
　　　　　　令和３年９月１０日～９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

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～16時00分

830円～830円

TEL 0855-72-1111 （従業員数 12人 ）

パート労働者 32022-  774711 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

7,000円～12,000円

TEL 0855-72-0057 （従業員数 22人 ）

正社員 32022-  775811 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

月給
59歳以下 (1)8時00分～16時45分

160,000円～160,000円

TEL 0855-72-0761 （従業員数 9人 ）

正社員 32022-  776211 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

820円～820円

TEL 0855-84-0332 （従業員数 32人 ）

パート労働者 32022-  769511 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

1,084円～1,180円

TEL 0855-84-0332 （従業員数 32人 ）

パート労働者 32022-  770311 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

820円～820円

TEL 0855-84-0332 （従業員数 37人 ）

パート労働者 32022-  771611 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

2,000円～3,000円 　　の間の  3時間以上

TEL 0855-72-0152 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32022-  767811 就業場所 島根県邑智郡川本町

その他 交替制あり
18歳以上 (1)16時30分～9時00分

時間額　824円～824円

（夜勤1回　12,500円）

TEL 0855-72-3517 （従業員数 63人 ）

パート労働者 32022-  768211 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 交替制あり
不問 (1)6時00分～15時30分

130,000円～150,000円 (2)8時30分～18時00分

(3)9時30分～19時00分

TEL 0855-83-1717 （従業員数 19人 ）

正社員以外 32022-  763611 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)10時00分～15時00分

850円～950円 (2)13時00分～18時00分

(3)10時00分～17時00分

TEL 0855-72-0152 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32022-  765111 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

300,000円～550,000円 (2)9時00分～12時00分

TEL 0855-72-0152 （従業員数 6人 ）

正社員 32022-  766711 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

800円～1,250円 (2)10時00分～18時00分

TEL 0855-95-0032 （従業員数 1人 ）

正社員以外 32022-  762311 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

143,000円～153,000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-  754311 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-  755611 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-  756911 就業場所 島根県邑智郡邑南町

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

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

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

営業職 テラピー総合保険 島根県邑智郡邑南町矢上６３－５　スプリング本
町１Ｂー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

薬剤師 川本おりづる薬局（（有）
紀美薬局）

島根県邑智郡川本町川本３８４－７ 雇用・労災・健
康・厚生

薬剤師

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務・配達 川本おりづる薬局（（有）
紀美薬局）

島根県邑智郡川本町川本３８４－７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理員 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

調理師

栄養士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

夜間介護員（みどりの里や
すらぎ荘）

社会福祉法人　川本福祉会 島根県邑智郡川本町大字因原５７０－１ 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

（深夜割増賃金、時間
外割増賃金含む）

薬剤師 川本おりづる薬局（（有）
紀美薬局）

島根県邑智郡川本町川本３８４－７ 労災 薬剤師

雇用期間の定めなし 不問

事務員 社会福祉法人　邑南町社会
福祉協議会

島根県邑智郡邑南町高見４８５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護職員 社会福祉法人　邑南町社会
福祉協議会

島根県邑智郡邑南町高見４８５－１ 雇用・労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 不問

介護員 社会福祉法人　邑南町社会
福祉協議会

島根県邑智郡邑南町高見４８５－１ 雇用・労災 介護福祉士

雇用期間の定めなし 不問

一般事務 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型・中型貨物自動車運転
手

三江線運輸　有限会社 島根県邑智郡川本町大字因原１９８－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

大型自動車免許

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

所在地・就業場所

製造販売員（Ｐｉｃｃｏｌ
ｕｓｓｏ）

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

℡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１０日～９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。

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-  757111 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-  758711 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-  759811 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

181,000円～241,000円

TEL 0855-72-0361 （従業員数 4人 ）

正社員 32022-  760411 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1ヶ月単位）
44歳以下 (1)8時30分～17時00分

200,000円～200,000円

TEL 0855-72-1111 （従業員数 7人 ）

正社員 32022-  761011 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)9時30分～13時30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 34010-37344011 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)9時30分～18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 34010-37348111 就業場所 島根県邑智郡川本町

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 34010-37349711 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 34010-37357711 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)9時00分～18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 34010-37359211 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)9時00分～14時00分

1,100円～1,100円 (2)14時00分～19時00分

TEL 082-502-6788 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣パート 34010-37360011 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)9時00分～18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 34010-37362611 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)9時00分～14時00分

1,100円～1,100円 (2)14時00分～19時00分

TEL 082-502-6788 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣パート 34010-37363911 就業場所 島根県邑智郡美郷町

食品スーパーマーケット内
レジ業務／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

食品スーパーマーケット内
レジ業務／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
品出し業務／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

食品スーパーマーケット内
品出し業務／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

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
事務業務・レジ・品出／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
事務業務／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

栄養士 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

栄養士

管理栄養士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

自動車整備士 邑智コルト　有限会社 島根県邑智郡川本町大字因原　５０４－５ 雇用・労災・健
康・厚生

三級自動車整備士

二級自動車整備士

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 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


