
　　　　　　令和４年７月２１日～７月３１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)6時00分～13時30分

1,174円～1,174円 (2)13時40分～19時00分

TEL 0852-22-5986 （従業員数 69人 ）

パート労働者 32010-11300521 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時15分～8時30分

824円～824円 (2)8時30分～17時15分

TEL 0855-52-7070 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32020- 4172721 就業場所 島根県江津市桜江町

日給
不問 (1)8時30分～17時15分

9,100円～11,000円

TEL 0855-95-2111 （従業員数 168人 ）

正社員以外 32022-  653321 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

9,000円～17,000円

TEL 0855-74-0510 （従業員数 11人 ）

正社員 32022-  654621 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 交替制あり
64歳以下 (1)8時00分～16時30分

160,000円～250,000円

TEL 0855-74-0510 （従業員数 11人 ）

正社員 32022-  655921 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～17時00分

860円～1,000円 　 の間の 　5時間程度

TEL 0855-95-0118 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32022-  656121 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00分～16時30分

825円～825円 　 

TEL 0855-72-0322 （従業員数 12人 ）

パート労働者 32022-  657021 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

900円～1,000円

TEL 0855-72-2043 （従業員数 35人 ）

パート労働者 32022-  650221 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

8,000円～13,000円

TEL 0855-75-1122 （従業員数 7人 ）

正社員 32022-  651521 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00分

160,000円～180,000円

TEL 0855-75-1122 （従業員数 7人 ）

正社員 32022-  652421 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

824円～850円

TEL 0855-74-2280 （従業員数 10人 ）

パート労働者 32022-  649021 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

10,000円～13,000円

TEL 0855-72-0062 （従業員数 7人 ）

正社員 32022-  648121 就業場所 島根県邑智郡川本町

伐採作業員 正田木材有限会社 島根県邑智郡川本町大字因原３３１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

事務員 上原土木　有限会社 島根県邑智郡美郷町上川戸２９４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

重機オペレーター・土木作
業員

上原土木　有限会社 島根県邑智郡美郷町上川戸２９４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

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 キャリア形
成 車両系建設機械（解

体用）運転技能者

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 労災

雇用期間の定めなし 不問

鮮魚係 株式会社エーコープ西日本
Ａコープかわもと

島根県邑智郡川本町大字川本５２５－７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理・販売員 シックス・プロデュース有
限会社

島根県邑智郡邑南町矢上３５３１番地７ 労災

雇用期間の定めなし 不問

調理員 平成建設　有限会社 島根県邑智郡川本町大字南佐木５４８ 雇用・労災・健
康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

法面工 平成建設　有限会社 島根県邑智郡川本町大字南佐木５４８ 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 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

看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

当直員（桜江支所） 企業警備保障株式会社　江
津支店

島根県江津市和木町６０３－２３ 雇用・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

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

所在地・就業場所

炊事員（石見養護学校） 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。


