
　　　　　　令和３年１２月２１日～１２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

月給 変形（1年単位）
18歳～44歳 (1)8時00分～17時00分

160,000円～215,000円 (2)12時00分～21時00分

(3)18時00分～3時00分

TEL 0545-22-2558（従業員数 30人 ）

正社員 22100- 9569611 就業場所 島根県邑智郡川本町

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- 1047311 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

月給 交替制あり
44歳以下 (1)7時15分～16時15分

145,250円～190,500円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0855-72-3040（従業員数 141人 ）

正社員 32022- 1048611 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

月給 交替制あり
不問 (1)7時15分～16時15分

145,250円～197,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0855-72-3040（従業員数 141人 ）

正社員以外 32022- 1049911 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

時給 交替制あり
不問 (1)7時15分～20時00分

850円～1,150円 　 の間の 　4時間以上

TEL 0855-72-3040（従業員数 141人 ）

パート労働者 32022- 1050711 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- 1044511 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 交替制あり
不問 (1)10時00分～18時00分

850円～850円 　 の間の 　3時間以上

TEL 050-6880-2547（従業員数 0人 ）

パート労働者 32022- 1045411 就業場所 島根県邑智郡美郷町

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- 1046011 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～16時40分

180,000円～230,000円

TEL 0855-77-0035（従業員数 42人 ）

正社員 32022- 1043211 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給
45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- 5554511 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～16時50分

177,400円～294,700円

TEL 0856-22-4824（従業員数 28人 ）

正社員 32040- 5555411 就業場所 島根県大田市、邑智郡、江津市

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 34010-52990111 就業場所 島根県江津市桜江町

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 34010-52993211 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

160,000円～200,000円 (2)20時00分～5時00分

TEL 082-295-1997（従業員数 10人 ）

正社員以外 34010-53007911 就業場所 島根県邑智郡邑南町

技能職（中子製造）＜短期
＞／島根県邑南

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

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

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

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

総務事務員 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

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

販売員 合同会社　未来のはなし 島根県邑智郡美郷町粕渕３２５－２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

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

調理員 社会医療法人　仁寿会 島根県邑智郡川本町大字川本３８３－１ 労災 調理師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理員（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

調理師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理師（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

調理師

雇用期間の定めなし キャリア形
成

救命救急士 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

救急救命士

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

包装、検査担当【川本工
場】

株式会社　三協 静岡県富士市伝法５７３－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

℡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。


