
　　　　　　令和３年８月２１日～８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 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)20時30分～7時00分

792円～792円

TEL 082-248-2266（従業員数 30人 ）
パート労働者 34010-34594311 就業場所 島根県江津市桜江町

日給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

10,000円～10,000円

TEL 0852-61-0181（従業員数 70人 ）
パート労働者 32010-11660811 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

6,640円～7,830円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0855-92-0220（従業員数 19人 ）
正社員 32022-  696711 就業場所 島根県江津市桜江町

日給 交替制あり
不問 (1)6時15分～15時00分

7,100円～7,500円 (2)8時30分～17時15分

(3)9時45分～18時30分

TEL 0855-95-2111（従業員数 163人 ）
正社員以外 32022-  697811 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

900円～900円 　 の間の　7時間程度

TEL 0855-83-0123（従業員数 24人 ）
パート労働者 32022-  698211 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)8時30分～17時30分

180,000円～180,000円 (2)8時30分～12時15分

TEL 0855-72-0057（従業員数 1人 ）
正社員 32022-  699511 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)8時30分～12時30分

810円～810円

TEL 0855-95-2504（従業員数 97人 ）
パート労働者 32022-  694911 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)8時30分～18時00分

170,000円～180,000円

TEL 0855-95-0193（従業員数 8人 ）
正社員 32022-  695111 就業場所 島根県邑智郡邑南町

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- 3646711 就業場所 島根県大田市、邑智郡、江津市

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- 3647811 就業場所 島根県大田市、邑智郡、江津市

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～250,000円

TEL 0994-62-3851（従業員数 11人 ）
正社員 46030- 6694211 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 交替制あり
不問 (1)6時30分～12時30分

830円～870円

TEL 0855-95-0363（従業員数 94人 ）
パート労働者 32022-  690411 就業場所 島根県邑智郡邑南町

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 ）
正社員以外 32022-  691011 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)14時15分～17時15分

950円～950円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0855-75-0103（従業員数 3人 ）
パート労働者 32022-  685611 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～12時30分

950円～950円

TEL 0855-75-0103（従業員数 3人 ）
パート労働者 32022-  686911 就業場所 島根県邑智郡美郷町

歯科助手、受付 ひらた歯科医院 島根県邑智郡美郷町粕渕２５４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科助手、受付 ひらた歯科医院 島根県邑智郡美郷町粕渕２５４ 雇用・労災

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 雇用・労災・健
康・厚生

保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理員（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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

牛肥育管理業務（島根県美
郷町）

みらいファーム株式会社 鹿児島県鹿屋市串良町細山田２１７５－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

青果・精肉作業員 間商事　有限会社 島根県邑智郡邑南町矢上　９９６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

（障）環境整備員（桃源の
家）

社会福祉法人　石見さくら
会

島根県邑智郡邑南町矢上　３４７ 雇用・労災・財
形

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

倉庫内作業員 邑智トラック事業協同組合 島根県邑智郡川本町大字因原１９８－５ 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

フォークリフト運
転技能者雇用期間の定めなし 定年を上限

事務　兼　包装・検品作業
員

有限会社ねこしま　みずほ
工場

島根県邑智郡邑南町山田４９５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理員 邑智郡公立病院組合　公立
邑智病院

島根県邑智郡邑南町中野３８４８－２ 雇用・公災・健
康・厚生

調理師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護員（さくらが丘） サンライフほのぼの　有限
会社

島根県江津市桜江町市山５４３－１６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

交通誘導警備員（邑南町） 令和警備保障　株式会社 島根県松江市学園１丁目１４番地２２ 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

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

所在地・就業場所

施設管理（夜間警備）／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

℡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８月２１日～８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。

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

6,760円～6,760円 (2)11時00分～20時00分

(3)13時00分～22時00分

TEL 0855-95-2504（従業員数 100人 ）
正社員以外 32022-  687111 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～65歳 (1)8時00分～17時00分

170,000円～230,000円

TEL 0852-27-1008（従業員数 5人 ）
正社員 32010-11584011 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

810円～810円 (2)9時00分～17時00分

TEL 042-593-8587（従業員数 8人 ）
パート労働者 13140-10805611 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～13,000円

TEL 0855-92-0788（従業員数 10人 ）
正社員 32022-  682411 就業場所 島根県江津市桜江町

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

食肉・食肉加工品・缶詰の
製造業務と付随する一般事
務／島根

株式会社　クイージ 東京都日野市高幡３３３の４ 労災

雇用期間の定めなし 不問

電気工事施工技術者（川本
営業所）

サンべ電気　株式会社 島根県松江市西津田１０丁目１３－３６ 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

介護職員（桃源の家） 社会福祉法人　石見さくら
会

島根県邑智郡邑南町矢上　３４７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

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


