円

TEL 0855-72-0017 （従業員数 6人 ）

正社員 32022-  708811 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

230,000円～310,000円

TEL 0855-72-0017 （従業員数 6人 ）

正社員 32022-  709211 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

800円～900円 　 の間の　 5時間程度

TEL 0855-97-0371 （従業員数 13人 ）

パート労働者 32022-  710011 就業場所 島根県邑智郡邑南町

事務員 坂根牧場 島根県邑智郡邑南町日和１４３３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

土木施工管理技士 株式会社　小畑建設 島根県邑智郡川本町大字川本１０５４－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

大型自動車免許

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 定年を上限

土木作業員 株式会社　小畑建設 島根県邑智郡川本町大字川本１０５４－１ 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 定年を上限

大型自動車免許

建設機械オペレーター・土
木作業員、大型ダンプ運転
手

岡山産業　有限会社 島根県邑智郡美郷町石原２５４－１ 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

現場管理技術者 岡山産業　有限会社 島根県邑智郡美郷町石原２５４－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

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

大型自動車免許

建設重機オペレーター 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

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 キャリア形
成 大型自動車免許

現場監督（土木） 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

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

現場監督（舗装）川本 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

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

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

クリーンクルー（老人ホー
ム故郷）

株式会社　さんびる　浜田
営業所

島根県浜田市長沢町３０２９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

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 雇用・労災・健
康・厚生

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

島根県市町村立学校事務職
員（邑南町）

島根県教育庁学校企画課 島根県松江市殿町１番地 雇用・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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

木材市場業務（邑智郡邑南
町）

島根県森林組合連合会 島根県松江市母衣町５５ 雇用・労災・健
康・厚生

フォークリフト運転
技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

設計管理補助【邑智郡川本
町】

株式会社　アイデン島根営
業所

島根県出雲市塩冶有原町１－５５－２シバハラ
ビル２Ｆ

雇用・労災 その他の鉱工業技術
関係資格

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問



　　　　　　令和３年９月１日～９月９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
40歳以下 (1)8時00分～17時30分

160,000円～250,000円

TEL 0855-95-3577 （従業員数 5人 ）

正社員 32022-  711311 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30分～17時30分

1,000円～1,200円

TEL 0855-97-8566 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32022-  712611 就業場所 島根県邑智郡邑南町

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 213人 ）

正社員 32022-  713911 就業場所 島根県大田市、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-  714111 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歳以上 (1)8時00分～17時00分

170,250円～227,000円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-72-3040 （従業員数 141人 ）

正社員以外 32022-  715711 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

200,150円～257,000円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-72-3040 （従業員数 141人 ）

正社員 32022-  716811 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

196,450円～252,000円

TEL 0855-72-3040 （従業員数 218人 ）

正社員 32022-  717211 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

137,500円～320,000円

TEL 0855-72-0191 （従業員数 4人 ）

正社員 32022-  718511 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

137,500円～280,000円

TEL 0855-72-0191 （従業員数 4人 ）

正社員 32022-  719411 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

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-  720611 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

9,000円～13,000円

TEL 0855-92-1360 （従業員数 43人 ）

正社員 32022-  721911 就業場所 島根県江津市桜江町

日給
不問 (1)8時30分～17時15分

9,000円～9,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0855-95-1111 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32022-  722111 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

9,000円～9,000円 (2)8時30分～17時00分

(3)8時30分～12時30分

TEL 0855-95-1111 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32022-  723711 就業場所 島根県邑智郡邑南町 厚生

時給
不問 (1)9時00分～13時00分

830円～830円

TEL 0855-72-3080 （従業員数 13人 ）

パート労働者 32022-  724811 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

12,000円～15,000円

TEL 0855-83-0291 （従業員数 10人 ）

正社員 32022-  725211 就業場所 島根県邑智郡邑南町

土木施工管理技士 有限会社　河野建材 島根県邑智郡邑南町上亀谷４５６－１ 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

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

看護師・准看護師 邑南町役場 島根県邑智郡邑南町矢上６０００ 雇用・公災・健
康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師・准看護師 邑南町役場 島根県邑智郡邑南町矢上６０００ 労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

土木現場作業員 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

２級土木施工管理技
士雇用期間の定めなし 定年を上限
車両系建設機械（基
礎工事用）運転技能
者

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

建設機械運転手（現場作業
含む）

株式会社　原工務所　川本
営業所

島根県邑智郡川本町大字川下１３５７番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

中型自動車免許

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木技術者（川本） 株式会社　原工務所　川本
営業所

島根県邑智郡川本町大字川下１３５７番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

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

社会福祉士（加藤病院・仁
寿苑）

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

社会福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師 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

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師（嘱託職員） 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

准看護師

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

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

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 労災 管理栄養士

栄養士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

自動車整備士 有限会社　石見自動車 島根県邑智郡邑南町中野３８６７－５ 雇用・労災・健
康・厚生

二級自動車整備士

三級自動車整備士

雇用期間の定めなし キャリア形
成 自動車検査員



　　　　　　令和３年９月１日～９月９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。

日給
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

12,000円～15,000円

TEL 0855-83-0291 （従業員数 10人 ）

正社員 32022-  726511 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

792円～792円

TEL 0855-83-1663 （従業員数 16人 ）

パート労働者 32022-  727411 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

148,500円～185,100円

TEL 0855-83-1717 （従業員数 21人 ）

正社員以外 32022-  728011 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

148,500円～185,100円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0855-83-1717 （従業員数 42人 ）

正社員以外 32022-  729311 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時15分～17時30分

148,500円～185,100円 (2)9時00分～18時15分

TEL 0855-83-1717 （従業員数 33人 ）

正社員以外 32022-  730111 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
18歳～59歳 (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-  732811 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
59歳以下 (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-  733211 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

157,400円～231,300円

TEL 0855-72-0277 （従業員数 99人 ）

正社員 32022-  734511 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
45歳以下 (1)8時15分～17時00分

154,900円～220,600円

TEL 0855-72-0277 （従業員数 99人 ）

正社員 32022-  735411 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

180,000円～250,000円

TEL 0855-75-1682 （従業員数 12人 ）

正社員 32022-  736011 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給
59歳以下 (1)7時00分～22時00分

160,000円～200,000円 　 の間の　 8時間程度

TEL 0855-74-6500 （従業員数 2人 ）

正社員 32022-  737311 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
59歳以下 (1)7時00分～22時00分

800円～1,200円 　 の間の　 8時間程度

TEL 0855-74-6500 （従業員数 2人 ）

パート労働者 32022-  738611 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～19時00分

800円～800円 　 の間の　 7時間30分

TEL 0855-75-0037 （従業員数 11人 ）

パート労働者 32022-  739911 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～19時00分

850円～850円 　 の間の　 7時間30分

TEL 0855-75-0037 （従業員数 11人 ）

パート労働者 32022-  740711 就業場所 島根県邑智郡美郷町

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-  741811 就業場所 島根県邑智郡邑南町

ライスセンター作業員 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 フォークリフト運転
技能者

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

鮮魚担当（水産部門） 株式会社Ａコープ西日本
Ａコープおおち店

島根県邑智郡美郷町粕渕８１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

スーパー店員 株式会社Ａコープ西日本
Ａコープおおち店

島根県邑智郡美郷町粕渕８１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

接客、ネット販売補助 千千香 島根県邑智郡美郷町粕渕４３７－１２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

接客・ネット販売補助 千千香 島根県邑智郡美郷町粕渕４３７－１２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 邑東建設　有限会社 島根県邑智郡美郷町上川戸６６７－６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場管理事務および山林調
査

邑智郡森林組合 島根県邑智郡川本町大字因原６６ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

山林作業員及び工場作業員 邑智郡森林組合 島根県邑智郡川本町大字因原６６ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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 定年を上限

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

看護師（あさぎり） 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

看護師

准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師（ゆめあいの丘） 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

看護師

准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師（瑞穂西デイサービ
スセンター）

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

看護師

准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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

建築施工管理技士 有限会社　河野建材 島根県邑智郡邑南町上亀谷４５６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

１級建築施工管理技
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



　　　　　　令和３年９月１日～９月９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。

日給 交替制あり
不問 (1)7時15分～16時00分

6,800円～7,100円 (2)8時30分～17時15分

(3)9時30分～18時15分

TEL 0855-83-1313 （従業員数 11人 ）

パート労働者 32022-  742211 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 交替制あり
59歳以下 (1)0時00分～23時59分

175,000円～200,000円 　 の間の　 8時間程度

TEL 0854-82-3311 （従業員数 4人 ）

正社員 32060- 1724511 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)8時00分～15時00分

900円～900円 　 の間の　 5時間程度

TEL 0854-82-3311 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32060- 1725411 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給
59歳以下 (1)11時00分～20時00分

175,000円～200,000円

TEL 0854-82-3311 （従業員数 15人 ）

正社員 32060- 1726011 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 交替制あり
18歳以上 (1)8時30分～0時00分

1,100円～1,250円 　 の間の　 2時間以上

TEL 0868-23-1000 （従業員数 11人 ）

パート労働者 33020- 6589611 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)18時00分～21時00分

950円～1,000円

TEL 082-248-2266 （従業員数 30人 ）

パート労働者 34010-35003711 就業場所 島根県江津市桜江町

時給
不問 (1)6時00分～9時00分

950円～1,000円

TEL 082-248-2266 （従業員数 30人 ）

パート労働者 34010-35007411 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00分～18時00分

170,000円～200,000円 (2)12時00分～21時00分

(3)6時30分～15時30分

TEL 082-248-2266 （従業員数 30人 ）

正社員以外 34010-35008011 就業場所 島根県江津市桜江町

時給 交替制あり
不問 (1)10時00分～15時00分

1,000円～1,100円 (2)16時00分～21時00分

TEL 082-248-2266 （従業員数 30人 ）

パート労働者 34010-35011711 就業場所 島根県江津市桜江町

時給 交替制あり
18歳以上 (1)8時30分～17時30分

900円～950円 (2)18時30分～22時30分

TEL 082-248-2266 （従業員数 30人 ）

パート労働者 34010-35014511 就業場所 島根県江津市桜江町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

900円～900円 　 の間の　 6時間程度

TEL 0824-63-2646 （従業員数 14人 ）

パート労働者 34070- 2390511 就業場所 広島県三次市、庄原市、邑南町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

875円～875円 　 の間の　 6時間程度

TEL 0824-63-2646 （従業員数 14人 ）

パート労働者 34070- 2391411 就業場所 広島県三次市、庄原市、邑南町

植栽管理 有限会社　ジャパンクリー
ンサービス

広島県三次市十日市東２丁目３－８ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

清掃業務 有限会社　ジャパンクリー
ンサービス

広島県三次市十日市東２丁目３－８ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理補助／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 労災

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

レストラン・ホール・宴会
業務（リーダー）／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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

フロント受付業務／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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

ホール業務／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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

ホール業務／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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

（島根県ラスベガス川本
店）ホール接客・カウン
ター業務

全秦通商　株式会社 岡山県津山市鍛治町３７ 労災

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

スイミングインストラク
ター

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 定年を上限

ホテルスタッフ 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

雇用期間の定めなし 不問

ホテルスタッフ 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 定年を上限

保育士・保育支援員 社会福祉法人　瑞穂福祉会 島根県邑智郡邑南町出羽２９３－５ 労災 保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問


