
　　　　　　令和４年５月１日～５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

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

6,900円～7,320円

TEL 0855-82-2217（従業員数 9人 ）

正社員以外 32022-  425221 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 フレックス
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～350,000円

TEL 0855-72-3025（従業員数 15人 ）

正社員 32022-  426521 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給
44歳以下 (1)8時30分～17時00分

7,000円～7,000円

TEL 0855-72-2043（従業員数 35人 ）

正社員 32022-  427421 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

165,000円～285,000円

TEL 0855-83-1148（従業員数 7人 ）

正社員 32022-  420921 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-  421121 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

10,000円～12,000円

TEL 0855-95-0073（従業員数 3人 ）

正社員 32022-  422021 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
39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 28人 ）

正社員 32022-  423721 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

155,000円～155,000円

TEL 082-536-2233（従業員数 5人 ）

正社員以外 34010-21469821 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

900円～900円 　 の間の 　 4時間程度

TEL 082-536-2233（従業員数 5人 ）

パート労働者 34010-21485721 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

900円～900円 　 の間の 　 5時間以上

TEL 082-536-2233（従業員数 5人 ）

パート労働者 34010-21494821 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～20時30分

830円～830円 　 の間の 　3時間以上

TEL 0852-23-1881（従業員数 5人 ）

パート労働者 32010- 7057021 就業場所 島根県大田市、川本町、飯南町

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-  417221 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-  418521 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-  419421 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)20時30分～7時00分

7,700円～7,700円

TEL 082-248-2266（従業員数 30人 ）

パート労働者 34010-21280121 就業場所 島根県江津市桜江町

施設管理（夜間警備）／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 労災

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

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

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

販売・技術職（大田市・邑
智郡川本町・飯南町赤名）

松江石油株式会社 島根県松江市東朝日町１３６－２ 労災 危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めなし 不問

医療事務／邑智病院／パー
ト（保険加入）

株式会社　ソラスト　広島
支社

広島県広島市中区立町２－２７ 
ＮＢＦ広島立町ビル４階

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

医療事務／邑智病院／扶養
範囲内パート

株式会社　ソラスト　広島
支社

広島県広島市中区立町２－２７ 
ＮＢＦ広島立町ビル４階

雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

※急募※医療事務／邑智病
院／常勤社員

株式会社　ソラスト　広島
支社

広島県広島市中区立町２－２７ 
ＮＢＦ広島立町ビル４階

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

山林作業員（邑南町） 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

建築大工 有限会社　三宅建設 島根県邑智郡邑南町矢上１７１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

測量技術者、土木設計技術
者

測地技研　株式会社 島根県邑智郡邑南町三日市１２－８ 雇用・労災・健
康・厚生

測量士

測量士補

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務兼雑務 有限会社　優美運送 島根県邑智郡川本町因原４５６－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

技術士（建設部門・農業部
門・森林部門　いずれか）

株式会社　新興建設コンサ
ルタント

島根県邑智郡川本町大字川本１４３－４ 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

雇用・労災・健
康・厚生

調理師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

所在地・就業場所

調理師 社会福祉法人　美郷町都賀
保育園

島根県邑智郡美郷町都賀西５９６－４

℡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。
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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ヶ月単位）
59歳以下 (1)5時00分～20時00分

200,000円～250,000円 　 の間の 　8時間程度

TEL 0120-70-2346（従業員数 5人 ）

正社員 27060-14169321 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00分

161,600円～341,200円

TEL 0855-92-1321（従業員数 275人 ）

正社員 32022-  368021 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

824円～824円

TEL 0855-75-1382（従業員数 7人 ）

パート労働者 32022-  369721 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

240,000円～350,000円

TEL 0855-75-0013（従業員数 13人 ）

正社員 32022-  370521 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

9,000円～14,000円

TEL 0855-75-0013（従業員数 13人 ）

正社員 32022-  371421 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

11,500円～14,000円

TEL 0855-75-0013（従業員数 13人 ）

正社員 32022-  372321 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

7,000円～12,000円

TEL 0855-72-0057（従業員数 22人 ）

正社員 32022-  373621 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

日給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

7,500円～9,000円

TEL 0855-72-0057（従業員数 22人 ）

正社員 32022-  374921 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

日給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

10,000円～13,000円

TEL 0855-92-0788（従業員数 10人 ）

正社員 32022-  375121 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 交替制あり
不問 (1)6時30分～17時30分

136,600円～160,200円 　 の間の 　8時間

TEL 0855-83-1717（従業員数 10人 ）

正社員以外 32022-  376021 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)6時30分～9時00分

1,000円～1,000円 (2)14時00分～17時30分

(3)6時30分～9時30分

TEL 0855-83-1717（従業員数 10人 ）

パート労働者 32022-  377721 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

140,600円～180,200円 (2)8時00分～17時00分

(3)16時30分～9時30分

TEL 0855-83-1717（従業員数 32人 ）

正社員以外 32022-  378821 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～200,000円

TEL 0855-83-1200（従業員数 1人 ）

正社員 32022-  379221 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

7,000円～10,000円

TEL 0855-83-2300（従業員数 20人 ）

正社員 32022-  381921 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

144,900円～144,900円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0855-75-1870（従業員数 46人 ）

正社員以外 32022-  383021 就業場所 島根県邑智郡美郷町

介護職員（双葉園） 社会福祉法人　吾郷会 島根県邑智郡美郷町滝原１６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

土木作業員 有限会社　寺本建設 島根県邑智郡邑南町原村５６１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

タイヤ販売・修理 有限会社　タイヤショップ
ミカミ

島根県邑智郡邑南町上亀谷３３８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（あさぎり） 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

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

世話人（ハートホーム） 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
月以上）

不問

生活支援員・世話人（ハー
トホーム）

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

施工管理者、又は技能者
（配管工）・見習可

イワミ水道　有限会社 島根県江津市桜江町市山５４３番地 雇用・労災・健
康・厚生

２級土木施工管理技士

２級管工事施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

中型貨物自動車運転手 三江線運輸　有限会社 島根県邑智郡川本町大字因原１９８－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

中型自動車免許

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型・中型貨物自動車運転
手

三江線運輸　有限会社 島根県邑智郡川本町大字因原１９８－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

大型自動車免許

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

フォークリフト運転技能者

大型運転手 置名土木有限会社 島根県邑智郡美郷町粕渕３４３ 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 定年を上限

土木作業員 置名土木有限会社 島根県邑智郡美郷町粕渕３４３ 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成 車両系建設機械（基礎工事

用）運転技能者

土木技術者 置名土木有限会社 島根県邑智郡美郷町粕渕３４３ 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

１級土木施工管理技士

縫製工 有限会社　岡ソーイング 島根県邑智郡美郷町高畑２１８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

営業職（民間建築） 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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

厨房チーフ候補【邑智郡美
郷町】

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

雇用・労災・健
康・厚生

栄養士

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限
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◎ 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ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

144,900円～144,900円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0855-75-1870（従業員数 61人 ）

正社員以外 32022-  384721 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

144,900円～144,900円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0855-75-1870（従業員数 61人 ）

正社員以外 32022-  385821 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

179,900円～199,900円

TEL 0855-75-1870（従業員数 18人 ）

正社員 32022-  386221 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 交替制あり
64歳以下 (1)6時00分～15時00分

131,400円～131,400円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0855-75-1870（従業員数 61人 ）

正社員以外 32022-  387521 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 交替制あり
64歳以下 (1)6時00分～15時00分

131,400円～131,400円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0855-75-1870（従業員数 18人 ）

正社員以外 32022-  388421 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 交替制あり
64歳以下 (1)6時00分～15時00分

131,400円～131,400円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0855-75-1870（従業員数 46人 ）

正社員以外 32022-  389321 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

144,900円～144,900円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0855-75-1870（従業員数 18人 ）

正社員以外 32022-  390121 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～16時40分

220,000円～270,000円

TEL 0855-77-0035（従業員数 42人 ）

正社員 32022-  391021 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)14時15分～18時00分

900円～1,050円

TEL 0855-75-0103（従業員数 4人 ）

パート労働者 32022-  392721 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

155,000円～173,000円

TEL 0855-72-3517（従業員数 63人 ）

正社員以外 32022-  393821 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 交替制あり
18歳以上 (1)6時15分～15時15分

148,500円～168,700円 (2)7時15分～16時15分

(3)8時30分～17時30分

TEL 0855-72-3517（従業員数 63人 ）

正社員以外 32022-  394221 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時15分

824円～840円 　 の間の 　5時間程度

TEL 0855-72-3517（従業員数 63人 ）

パート労働者 32022-  395521 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

148,500円～168,700円

TEL 0855-72-3517（従業員数 63人 ）

正社員以外 32022-  396421 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)6時15分～15時15分

148,500円～192,000円 (2)7時15分～16時15分

(3)8時30分～17時30分

TEL 0855-72-3517（従業員数 63人 ）

正社員 32022-  397321 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

160,200円～192,000円

TEL 0855-72-3517（従業員数 63人 ）

正社員 32022-  398621 就業場所 島根県邑智郡川本町

看護師（正職員） 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

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 不問

介護員・介護助手（正職
員）

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

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

介護員（やすらぎ荘　通所
介護事業所）

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・財形

ホームヘルパー２級

介護福祉士

雇用期間の定めなし 不問

訪問介護職員 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

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

介護員・介護助手 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・財形

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

看護師 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

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 不問

歯科助手、受付 ひらた歯科医院 島根県邑智郡美郷町粕渕２５４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

介護職員（まほろば大和） 社会福祉法人　吾郷会 島根県邑智郡美郷町滝原１６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

調理員（双葉園） 社会福祉法人　吾郷会 島根県邑智郡美郷町滝原１６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理員（まほろば大和） 社会福祉法人　吾郷会 島根県邑智郡美郷町滝原１６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理員（ハートランド双葉
園）

社会福祉法人　吾郷会 島根県邑智郡美郷町滝原１６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師・准看護師（まほろ
ば大和）

社会福祉法人　吾郷会 島根県邑智郡美郷町滝原１６７－１ 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

介護職員（マホロバの里） 社会福祉法人　吾郷会 島根県邑智郡美郷町滝原１６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

介護職員（ハートランド双
葉園）

社会福祉法人　吾郷会 島根県邑智郡美郷町滝原１６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある



　　　　　　令和４年５月１日～５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

169,000円～224,500円

TEL 0855-72-3040（従業員数 218人 ）

正社員 32022-  399921 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～44歳 (1)8時00分～17時00分

170,250円～219,500円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-72-3040（従業員数 141人 ）

正社員 32022-  400421 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～250,000円

TEL 0855-72-0361（従業員数 4人 ）

正社員 32022-  403921 就業場所 島根県邑智郡川本町

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-  404121 就業場所 島根県邑智郡邑南町 厚生

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～350,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 25人 ）

正社員 32022-  405021 就業場所 島根県江津市桜江町

月給
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～350,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 25人 ）

正社員 32022-  406721 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

180,000円～250,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  407821 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

200,000円～320,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  408221 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

200,000円～320,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  409521 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 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  410321 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 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  411621 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

200,000円～320,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  412921 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)7時30分～16時30分

150,000円～168,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0855-72-3555（従業員数 30人 ）

正社員 32022-  413121 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問

942円～1,175円

TEL 0855-72-0704（従業員数 17人 ）

パート労働者 32022-  414021 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給 変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

7,200円～15,000円

TEL 0855-72-0225（従業員数 8人 ）

正社員 32022-  415721 就業場所 島根県邑智郡川本町

大工、左官、木工職、大工
見習、左官見習、家具・建
具見習

株式会社　才木建設 島根県邑智郡川本町大字川本５３７－１０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＩＣＴ支援員 川本町教育委員会　教育課 島根県邑智郡川本町大字川本３３２－１５ 雇用・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職員 株式会社　海愛 島根県邑智郡川本町川下１３１９－１５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

大型運転手 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

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

法面施工管理技術者 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

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

土木施工管理技士 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

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

クレーンオペレーター 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

大型特殊自動車免許

移動式クレーン運転士

雇用期間の定めなし 定年を上限

重機オペレーター
「建設」

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

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

車両系建設機械（解体用）
運転技能者

土木作業員 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

住宅販売 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 キャリア形
成

住宅設計 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

二級建築士

一級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

設備保全 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

第三種電気主任技術者

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

営業 邑智コルト　有限会社 島根県邑智郡川本町大字因原　５０４－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師 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

准看護師

雇用期間の定めなし キャリア形
成

歯科衛生士（加藤病院・仁
寿苑）

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

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限



　　　　　　令和４年５月１日～５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ヶ月単位）
45歳以下 (1)7時00分～16時00分

180,000円～180,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0855-72-0320（従業員数 5人 ）

正社員 32022-  416821 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

172,000円～232,000円

TEL 0856-31-1822（従業員数 4人 ）

正社員 32040- 2109221 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

162,000円～182,000円

TEL 0856-31-1822（従業員数 4人 ）

正社員 32040- 2111921 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～19時00分

166,120円～172,600円 (2)8時00分～14時00分

(3)13時00分～19時00分

TEL 080-5068-1087（従業員数 21人 ）

正社員 32060- 1030121 就業場所 島根県邑智郡川本町 拠出

日給
18歳以上 (1)21時00分～9時00分

7,500円～9,500円

TEL 0854-82-3311（従業員数 4人 ）

正社員以外 32060- 1049021 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)10時00分～19時00分

900円～900円  　 の間の 　5時間程度

TEL 0854-82-3311（従業員数 15人 ）

パート労働者 32060- 1050221 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

8,400円～14,000円

TEL 082-232-8271（従業員数 12人 ）

正社員 34010-20036321 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)9時00分～19時00分

179,520円～179,520円  　 の間の 　8時間程度

TEL 082-502-6788（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 34010-20719321 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)8時00分～12時30分

825円～825円 (2)14時00分～18時00分

TEL 093-371-1711（従業員数 7人 ）

パート労働者 40062- 2119821 就業場所 島根県邑智郡美郷町

調理補助（島根県邑智郡） 大阪惣菜　株式会社 福岡県北九州市門司区黄金町６－２８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

食品スーパーマーケット内
レジ業務／島根県邑智郡

株式会社　アクオ西日本 広島県広島市中区八丁堀１５番６号 
広島ちゅうぎんビル５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

製図工（ＣＡＤ／ＣＡＭ）
／島根県邑智郡

株式会社　大田鋳造所 広島県広島市西区上天満町３－２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

レストランスタッフ 石見ワイナリー　株式会社 島根県大田市大田町大田イ８００－１５ 労災

雇用期間の定めなし 不問

ホテルスタッフ　【フロン
ト夜勤】

石見ワイナリー　株式会社 島根県大田市大田町大田イ８００－１５ 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

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・健
康・厚生・財形

５トン限定準中型自動車免
許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

配送（邑智営業所・浜田建
築土木センター）

株式会社　丸田 島根県益田市幸町５－１２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

中型自動車免許

８トン限定中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木営業社員（邑智営業
所）

株式会社　丸田 島根県益田市幸町５－１２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ガソリンスタンド販売員 因原石油　有限会社 島根県邑智郡川本町大字因原４５６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

危険物取扱者（乙種）

危険物取扱者（丙種）

雇用期間の定めなし キャリア形
成 三級自動車整備士


