
　　　　　　令和４年１月１日～１月１０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
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

220,000円～280,000円

TEL 082-282-2221（従業員数 75人 ）

正社員 34140- 1443521 就業場所島根県江津市桜江町 給付

日給
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

7,000円～7,000円

TEL 0855-72-0277（従業員数 24人 ）

正社員 32022-   35821 就業場所島根県邑智郡美郷町

日給 交替制あり
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

10,500円～10,500円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0855-95-1121（従業員数 128人 ）

正社員以外 32022-   36221 就業場所島根県邑智郡邑南町 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時20分～8時50分

179,000円～179,000円 (2)18時00分～6時00分

(3)8時20分～17時20分

TEL 0826-72-5026（従業員数 24人 ）

正社員以外 34080-  170421 就業場所広島県北広島町、島根県邑南町他

月給
不問 (1)8時15分～17時15分

213,350円～213,350円

TEL 0855-27-1300（従業員数 7人 ）

正社員 32020-  303121 就業場所島根県邑智郡邑南町 厚生

時給
不問 (1)9時00分～20時00分

900円～900円 　 の間の　 5時間以上

TEL 0855-54-0592（従業員数 9人 ）

パート労働者 32020-  310921 就業場所島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)9時00分～18時00分

1,100円～1,200円

TEL 082-258-5734（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 34010-  997721 就業場所島根県邑智郡美郷町

時給 交替制あり
不問 (1)5時30分～8時30分

900円～900円 (2)5時30分～14時30分

(3)9時00分～14時30分

TEL 0120-70-2346（従業員数 5人 ）

パート労働者 27060-  888521 就業場所島根県邑智郡川本町

月給 交替制あり
59歳以下 (1)7時30分～16時15分

195,500円～326,200円 (2)8時30分～17時15分

TEL 0852-32-5966（従業員数 100人 ）

正社員 32010-  363021 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

930円～930円

TEL 0855-22-0700（従業員数 11人 ）

正社員以外 32020-   14921 就業場所島根県江津市桜江町

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

830円～830円

TEL 0855-23-0832（従業員数 90人 ）

パート労働者 32020-   74021 就業場所島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)8時00分～19時00分

850円～900円 　 の間の　 5時間以上

TEL 0855-52-6612（従業員数 10人 ）

パート労働者 32020-  129821 就業場所島根県江津市桜江町

時給
64歳以下 (1)9時00分～14時30分

824円～824円

TEL 0855-22-2892（従業員数 9人 ）

パート労働者 32020-  145721 就業場所島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

830円～830円

TEL 0855-23-3351（従業員数 2人 ）

パート労働者 32020-  245421 就業場所島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～16時40分

200,000円～250,000円

TEL 0855-77-0035（従業員数 4人 ）

正社員 32022-    1721 就業場所島根県邑智郡美郷町

作業員 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

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 キャリア形
成 フォークリフト運

転技能者

クリーンスタッフ（邑智郡
邑南町）島根県立石見養護
学校

北陽ビル管理株式会社　浜
田営業所

島根県浜田市港町２８３－２２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

クリーンクルー（加藤病
院）

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 労災

雇用期間の定めなし 不問

クリーンクルー：４Ｈ（川
本町内）

太平ビルサービス株式会社
浜田営業所

島根県浜田市長沢町３０４９ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

郵便外務スタッフ（市山） 日本郵便株式会社　郵便事
業総本部　浜田郵便局

島根県浜田市殿町８０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

看護師（緑風園） 社会福祉法人　島根県社会
福祉事業団

島根県松江市東津田町１７４１－３　いきい
きプラザ島根５階

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

調理アシスタント（邑智郡
川本町）

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

スーパー／レジ・品出し／
邑智郡美郷町粕渕

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

販売スタッフ／登録販売者
／ビューティアドバイザー

ウェルシア薬局　株式会社
山陰・山陽営業部

島根県江津市嘉久志町２４２５－１９ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

営業（東部支店） 株式会社　ライト 島根県浜田市周布町１０６６番地１３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

高速道路料金収受（大朝・
瑞穂・旭料金所）

西日本高速道路サービス中
国　株式会社　広島北支店

広島県山県郡北広島町有田１１７７ 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

自動車部品製造 株式会社　ワイテック　石
見工場

島根県邑智郡邑南町中野３６０５－１７ 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

山林作業員（美郷町） 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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

所在地・就業場所

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番２４号 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

℡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４年１月１日～１月１０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 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

193,600円～332,200円

TEL 0855-92-1321（従業員数 116人 ）

正社員 32022-    2821 就業場所島根県江津市桜江町 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 116人 ）

正社員 32022-    3221 就業場所島根県江津市桜江町 拠出

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～350,000円

TEL 0855-75-1363（従業員数 19人 ）

正社員 32022-    5421 就業場所島根県邑智郡美郷町

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 0855-75-1363（従業員数 19人 ）

正社員 32022-    6321 就業場所島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～230,000円

TEL 0855-75-1363（従業員数 19人 ）

正社員 32022-    7621 就業場所島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～300,000円

TEL 0855-75-1363（従業員数 19人 ）

正社員 32022-    8921 就業場所島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)6時00分～21時30分

830円～830円 　 の間の　 4時間程度

TEL 0855-83-2138（従業員数 5人 ）

パート労働者 32022-    9121 就業場所島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)6時00分～15時00分

830円～830円

TEL 0855-83-2138（従業員数 5人 ）

パート労働者 32022-   10821 就業場所島根県邑智郡邑南町

日給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

10,000円～12,000円

TEL 0855-92-1360（従業員数 49人 ）

正社員 32022-   11221 就業場所島根県江津市桜江町 大型自動車免許

日給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

10,000円～12,000円

TEL 0855-92-1360（従業員数 43人 ）

正社員 32022-   12521 就業場所島根県江津市桜江町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

178,000円～275,000円

TEL 0855-92-1360（従業員数 43人 ）

正社員 32022-   14321 就業場所島根県江津市桜江町、都野津町、浜田市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

165,000円～250,000円

TEL 0855-92-1360（従業員数 43人 ）

正社員 32022-   15621 就業場所島根県江津市桜江町、都野津町、浜田市

月給
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～210,000円

TEL 0855-92-1123（従業員数 12人 ）

正社員 32022-   17121 就業場所島根県江津市桜江町 拠出

月給 交替制あり
59歳以下

180,000円～210,000円

TEL 0855-92-1123（従業員数 6人 ）

正社員 32022-   18021 就業場所島根県江津市桜江町 拠出

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

7,000円～8,000円

TEL 0855-83-1663（従業員数 16人 ）

正社員 32022-   19721 就業場所島根県邑智郡邑南町

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

ガソリンスタンド販売員 今井商事株式会社 島根県江津市桜江町谷住郷２６１１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

８トン限定中型自
動車免許

危険物取扱者（丙
種）雇用期間の定めなし 定年を上限

危険物取扱者（乙
種）

生コン品質管理 今井商事株式会社 島根県江津市桜江町谷住郷２６１１－１ 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

建築現場監督（本社、江
津、浜田）

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

二級建築士

２級建築施工管理
技士雇用期間の定めなし 定年を上限

建築設計スタッフ（本社、
江津、浜田）

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

一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

家屋解体作業員 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

重機オペレーター 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

２級土木施工管理
技士

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 定年を上限

パンの製造及び販売 ニューヤマザキデイリース
トア　はまのや店

島根県邑智郡邑南町上亀谷２８１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

販売員 ニューヤマザキデイリース
トア　はまのや店

島根県邑智郡邑南町上亀谷２８１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

土木作業員、重機オペレー
ター再生砕石の販売
「建設」

大五建設　有限会社 島根県邑智郡美郷町乙原１６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

その他の定置・建
設機械の運転関係
資格

雇用期間の定めなし キャリア形
成

土木施工管理補助 大五建設　有限会社 島根県邑智郡美郷町乙原１６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築技術者 大五建設　有限会社 島根県邑智郡美郷町乙原１６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

一級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木施工管理技士 大五建設　有限会社 島根県邑智郡美郷町乙原１６７－１ 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

現場監督（建築） 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

２級建築施工管理
技士

１級建築施工管理
技士雇用期間の定めなし 定年を上限

二級建築士

（障）安全管理者
（障がい者対象求人）

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

第一種衛生管理者

雇用期間の定めなし 定年を上限



　　　　　　令和４年１月１日～１月１０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
21歳～40歳 (1)8時45分～17時10分

145,000円～145,000円

TEL 0855-95-1141（従業員数 14人 ）

正社員 32022-   20521 就業場所島根県邑智郡邑南町

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)16時30分～9時30分

1,571円～2,142円

TEL 0855-83-1717（従業員数 40人 ）

パート労働者 32022-   21421 就業場所島根県邑智郡邑南町

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時00分～10時00分

1,571円～2,142円

TEL 0855-83-1717（従業員数 33人 ）

パート労働者 32022-   22321 就業場所島根県邑智郡邑南町

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時00分～9時00分

1,571円～2,142円

TEL 0855-83-1717（従業員数 10人 ）

パート労働者 32022-   23621 就業場所島根県邑智郡邑南町

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

8,000円～10,000円

TEL 0855-75-0147（従業員数 5人 ）

正社員 32022-   24921 就業場所島根県邑智郡美郷町

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-   25121 就業場所島根県邑智郡邑南町

月給
不問 (1)8時00分～17時30分

170,000円～260,000円

TEL 0855-97-0475（従業員数 7人 ）

正社員 32022-   26021 就業場所島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～44歳 (1)8時00分～17時00分

160,750円～212,200円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-72-3040（従業員数 218人 ）

正社員 32022-   27721 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

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-   28821 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

160,750円～219,500円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-72-3040（従業員数 213人 ）

正社員以外 32022-   29221 就業場所島根県大田市、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

200,000円～300,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-   30621 就業場所島根県江津市桜江町 拠出

時給
不問 (1)8時00分～15時00分

850円～1,000円 　 の間の　 5時間程度

TEL 0855-83-1788（従業員数 8人 ）

パート労働者 32022-   31921 就業場所島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)7時00分～17時30分

824円～834円 　 の間の　 4時間以上

TEL 0855-74-6081（従業員数 6人 ）

パート労働者 32022-   32121 就業場所島根県邑智郡美郷町

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-   33021 就業場所島根県邑智郡川本町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～16時00分

850円～850円

TEL 0855-72-1111（従業員数 12人 ）

パート労働者 32022-   34721 就業場所島根県邑智郡川本町

菓子製造販売員（Ｐｉｃｃ
ｏｌｕｓｓｏ）

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

トマトの収穫と管理作業 株式会社アグリベスト　美
郷農園

島根県邑智郡美郷町枦谷３４５－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

野菜のカット・惣菜製造 株式会社　食彩工房　邑悠 島根県邑智郡邑南町上亀谷３５５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

土木建築の積算業務 株式会社井上組 島根県江津市桜江町小田９４３番地１２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員 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

ホームヘルパー２
級

介護職員初任者研
修修了者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

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

介護職員　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

介護職員初任者研
修修了者

ホームヘルパー２
級雇用期間の定めなし キャリア形

成 介護福祉士

飼育管理者 有限会社　邑智ピッグ
ファーム

島根県邑智郡邑南町日貫３４７３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 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

土木作業員
「建設」

村上建設　株式会社 島根県邑智郡美郷町浜原３１６一７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

介護職員（こもれび）夜勤
専従

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 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

介護職員（あさぎり）夜勤
専従

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 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

介護職員（ゆめあいの丘）
夜勤専従

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 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

教習指導員（未経験・無資
格者も可）

有限会社　石見自動車教習
センター

島根県邑智郡邑南町中野３６０５－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

自動二輪車免許

中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成 大型自動車免許



　　　　　　令和４年１月１日～１月１０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)6時00分～14時00分

850円～850円 (2)12時00分～17時00分

(3)17時00分～22時00分

TEL 090-5165-9019（従業員数 4人 ）

パート労働者 32060-  117621 就業場所島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)6時00分～14時00分

850円～850円 (2)12時00分～17時00分

(3)17時00分～22時00分

TEL 090-5165-9019（従業員数 4人 ）

パート労働者 32060-  118921 就業場所島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)8時30分～13時30分

1,200円～1,300円 (2)13時30分～18時30分

TEL 080-5068-1087（従業員数 21人 ）

パート労働者 32060-  124321 就業場所島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)6時00分～11時00分

824円～824円 (2)6時00分～12時00分

(3)7時00分～12時00分

TEL 093-391-7717（従業員数 3人 ）

パート労働者 40062-  199521 就業場所島根県邑智郡邑南町

寿司、弁当・惣菜、揚げ物
の製造・販売（島根県邑智
郡）

九州惣菜　株式会社 福岡県北九州市門司区黄金町６－２８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

セールスドライバー（川
本）

ヤマト運輸株式会社　石見
支店

島根県大田市長久町長久ロ２６７－４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

接客補助員 ピッツェリア　エ　リスト
ランテ　ぎんざん

島根県大田市三瓶町志学１９７３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

調理補助員 ピッツェリア　エ　リスト
ランテ　ぎんざん

島根県大田市三瓶町志学１９７３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問


