
　　　　　　令和３年９月２１日～９月３０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

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

150,000円～200,000円

TEL 0855-97-0609 （従業員数 6人 ）

正社員 32022-  803711 就業場所 島根県邑智郡邑南町 拠出

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

200,000円～250,000円

TEL 0855-97-0609 （従業員数 6人 ）

正社員 32022-  804811 就業場所 島根県邑智郡邑南町 拠出

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

255,000円～315,000円

TEL 0855-97-0609 （従業員数 6人 ）

正社員 32022-  805211 就業場所 島根県邑智郡邑南町 拠出

月給 交替制あり
64歳以下 (1)7時30分～16時30分

173,000円～217,800円 (2)8時00分～17時00分

(3)8時30分～17時30分

TEL 0855-75-8185 （従業員数 20人 ）

正社員 32022-  794011 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時30分

156,000円～270,000円

TEL 0855-95-0822 （従業員数 21人 ）

正社員 32022-  796611 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

146,600円～162,000円

TEL 0855-75-1345 （従業員数 12人 ）

正社員 32022-  797911 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

145,700円～148,100円 (2)7時00分～16時00分

TEL 0855-75-1345 （従業員数 33人 ）

正社員以外 32022-  798111 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30分

400,000円～500,000円

TEL 0855-95-0822 （従業員数 21人 ）

正社員 32022-  799711 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

156,000円～360,500円

TEL 0855-95-0822 （従業員数 21人 ）

正社員 32022-  800611 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

161,600円～341,200円

TEL 0855-92-1321 （従業員数 116人 ）

正社員 32022-  801911 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

時給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

850円～850円 　 の間の　 5時間程度

TEL 0855-83-0257 （従業員数 2人 ）

パート労働者 32022-  802111 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00分～17時00分

1,100円～1,190円 　 の間の　 7時間程度

TEL 0855-75-8185 （従業員数 20人 ）

パート労働者 32022-  790811 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)7時30分～9時00分

950円～950円 (2)16時15分～17時45分

TEL 0855-75-8185 （従業員数 20人 ）

パート労働者 32022-  791211 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 交替制あり
不問 (1)8時00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-  792511 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時40分

220,000円～270,000円

TEL 0855-77-0035 （従業員数 41人 ）

正社員 32022-  793411 就業場所 島根県邑智郡美郷町

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 不問

所在地・就業場所

建設業経理事務 有限会社　白川建設 島根県邑智郡邑南町日貫３００１－１

土木作業員 有限会社　白川建設 島根県邑智郡邑南町日貫３００１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 不問

現場施工管理 有限会社　白川建設 島根県邑智郡邑南町日貫３００１－１ 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 不問

大型自動車免許

看護職員 社会福祉法人　敬愛福祉会
デイサービスやすらぎの里
別府

島根県邑智郡美郷町別府８番地５ 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

建設コンサルタント（未経
験者）

株式会社　大屋ハイテック 島根県邑智郡邑南町矢上　４５７５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

２級土木施工管理技
士

測量士

雇用期間の定めなし キャリア形
成 測量士補

看護師・准看護師（つくし
苑）

社会福祉法人　美郷町社会
福祉協議会

島根県邑智郡美郷町粕渕１９５番地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

ホームヘルパー（嘱託職
員）

社会福祉法人　美郷町社会
福祉協議会

島根県邑智郡美郷町粕渕１９５番地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）

不問

介護職員初任者研修
修了者

建設コンサルタント（経験
者）

株式会社　大屋ハイテック 島根県邑智郡邑南町矢上　４５７５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

技術士（建設部門）

雇用期間の定めなし 定年を上限

建設コンサルタント 株式会社　大屋ハイテック 島根県邑智郡邑南町矢上　４５７５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

２級土木施工管理技
士

測量士

雇用期間の定めなし 定年を上限

測量士補

事務 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 キャリア形
成

看板・フラッグ製作補助 株式会社　パソム 島根県邑智郡邑南町出羽　４２１ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護職員 社会福祉法人　敬愛福祉会
デイサービスやすらぎの里
別府

島根県邑智郡美郷町別府８番地５ 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

送迎職員 社会福祉法人　敬愛福祉会
デイサービスやすらぎの里
別府

島根県邑智郡美郷町別府８番地５ 労災

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

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

℡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２１日～９月３０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
不問 (1)8時00分～17時00分

900円～1,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0855-75-8185 （従業員数 20人 ）

パート労働者 32022-  795311 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)8時45分～16時00分

850円～900円

TEL 082-270-3170 （従業員数 10人 ）

パート労働者 34010-38820011 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)9時00分～18時00分

1,000円～1,200円 (2)15時00分～0時00分

(3)0時00分～9時00分

TEL 0855-23-1324 （従業員数 4人 ）

正社員 32020- 4754111 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
18歳以上 (1)9時00分～18時00分

850円～850円 (2)15時00分～0時00分

(3)0時00分～9時00分

TEL 0855-23-1324 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32020- 4756811 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

900円～1,000円 　 の間の　 5時間程度

TEL 0855-75-1345 （従業員数 33人 ）

パート労働者 32022-  786411 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15分～17時15分

914円～1,102円

TEL 0855-95-2504 （従業員数 15人 ）

パート労働者 32022-  784211 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時15分～17時30分

6,760円～8,016円

TEL 0855-95-2504 （従業員数 15人 ）

正社員以外 32022-  785511 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- 4088511 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- 4089411 就業場所 島根県大田市、邑智郡、江津市

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-  779011 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 交替制あり
不問 (1)6時00分～15時00分

148,500円～165,300円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時45分～18時45分

TEL 0855-72-3517 （従業員数 137人 ）

正社員以外 32022-  780911 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時00分～9時00分

845円～1,002円

TEL 0855-95-2504 （従業員数 36人 ）

パート労働者 32022-  781111 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)6時30分～15時30分

6,760円～7,976円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0855-95-2504 （従業員数 36人 ）

正社員以外 32022-  782711 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
45歳以下 (1)8時30分～17時30分

166,000円～226,400円

TEL 0855-95-2504 （従業員数 36人 ）

正社員 32022-  783811 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30分

175,000円～230,000円

TEL 0854-72-1995 （従業員数 3人 ）

正社員 32050- 1786111 就業場所 島根県飯石郡飯南町

介護職員 社会福祉法人　敬愛福祉会
デイサービスやすらぎの里
別府

島根県邑智郡美郷町別府８番地５ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

販売（ドラッグストア／
ウェルネス　川本店

株式会社　ツルハグループ
ドラッグ＆ファーマシー西
日本

広島県広島市西区井口明神１丁目１番１０号 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

販売員（コンビニエンスス
トア）正社員（邑南）

株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａ
ｚｕｌ

島根県浜田市片庭町２２ー２６ 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

販売員（コンビニエンスス
トア）（邑南）

株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａ
ｚｕｌ

島根県浜田市片庭町２２ー２６ 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

ホームヘルパー（パート） 社会福祉法人　美郷町社会
福祉協議会

島根県邑智郡美郷町粕渕１９５番地１ 雇用・労災 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）

不問

介護職員初任者研修
修了者

看護師（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 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

介護職員（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 雇用・労災・健
康・厚生・財形

介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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

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

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

調理員（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

調理師

雇用期間の定めなし 不問

介護員【夜勤】 社会福祉法人　石見さくら
会

島根県邑智郡邑南町矢上　３４７ 労災 介護福祉士

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

調理員 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

調理師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護職員（香梅苑） 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

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし キャリア形
成

惣菜製造および配達、水稲
野菜生産

株式会社　穀物創庫 島根県飯石郡飯南町頓原２０７番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限



　　　　　　令和３年９月２１日～９月３０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
不問 (1)8時30分～17時00分

1,100円～1,200円 (2)10時30分～19時00分

TEL 082-258-5734 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 34010-38443611 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給
不問 (1)8時15分～17時00分

211,773円～325,658円

TEL 0852-22-5411 （従業員数 0人 ）

正社員以外 32010-13076711 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00分

148,500円～165,300円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時45分～18時45分

TEL 0855-72-3517 （従業員数 137人 ）

正社員以外 32022-  777511 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～10時00分

824円～830円 (2)15時00分～19時00分

TEL 0855-72-3517 （従業員数 137人 ）

パート労働者 32022-  778411 就業場所 島根県邑智郡川本町

スーパー／レジ・品出し・
接客／島根県邑智郡

株式会社　ＴｒｕｓｔＧｒ
ｏｗｔｈ西日本　中国四国
支社

広島県広島市中区大手町５丁目２－２２　山陽
ビル２号館２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

島根県公立学校養護助教諭
（邑智郡、隠岐郡海士町）

島根県教育庁学校企画課 島根県松江市殿町１番地 公災・その他 養護教諭免許（専
修・１種・２種）

看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理員（江川荘） 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

調理師

雇用期間の定めなし 不問

調理員（江川荘） 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 調理師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問


