
　　　　　　令和４年６月１１日～６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

時給 交替制あり
不問 (1)16時30分～19時00分

850円～1,200円 (2)10時00分～12時00分

TEL 0855-72-3080 （従業員数 14人 ）

パート労働者 32022-  551021 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

175,000円～185,000円

TEL 0854-82-3311 （従業員数 4人 ）

正社員 32060- 1341421 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)9時00分～17時40分

156,000円～246,000円

TEL 086-428-5151 （従業員数 5人 ）

正社員 33030-12260821 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)9時00分～17時40分

156,000円～246,000円

TEL 086-428-5151 （従業員数 5人 ）

正社員 33030-12266921 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 変形（1年単位）
不問 (1)9時00分～17時40分

1,000円～1,000円

TEL 086-428-5151 （従業員数 5人 ）

正社員以外 33030-12270521 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)12時45分～17時00分

898円～1,066円

TEL 086-944-4332 （従業員数 8人 ）

パート労働者 33110- 3753321 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)15時30分～19時45分

898円～1,114円

TEL 086-944-4332 （従業員数 8人 ）

パート労働者 33110- 3754621 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)12時45分～17時00分

900円～900円

TEL 086-944-4332 （従業員数 8人 ）

パート労働者 33110- 3755921 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)15時30分～19時45分

900円～900円

TEL 086-944-4332 （従業員数 8人 ）

パート労働者 33110- 3756121 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
62歳以下 (1)8時30分～17時00分

160,000円～200,000円

TEL 082-295-1997 （従業員数 12人 ）

正社員 34010-28727021 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

1,000円～1,000円 　 の間の 　5時間程度

TEL 06-6878-5979 （従業員数 3人 ）

パート労働者 27060-19463621 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1ヶ月単位）
25歳以下 (1)7時15分～16時00分

176,504円～188,544円 (2)8時30分～17時15分

(3)9時30分～18時15分

TEL 0855-83-1313 （従業員数 11人 ）

正社員 32022-  549321 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
不問 (1)6時00分～15時00分

150,000円～350,000円 (2)11時00分～20時00分

(3)13時00分～22時00分

TEL 090-5165-9019（従業員数 4人 ）

正社員 32060- 1338021 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給
不問 (1)6時00分～15時00分

250,000円～250,000円 (2)11時00分～20時00分

(3)13時00分～22時00分

TEL 090-5165-9019（従業員数 4人 ）

正社員 32060- 1339721 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

220,000円～250,000円

TEL 082-282-2221 （従業員数 75人 ）

正社員 34140-15231421 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

接客スタッフ（経験者） 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 雇用・労災 ソムリエ

雇用期間の定めなし 不問

接客スタッフ 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 雇用・労災 ソムリエ

雇用期間の定めなし 不問

一般職（保育士） 社会福祉法人　瑞穂福祉会 島根県邑智郡邑南町出羽２９３－５ 雇用・労災・健
康・厚生

保育士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

作業員 タイガー　株式会社 大阪府吹田市山田市場１０番１号 労災 その他の農林水産
技術関係資格

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

研究センター　技能職／島
根県邑智郡

株式会社ツチヨシ産業 広島県広島市中区西十日市町９番９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

（コメリ邑南店）レジ担当
（アルバイト）（夕方）

株式会社　コメリ　中四国
ストアサポートセンター

岡山県岡山市東区西大寺川口３５０－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

（コメリ邑南店）レジ担当
（アルバイト）（午後）

株式会社　コメリ　中四国
ストアサポートセンター

岡山県岡山市東区西大寺川口３５０－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

（コメリ邑南店）売場担当
（パート）（夕方）

株式会社　コメリ　中四国
ストアサポートセンター

岡山県岡山市東区西大寺川口３５０－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

（コメリ邑南店）売場担当
（パート）（午後）

株式会社　コメリ　中四国
ストアサポートセンター

岡山県岡山市東区西大寺川口３５０－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

（島根県邑智郡）農機具の
運搬・洗車他（アルバイ
ト）

ヤンマーアグリジャパン
株式会社　中四国支社

岡山県倉敷市亀山６２２ 雇用・労災・健
康・厚生

８トン限定中型自
動車免許

中型自動車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

（島根県邑智郡）技術職
（瑞穂支店）

ヤンマーアグリジャパン
株式会社　中四国支社

岡山県倉敷市亀山６２２ 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

（島根県邑智郡）営業職
（瑞穂支店）

ヤンマーアグリジャパン
株式会社　中四国支社

岡山県倉敷市亀山６２２ 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

総務・経理事務 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

所在地・就業場所

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

℡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６月１１日～６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。

時給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1,200円～1,200円 (2)20時00分～5時00分

TEL 082-282-2221 （従業員数 75人 ）

正社員以外 34140-15233621 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 0855-23-3351 （従業員数 2人 ）

パート労働者 32020- 3503421 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～200,000円

TEL 0855-95-2150 （従業員数 30人 ）

正社員 32022-  541921 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～8時30分

1,174円～1,174円 (2)9時30分～12時00分

(3)15時00分～18時00分

TEL 0855-72-0355 （従業員数 38人 ）

パート労働者 32022-  542121 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30分～17時30分

2,000円～3,000円 　 の間の 　3時間以上

TEL 0855-72-0152 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32022-  543021 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

300,000円～550,000円 (2)9時00分～12時00分

TEL 0855-72-0152 （従業員数 6人 ）

正社員 32022-  544721 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)10時00分～15時00分

850円～950円 (2)13時00分～18時00分

(3)10時00分～17時00分

TEL 0855-72-0152 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32022-  545821 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

1,114円～1,214円

TEL 0855-83-2222 （従業員数 31人 ）

パート労働者 32022-  546221 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

300,000円～400,000円

TEL 0855-83-2222 （従業員数 31人 ）

正社員以外 32022-  547521 就業場所 島根県邑智郡邑南町

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-  548421 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

176,000円～350,000円

TEL 0855-83-0251 （従業員数 19人 ）

正社員 32022-  532321 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 0855-83-0251 （従業員数 19人 ）

正社員 32022-  533621 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

202,500円～252,500円

TEL 0855-83-2222 （従業員数 31人 ）

正社員以外 32022-  534921 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
39歳以下 (1)8時30分～17時30分

152,500円～252,500円

TEL 0855-83-2222 （従業員数 31人 ）

正社員 32022-  535121 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)8時30分～17時30分

1,014円～1,014円

TEL 0855-83-2222 （従業員数 31人 ）

パート労働者 32022-  536021 就業場所 島根県邑智郡邑南町

ケアマネジャー ウェルファ　株式会社（老
人ホームふる郷）

島根県邑智郡邑南町下田所１０８３－１ 雇用・労災 介護支援専門員
（ケアマネー
ジャー）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

相談員、ケアマネジャー ウェルファ　株式会社（老
人ホームふる郷）

島根県邑智郡邑南町下田所１０８３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

社会福祉士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

相談員、ケアマネジャー ウェルファ　株式会社（老
人ホームふる郷）

島根県邑智郡邑南町下田所１０８３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

社会福祉士

介護支援専門員
（ケアマネー
ジャー）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

販売員（事務・配達） 有限会社　増田住建 島根県邑智郡邑南町山田７２－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築・土木・林業 有限会社　増田住建 島根県邑智郡邑南町山田７２－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

軽作業・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

看護師（部門長候補・幹部
候補）

ウェルファ　株式会社（老
人ホームふる郷）

島根県邑智郡邑南町下田所１０８３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師、准看護師 ウェルファ　株式会社（老
人ホームふる郷）

島根県邑智郡邑南町下田所１０８３－１ 雇用・労災 准看護師

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務・配達 川本おりづる薬局（（有）
紀美薬局）

島根県邑智郡川本町川本３８４－７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

薬剤師 川本おりづる薬局（（有）
紀美薬局）

島根県邑智郡川本町川本３８４－７ 雇用・労災・健
康・厚生

薬剤師

雇用期間の定めなし 定年を上限

薬剤師 川本おりづる薬局（（有）
紀美薬局）

島根県邑智郡川本町川本３８４－７ 労災 薬剤師

雇用期間の定めなし 不問

炊事員（島根中央高等学
校）

島根県立島根中央高等学校 島根県邑智郡川本町大字川本２２２ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

技術者 株式会社　トリコン 島根県邑智郡邑南町中野３８２５番地８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

製造（溶接組立・プレス作
業）／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



　　　　　　令和４年６月１１日～６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 交替制あり
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

148,000円～188,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0855-83-2222 （従業員数 31人 ）

正社員 32022-  537721 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
64歳以下 (1)8時30分～16時00分

838円～838円

TEL 0855-83-2222 （従業員数 31人 ）

パート労働者 32022-  538821 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

212,500円～222,500円

TEL 0855-83-2222 （従業員数 31人 ）

正社員 32022-  539221 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～240,000円

TEL 0853-84-0414 （従業員数 7人 ）

正社員 32030- 6123521 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)8時45分～18時00分

180,000円～233,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

TEL 025-371-4115 （従業員数 936人 ）

正社員 15070- 7355921 就業場所 島根県邑智郡邑南町 拠出

時給 交替制あり
不問 (1)6時30分～9時30分

1,284円～1,284円 (2)18時30分～21時30分

TEL 0855-72-0704 （従業員数 17人 ）

パート労働者 32022-  528021 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)9時00分～18時00分

150,000円～150,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0855-95-0193 （従業員数 8人 ）

正社員 32022-  529721 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

850円～850円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0855-95-0193 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32022-  530521 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～13時00分

850円～850円 (2)11時00分～16時00分

(3)14時00分～18時00分

TEL 0855-83-1217 （従業員数 11人 ）

パート労働者 32022-  531421 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)5時30分～21時00分

180,000円～250,000円 　 の間の 　8時間程度

TEL 0855-82-2252 （従業員数 9人 ）

正社員 32022-  519121 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)5時30分～21時00分

220,000円～300,000円 　 の間の 　8時間程度

TEL 0855-82-2252 （従業員数 9人 ）

正社員 32022-  520821 就業場所 島根県邑智郡美郷町

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-  521221 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～40歳 (1)7時00分～16時00分

148,000円～181,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)22時00分～7時00分

TEL 0855-95-2504 （従業員数 127人 ）

正社員 32022-  522521 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

173,000円～184,000円

TEL 0855-95-2504 （従業員数 97人 ）

正社員 32022-  523421 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)6時00分～15時00分

145,000円～169,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0855-95-2504 （従業員数 30人 ）

正社員 32022-  524321 就業場所 島根県邑智郡邑南町

調理員 社会福祉法人　石見さくら
会

島根県邑智郡邑南町矢上　３４７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

生活相談員 社会福祉法人　石見さくら
会

島根県邑智郡邑南町矢上　３４７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

社会福祉士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

介護職員 社会福祉法人　石見さくら
会

島根県邑智郡邑南町矢上　３４７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

介護福祉士

介護職員初任者研
修修了者雇用期間の定めなし キャリア形

成

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

大型バス運転手 大和観光株式会社 島根県邑智郡美郷町都賀本郷１２５－１ 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

路線バス運転手 大和観光株式会社 島根県邑智郡美郷町都賀本郷１２５－１ 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

販売員 産直市　みずほ企業組合 島根県邑智郡邑南町下田所２６０－３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

レジ作業員 間商事　有限会社 島根県邑智郡邑南町矢上　９９６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

商品管理 間商事　有限会社 島根県邑智郡邑南町矢上　９９６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

島根中央高校支援バス運転
手

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 大型自動車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地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

工場スタッフ【川本工場】 須佐チップ工業　有限会社 島根県出雲市佐田町反辺１６１２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

看護師、准看護師 ウェルファ　株式会社（老
人ホームふる郷）

島根県邑智郡邑南町下田所１０８３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

准看護師

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

洗濯・掃除・食事の準備、
片づけ

ウェルファ　株式会社（老
人ホームふる郷）

島根県邑智郡邑南町下田所１０８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員 ウェルファ　株式会社（老
人ホームふる郷）

島根県邑智郡邑南町下田所１０８３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

介護福祉士

介護職員初任者研
修修了者雇用期間の定めなし 定年を上限



　　　　　　令和４年６月１１日～６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 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

167,000円～183,000円

TEL 0855-95-2504 （従業員数 97人 ）

正社員 32022-  525621 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～22時00分

830円～1,000円 　 の間の 　4時間程度

TEL 082-942-1006 （従業員数 20人 ）

パート労働者 32022-  527121 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

860円～860円

TEL 0853-20-1000 （従業員数 271人 ）

パート労働者 32030- 6048721 就業場所 島根県出雲市、大田市、江津市、邑智郡

信用金庫業務全般 島根中央信用金庫 島根県出雲市今市町２５２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

ホール係（いこいの村しま
ね）

株式会社ウェルス 島根県邑智郡邑南町高水２４６７ー１０ 労災

雇用期間の定めなし 不問

理学療法士、作業療法士 社会福祉法人　石見さくら
会

島根県邑智郡邑南町矢上　３４７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

理学療法士

作業療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限


