
　　　　　　令和４年５月１１日～５月２０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ヶ月単位）
18歳～45歳 (1)7時00分～15時45分

151,000円～239,500円 (2)13時15分～22時00分

TEL 0852-32-5966（従業員数 89人 ）

正社員 32010- 7914521 就業場所 島根県浜田市、邑智郡邑南町、益田市

時給 交替制あり
不問 (1)8時10分～13時30分

840円～840円

TEL 0856-24-2404（従業員数 16人 ）

パート労働者 32040- 2457721 就業場所 島根県邑智郡川本町 給付

月給
不問 (1)9時00分～18時00分

120,000円～240,000円 　 の間の　 3時間以上

TEL 050-3154-0810（従業員数 6人 ）

正社員 32020- 2883621 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 交替制あり
不問 (1)5時30分～17時30分

145,000円～145,000円 　 の間の　 8時間程度

TEL 0855-92-1171（従業員数 8人 ）

正社員 32022-  442521 就業場所 島根県江津市桜江町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

850円～850円 　 の間の　 7時間30分

TEL 0855-75-0037（従業員数 11人 ）

パート労働者 32022-  440821 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～19時00分

825円～825円 　 の間の　 7時間30分

TEL 0855-75-0037（従業員数 11人 ）

パート労働者 32022-  441221 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～200,000円

TEL 0855-72-1456（従業員数 5人 ）

正社員 32022-  439121 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

250,000円～350,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  436321 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

900円～1,000円 　 の間の　 7時間程度

TEL 0855-72-0008（従業員数 3人 ）

パート労働者 32022-  438921 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

8,500円～13,000円

TEL 0855-72-2167（従業員数 4人 ）

正社員 32022-  429621 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

943円～943円

TEL 0855-72-0704（従業員数 0人 ）

パート労働者 32022-  430021 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

943円～943円

TEL 0855-72-0704（従業員数 0人 ）

パート労働者 32022-  431721 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 交替制あり
不問 (1)6時30分～9時00分

1,000円～1,100円 (2)16時00分～19時00分

(3)10時00分～15時00分

TEL 0855-77-0041（従業員数 23人 ）

パート労働者 32022-  433221 就業場所 島根県邑智郡川本町

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 34140-12101521 就業場所 島根県江津市桜江町 給付

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～250,000円

TEL 082-282-2221（従業員数 75人 ）

正社員 34140-12104621 就業場所 島根県江津市桜江町 給付

生産管理／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

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

グループホーム支援員 社会福祉法人　わかば会 島根県邑智郡美郷町小谷３６１番地 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

プール管理人 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 公災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

プール監視員 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 公災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

土木作業員 大鵬建設　有限会社 島根県邑智郡川本町大字川下６８６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務 有限会社　藤屋 島根県邑智郡川本町大字川本１６８－４ 労災

雇用期間の定めなし 不問

建築施工管理技士 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

一級建築士

１級建築施工管理
技士雇用期間の定めなし 定年を上限

ルート営業 広島沢井薬品株式会社　島
根支店

島根県邑智郡川本町大字川本５５９－２８
２階

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

スーパー店員 株式会社Ａコープ西日本
Ａコープおおち店

島根県邑智郡美郷町粕渕８１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

鮮魚担当（水産部門） 株式会社Ａコープ西日本
Ａコープおおち店

島根県邑智郡美郷町粕渕８１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理補助 特定非営利活動法人　さく
らんぼのお家 

島根県江津市桜江町谷住郷１７１３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

エンジニア 一般社団法人いわみプログ
ラミング少年団

島根県江津市浅利町８８３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

販売（ジュンテンドー川本
店：８：１０～１３：３
０）

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

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

正規職員（地域職）県西部
地区

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

℡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５月１１日～５月２０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
不問 (1)9時00分～18時00分

180,000円～500,000円

TEL 092-406-0018（従業員数 3人 ）

正社員 40010-29851721 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)9時00分～18時00分

1,300円～2,500円

TEL 092-406-0018（従業員数 3人 ）

パート労働者 40010-29857621 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
59歳以下 (1)8時15分～17時15分

169,000円～232,000円

TEL 0855-92-8450（従業員数 15人 ）

正社員 32022-  428321 就業場所 島根県江津市桜江町

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～17時00分

900円～1,300円 (2)10時00分～16時00分

TEL 0824-63-2646（従業員数 1人 ）

パート労働者 34070- 1347021 就業場所 島根県邑智郡邑南町

プール監視員（邑南町青少
年旅行村）

有限会社　ジャパンクリー
ンサービス

広島県三次市十日市東２丁目３－８ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

介護職員（桜寿園デイサー
ビスセンター）

社会福祉法人　桜江福祉会 島根県江津市桜江町長谷２７２３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

福祉理容師　福祉美容師 株式会社　シルバーサポー
トジャパン

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１－１ 労災 理容師

美容師

雇用期間の定めなし 不問

福祉理容師　福祉美容師
（正）

株式会社　シルバーサポー
トジャパン

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

理容師

美容師

雇用期間の定めなし 不問


