
　　　　　　令和４年４月２１日～４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

その他 交替制あり
18歳以上 (1)8時30分～17時00分

日直 　5,600円／回 (2)17時00分～8時30分

宿直　10,200円／回

TEL 0852-22-5986（従業員数 53人 ）

パート労働者 32010- 6563821 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
64歳以下 (1)10時00分～19時00分

230,000円～250,000円 　　の間の 　8時間程度

TEL 0855-83-1910（従業員数 3人 ）

正社員 32022-  367121 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

150,000円～180,000円

TEL 0855-83-1801（従業員数 14人 ）

正社員以外 32022-  364321 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

194,000円～262,000円

TEL 0855-75-1345（従業員数 15人 ）

正社員 32022-  366921 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問

150,000円～180,000円

TEL 0855-83-1801（従業員数 6人 ）

正社員以外 32022-  360821 就業場所 島根県邑智郡邑南町 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
不問

150,000円～180,000円

TEL 0855-83-1801（従業員数 6人 ）

正社員以外 32022-  361221 就業場所 島根県邑智郡邑南町 厚生

月給 交替制あり
不問

135,000円～170,000円

TEL 050-5207-4337（従業員数 3人 ）

正社員以外 32022-  362521 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 交替制あり
69歳以下 (1)9時00分～18時00分

170,000円～194,000円 (2)12時00分～21時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0855-72-3080（従業員数 14人 ）

正社員 32022-  356321 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～16時00分

850円～850円 (2)15時00分～21時00分

TEL 0855-72-3080（従業員数 14人 ）

パート労働者 32022-  357621 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～170,000円

TEL 0855-83-0123（従業員数 4人 ）

正社員 32022-  358921 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

340,000円～340,000円

TEL 0855-83-0123（従業員数 4人 ）

正社員 32022-  359121 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

840円～840円 　　の間の 　6時間程度

TEL 0855-95-2183（従業員数 8人 ）

パート労働者 32022-  354521 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

7,500円～9,500円

TEL 0855-95-2160（従業員数 3人 ）

正社員 32022-  355421 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)9時10分～15時30分

840円～840円

TEL 0856-24-2404（従業員数 16人 ）

パート労働者 32040- 2032121 就業場所 島根県邑智郡川本町 給付

時給
不問 (1)13時20分～19時40分

840円～1,040円

TEL 0856-24-2404（従業員数 16人 ）

パート労働者 32040- 2033021 就業場所 島根県邑智郡川本町 給付

販売・生体担当ジュンテ
ンドー川本店１３：２０
～１９：４０

株式会社ジュンテンドー 島根県益田市遠田町２１７９番地１ 労災・健康・厚
生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

園芸・販売（ジュンテン
ドー川本店９：１０～１
５：３０）

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ヶ月未満）

不問

農業作業員 有限会社　はらやま 島根県邑智郡邑南町矢上７４８６－４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

漬物加工 株式会社　山豊石見加工
場

島根県邑智郡邑南町中野１５８５－４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

食品製造工（工場長候
補）

株式会社　猫島商店　み
ずほ工場（ヴァンヴェー
ルみずほ）

島根県邑智郡邑南町山田　４９５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

食品製造工・事務 株式会社　猫島商店　み
ずほ工場（ヴァンヴェー
ルみずほ）

島根県邑智郡邑南町山田　４９５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホール・調理補助・ホテ
ル業務

安伸　有限会社 島根県邑智郡川本町大字川本３３２－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

スイミングインストラク
ター

安伸　有限会社 島根県邑智郡川本町大字川本３３２－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理補助・接客・配達 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・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

給油所販売員（瑞穂Ｓ
Ｓ）

島根県農業協同組合　島
根おおち地区本部

島根県邑智郡邑南町下田所２７７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

危険物取扱者（丙
種）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

給油所販売員（石見Ｓ
Ｓ）

島根県農業協同組合　島
根おおち地区本部

島根県邑智郡邑南町下田所２７７ 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

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

農機具整備販売員 島根県農業協同組合　島
根おおち地区本部

島根県邑智郡邑南町下田所２７７ 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

家庭用医療機器体験会場
の運営アシスタント

フィットライフ　株式会
社

島根県邑智郡邑南町三日市１３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

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

所在地・就業場所

舎監（矢上高等学校） 島根県総務部総務事務セ
ンター

島根県松江市殿町１番地

℡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。


