
　　　　　　令和４年１月１１日～１月１９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）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

175,000円～320,000円

TEL 0852-26-5480（従業員数 5人 ）

正社員 32010- 1170121 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時30分～17時15分

7,040円～7,040円 (2)9時00分～17時45分

(3)16時30分～9時30分

TEL 0855-95-0811（従業員数 86人 ）

正社員以外 32022-   49921 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00分

150,000円～250,000円

TEL 0855-75-1363（従業員数 19人 ）

正社員 32022-   46421 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

850円～1,100円

TEL 0855-83-1788（従業員数 8人 ）

正社員 32022-   47321 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
不問 (1)8時30分～17時15分

7,100円～7,500円

TEL 0855-95-2111（従業員数 168人 ）

正社員以外 32022-   48621 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)9時00分～14時00分

850円～900円 (2)14時00分～19時00分

TEL 080-5068-1087（従業員数 21人 ）

パート労働者 32060-  182621 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1年単位）
18歳～59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-  687621 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時50分～20時10分

160,000円～280,000円 　 の間の　 8時間程度

TEL 0856-24-2404（従業員数 10人 ）

正社員 32040-  330921 就業場所 島根県邑智郡川本町 給付

月給 変形（1年単位）
不問 (1)7時50分～19時40分

145,000円～250,000円 　 の間の　 8時間程度

TEL 0856-24-2404（従業員数 10人 ）

正社員以外 32040-  331121 就業場所 島根県邑智郡川本町 給付

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-   43821 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

400,000円～500,000円

TEL 0855-95-0822（従業員数 21人 ）

正社員 32022-   44221 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時30分

930円～1,610円

TEL 0855-95-0822（従業員数 21人 ）

正社員以外 32022-   45521 就業場所 島根県邑智郡邑南町

その他
59歳以下 (1)9時00分～17時00分

130,000円～130,000円

（基本給13万円＋歩合給）

TEL 0238-84-1181（従業員数 6人 ）

正社員 06060-  157921 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給
不問 (1)8時30分～17時15分

6,600円～6,920円

TEL 0855-74-6262（従業員数 23人 ）

正社員以外 32022-   38421 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 変形（1年単位）
不問 (1)9時00分～16時00分

825円～850円

TEL 0855-74-2280（従業員数 10人 ）

パート労働者 32022-   39321 就業場所 島根県邑智郡川本町

生産工程作業・出荷作業 有限会社ひまわりニット 島根県邑智郡川本町大字川本２５４ 雇用・労災・健
康・厚生

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　邑智会 島根県邑智郡美郷町粕渕３７番地４ 雇用・労災・健
康・厚生

調理師

栄養士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

家庭薬配置員【島根営業
所】（邑智郡管内）

協同薬品工業　株式会社 山形県長井市本町二丁目１０番６号 雇用・労災・健
康・厚生

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

測量士補

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

販売（ジュンテンドー川本
店：契約社員）

株式会社ジュンテンドー 島根県益田市遠田町２１７９番地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

販売（ジュンテンドー川本
店：正社員）

株式会社ジュンテンドー 島根県益田市遠田町２１７９番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

健康食品の機械オペレー
ター【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 定年を上限

受付・事務（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

看護アシスタント（看護助
手）

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

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・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

事務 大五建設　有限会社 島根県邑智郡美郷町乙原２１６－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

支援員・職業指導員（くる
み邑美園）

社会福祉法人　邑智福祉振
興会

島根県邑智郡邑南町中野３６００－１ 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

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

伐採業務従事者（邑智郡美
郷町）

株式会社　佐藤組 島根県松江市堂形町７３７－３

℡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１１日～１月１９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 変形（1年単位）
不問 (1)9時00分～16時00分

825円～850円

TEL 0855-74-2280（従業員数 10人 ）

パート労働者 32022-   40121 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
不問 (1)8時15分～17時30分

136,600円～160,000円

TEL 0855-83-1717（従業員数 22人 ）

正社員以外 32022-   41021 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 0854-82-0303（従業員数 9人 ）

正社員以外 32060-  164421 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 0854-82-0303（従業員数 5人 ）

正社員以外 32060-  167921 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 0854-82-0303（従業員数 12人 ）

正社員以外 32060-  162221 就業場所 島根県邑智郡邑南町

郵便配達員（中野郵便局） 日本郵便　株式会社　郵便
事業総本部　石見大田郵便
局

島根県大田市大田町大田ロ９２６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

原動機付自転車免許

自動二輪車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

郵便配達員（口羽） 日本郵便　株式会社　郵便
事業総本部　石見大田郵便
局

島根県大田市大田町大田ロ９２６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

原動機付自転車免許

自動二輪車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

郵便配達員（田所郵便局） 日本郵便　株式会社　郵便
事業総本部　石見大田郵便
局

島根県大田市大田町大田ロ９２６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

原動機付自転車免許

自動二輪車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

介護職員（瑞穂西デイサー
ビスセンター）

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

介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

生産工程作業・出荷作業
（障がい者対象求人）

有限会社ひまわりニット 島根県邑智郡川本町大字川本２５４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問


