
　　　　　　令和４年９月１日～９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 交替制あり
21歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

7,500円～8,500円

TEL 0855-95-2310（従業員数 7人 ）

正社員 32022-  795821 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

151,000円～181,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0855-25-7022（従業員数 4人 ）

正社員 32020- 5159821 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

9,000円～14,000円

TEL 0855-87-0525（従業員数 3人 ）

正社員 32022-  789221 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

9,000円～14,000円

TEL 0855-87-0525（従業員数 3人 ）

正社員 32022-  790621 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-  791921 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 交替制あり
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

199,000円～219,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)8時00分～17時00分

TEL 0855-83-0977（従業員数 62人 ）

正社員 32022-  792121 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 交替制あり
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

7,200円～8,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)8時00分～17時00分

TEL 0855-83-0977（従業員数 62人 ）

正社員以外 32022-  793021 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 交替制あり
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

180,000円～270,000円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-83-0977（従業員数 190人 ）

正社員 32022-  794721 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

8,000円～14,000円

TEL 082-232-8271（従業員数 12人 ）

正社員 34010-41461721 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 交替制あり
不問 (1)7時10分～16時10分

6,760円～6,848円 (2)8時30分～17時30分

(3)8時45分～17時45分

TEL 0855-95-2504（従業員数 23人 ）

正社員以外 32022-  783621 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～300,000円

TEL 0855-92-1360（従業員数 44人 ）

正社員 32022-  784921 就業場所 島根県江津市桜江町

日給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

9,000円～13,000円

TEL 0855-92-1360（従業員数 44人 ）

正社員 32022-  785121 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～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-  787721 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時00分

1,100円～1,200円 (2)10時30分～19時00分

TEL 082-258-5734（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 34010-41287821 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30分～17時00分

191,000円～197,000円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0852-21-6247（従業員数 6人 ）

正社員 32010-13279921 就業場所 島根県邑智郡邑南町

木材市場業務（邑智郡邑南
町）

島根県森林組合連合会 島根県松江市母衣町５５ 雇用・労災・健
康・厚生

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

スーパー／レジ・品出し・
接客／島根県邑智郡

株式会社　ＴｒｕｓｔＧｒ
ｏｗｔｈ西日本　中国四国
支社

広島県広島市中区大手町５丁目２－２２　山
陽ビル２号館２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

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

土木現場作業員 森下建設　株式会社 島根県江津市桜江町市山５４３－１６ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

２級土木施工管理技
士雇用期間の定めなし 定年を上限
車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者

土木現場監督 森下建設　株式会社 島根県江津市桜江町市山５４３－１６ 雇用・労災・健
康・厚生

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

保育士または保育補助 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

保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

技能工（機械加工）／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

玉掛技能者

床上操作式クレーン
運転技能者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

看護師（入寮可） 医療法人　徳祐会 島根県邑智郡邑南町山田３３－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

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（サンホームみず
ほ）

医療法人　徳祐会 島根県邑智郡邑南町山田３３－６ 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

介護職員（サンホームみず
ほ）

医療法人　徳祐会 島根県邑智郡邑南町山田３３－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

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

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

建築作業員または建築施工
管理

日興商事　有限会社 島根県邑智郡邑南町下口羽１２５０ー１ 雇用・労災・健
康・厚生

２級建築施工管理技
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

一級建築士

土木作業員または土木施工
管理

日興商事　有限会社 島根県邑智郡邑南町下口羽１２５０ー１ 雇用・労災・健
康・厚生

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

中型自動車免許

医療事務（みずほ薬局） 有限会社　くすりのファミ
リア　殿町薬局

島根県浜田市殿町７９－３８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

フォークリフト運転
技能者雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

所在地・就業場所

大型貨物トラック乗務員 東和運送株式会社　石見営
業所

島根県邑智郡邑南町矢上４６７―１０

℡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９月１日～９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）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

172,000円～172,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0855-52-6612（従業員数 19人 ）

正社員 32020- 4996021 就業場所 島根県江津市桜江町

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

9,000円～9,000円

TEL 0855-95-0318（従業員数 3人 ）

正社員以外 32022-    1920 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

170,000円～250,000円

TEL 0854-82-3311（従業員数 15人 ）

正社員 32060- 1997221 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

880円～880円

TEL 0545-22-2558（従業員数 30人 ）

パート労働者 22100- 7315521 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 交替制あり
不問 (1)5時45分～12時30分

1,000円～1,000円 (2)10時30分～19時00分

TEL 0120-70-2346（従業員数 12人 ）

パート労働者 27060-28163221 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時25分～18時00分

146,300円～160,800円

TEL 0852-22-2520（従業員数 8人 ）

正社員以外 32010-12995021 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
59歳以下 (1)9時00分～17時00分

1,000円～1,100円

TEL 0855-72-1456（従業員数 4人 ）

パート労働者 32022-  727021 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給 変形（1年単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

10,000円～13,500円

TEL 0855-76-0026（従業員数 23人 ）

正社員 32022-  728721 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給 変形（1年単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

9,500円～11,500円

TEL 0855-76-0026（従業員数 23人 ）

正社員 32022-  729821 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

163,600円～339,600円

TEL 0855-92-1321（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  731321 就業場所 島根県邑智郡川本町 拠出

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

163,600円～339,600円

TEL 0855-92-1321（従業員数 285人 ）

正社員 32022-  732621 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,600円～268,600円

TEL 0855-92-1321（従業員数 264人 ）

正社員 32022-  733921 就業場所 島根県江津市桜江町、川本町、浜田市 拠出

日給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

9,000円～12,000円

TEL 0855-72-0017（従業員数 4人 ）

正社員 32022-  734121 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

230,000円～310,000円

TEL 0855-72-0017（従業員数 4人 ）

正社員 32022-  735021 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

8,500円～10,500円

TEL 0855-72-2686（従業員数 8人 ）

正社員 32022-  736721 就業場所 島根県邑智郡川本町

土木作業員
「建設」

松井土建　有限会社 島根県邑智郡川本町川下　２７２４番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

土木施工管理技士 株式会社　小畑建設 島根県邑智郡川本町大字川本１０５４－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

大型自動車免許

車両系建設機械（基
礎工事用）運転技能
者

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 株式会社　小畑建設 島根県邑智郡川本町大字川本１０５４－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

車両系建設機械（基
礎工事用）運転技能
者

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型自動車免許

建設重機オペレーター 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

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 大型自動車免許

現場監督（土木） 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

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

現場監督（舗装）川本 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

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

建設機械オペレーター・土
木作業員、大型ダンプ運転
手

岡山産業　有限会社 島根県邑智郡美郷町石原２５４－１ 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

現場管理技術者 岡山産業　有限会社 島根県邑智郡美郷町石原２５４－１ 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

大型自動車免許

事務・医薬品配達員 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車整備補助（邑智店） 株式会社日産サティオ島根 島根県松江市西津田２丁目７－２５ 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

調理アシスタント（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

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

健康食品の包装、検査業務
【川本工場】

株式会社　三協 静岡県富士市伝法５７３－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

スポーツインストラクター
補助

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

（臨時）酒造スタッフ 加茂福酒造　株式会社 島根県邑智郡邑南町中野２４０５－２ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

介護職員『ほのか（桜
江）』

株式会社　志穏 島根県浜田市下府町８９９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

ホームヘルパー２級

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９月１日～９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。

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

8,000円～10,000円

TEL 0855-83-2300（従業員数 1人 ）

正社員 32022-  737821 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

200,000円～300,000円

TEL 0855-92-0788（従業員数 10人 ）

正社員 32022-  738221 就業場所 島根県江津市桜江町

日給
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

12,000円～15,000円

TEL 0855-83-0291（従業員数 10人 ）

正社員 32022-  739521 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

12,000円～15,000円

TEL 0855-83-0291（従業員数 10人 ）

正社員 32022-  740321 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

824円～824円

TEL 0855-83-1663（従業員数 16人 ）

パート労働者 32022-  741621 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 交替制あり
不問 (1)6時00分～15時30分

136,600円～150,000円 (2)8時30分～18時00分

(3)9時30分～19時00分

TEL 0855-83-1717（従業員数 19人 ）

正社員以外 32022-  743121 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
不問 (1)14時00分～19時00分

898円～1,038円

TEL 0855-75-1217（従業員数 9人 ）

パート労働者 32022-  744021 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 交替制あり
不問 (1)14時00分～19時00分

898円～1,038円

TEL 0855-75-1217（従業員数 6人 ）

パート労働者 32022-  745721 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給
40歳以下 (1)8時15分～17時15分

160,000円～250,000円

TEL 0855-95-3577（従業員数 5人 ）

正社員 32022-  746821 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)7時00分～13時00分

824円～824円

TEL 0855-95-3030（従業員数 22人 ）

パート労働者 32022-  747221 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)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-  748521 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-  749421 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

9,500円～9,500円

TEL 0855-83-1225（従業員数 30人 ）

正社員以外 32022-  750921 就業場所 島根県邑智郡邑南町 厚生

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～18時00分

850円～850円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0855-95-0077（従業員数 14人 ）

パート労働者 32022-  751121 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)8時00分～16時00分

850円～850円

TEL 0855-95-0077（従業員数 14人 ）

パート労働者 32022-  752021 就業場所 島根県邑智郡邑南町

惣菜作業員 有限会社　魚彰 島根県邑智郡邑南町中野６６８－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

販売店員・レジ係 有限会社　魚彰 島根県邑智郡邑南町中野６６８－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

生産技能職 瑞穂工業　株式会社 島根県邑智郡邑南町下田所９３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

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

惣菜部商品管理 協同組合　アベル 島根県邑智郡邑南町矢上９９６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

自動車整備士 有限会社　石見自動車 島根県邑智郡邑南町中野３８６７－５ 雇用・労災・健
康・厚生

二級自動車整備士

三級自動車整備士

雇用期間の定めなし キャリア形
成 自動車検査員

児童クラブ指導員（大和小
学校区）

美郷町教育委員会　教育課 島根県邑智郡美郷町粕渕１６８ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

児童クラブ指導員（邑智小
学校区）

美郷町教育委員会　教育課 島根県邑智郡美郷町粕渕１６８ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理員 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

清掃作業員 有限会社　美建 島根県邑智郡邑南町上田所５０３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

建築施工管理技士 有限会社　河野建材 島根県邑智郡邑南町上亀谷４５６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

１級建築施工管理技
士

２級建築施工管理技
士雇用期間の定めなし 定年を上限

土木施工管理技士 有限会社　河野建材 島根県邑智郡邑南町上亀谷４５６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

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

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

重機オペーレーター（リサ
イクルプラント）

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

車両系建設機械（基
礎工事用）運転技能
者

雇用期間の定めなし 定年を上限



　　　　　　令和４年９月１日～９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
59歳以下 (1)9時00分～17時00分

185,000円～210,000円

TEL 0855-95-0077（従業員数 14人 ）

正社員 32022-  753721 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)8時00分～17時00分

165,250円～222,000円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-72-3040（従業員数 213人 ）

正社員 32022-  754821 就業場所 島根県大田市、川本町 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

170,250円～227,000円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-72-3040（従業員数 141人 ）

正社員以外 32022-  755221 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～64歳 (1)8時00分～17時00分

200,150円～257,000円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-72-3040（従業員数 141人 ）

正社員 32022-  756521 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生・給付

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

200,150円～257,000円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-72-3040（従業員数 141人 ）

正社員 32022-  757421 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生・給付

月給 交替制あり
44歳以下 (1)7時15分～16時15分

145,250円～190,500円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0855-72-3040（従業員数 141人 ）

正社員 32022-  758321 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生・給付

月給 交替制あり
不問 (1)7時15分～16時15分

138,600円～197,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0855-72-3040（従業員数 141人 ）

正社員以外 32022-  759621 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生

時給 交替制あり
不問 (1)7時15分～16時15分

825円～1,150円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0855-72-3040（従業員数 141人 ）

パート労働者 32022-  760021 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)7時45分～10時00分

825円～1,150円 (2)15時00分～17時00分

TEL 0855-72-3040（従業員数 244人 ）

パート労働者 32022-  761721 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30分

1,000円～1,200円

TEL 0855-97-8566（従業員数 6人 ）

パート労働者 32022-  762821 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

160,000円～330,000円

TEL 0855-97-8566（従業員数 4人 ）

正社員以外 32022-  763221 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
不問 (1)5時30分～18時00分

900円～1,100円 　 の間の 　8時間程度

TEL 0855-97-8566（従業員数 6人 ）

パート労働者 32022-  764521 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

200,000円～250,000円

TEL 0855-97-0609（従業員数 6人 ）

正社員 32022-  765421 就業場所 島根県邑智郡邑南町 拠出

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

255,000円～315,000円

TEL 0855-97-0609（従業員数 6人 ）

正社員 32022-  766321 就業場所 島根県邑智郡邑南町 拠出

日給 交替制あり
不問 (1)6時15分～15時00分

7,100円～7,500円 (2)8時30分～17時15分

(3)9時45分～18時30分

TEL 0855-95-2111（従業員数 168人 ）

正社員以外 32022-  767621 就業場所 島根県邑智郡邑南町

調理員 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

調理師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

現場施工管理 有限会社　白川建設 島根県邑智郡邑南町日貫３００１－１ 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 不問

大型自動車免許

土木作業員 有限会社　白川建設 島根県邑智郡邑南町日貫３００１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 不問

調理員 一般社団法人　地域商社
ビレッジプライド邑南

島根県邑智郡邑南町日和２３７番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

調理師

管理栄養士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

栄養士

レストランマネージャー 一般社団法人　地域商社
ビレッジプライド邑南

島根県邑智郡邑南町日和２３７番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

栄養士

調理師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

栄養士 一般社団法人　地域商社
ビレッジプライド邑南

島根県邑智郡邑南町日和２３７番地１ 労災 管理栄養士

栄養士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

運転手（通所リハビリテー
ション）

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理員 社会医療法人　仁寿会 島根県邑智郡川本町大字川本３８３－１ 労災 調理師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理員（嘱託職員） 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

調理師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理師（正職員） 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

調理師

雇用期間の定めなし キャリア形
成

救急救命士 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

救急救命士

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師（嘱託職員） 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

介護福祉士 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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

鮮魚・精肉作業員 有限会社　魚彰 島根県邑智郡邑南町中野６６８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限



　　　　　　令和４年９月１日～９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。

日給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時15分

7,100円～7,500円

TEL 0855-95-2111（従業員数 168人 ）

正社員以外 32022-  768921 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-  769121 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-  770821 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

205,000円～225,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0855-72-1111（従業員数 12人 ）

正社員 32022-  771221 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-  772521 就業場所 島根県邑智郡川本町

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-  773421 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-  774321 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)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-  775621 就業場所 島根県邑智郡邑南町

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-  776921 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
45歳以下 (1)8時30分～17時30分

166,000円～226,400円

TEL 0855-95-2504（従業員数 36人 ）

正社員 32022-  777121 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

6,944円～8,096円

TEL 0855-95-2504（従業員数 96人 ）

正社員以外 32022-  778021 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

6,992円～8,136円

TEL 0855-95-2504（従業員数 96人 ）

正社員以外 32022-  779721 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)7時00分～16時00分

6,760円～6,760円 (2)11時00分～20時00分

(3)13時00分～22時00分

TEL 0855-95-2504（従業員数 96人 ）

正社員以外 32022-  780521 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)7時00分～9時00分

845円～845円 (2)9時00分～11時00分

(3)14時00分～16時00分

TEL 0855-95-2504（従業員数 100人 ）

パート労働者 32022-  781421 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- 1869321 就業場所 島根県邑智郡美郷町

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

介護職員（桃源の家） 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あり（４ヶ

月以上）
法令の規定
により年齢
制限がある

ホームヘルパー２級

介護職員（桃源の家） 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あり（４ヶ

月以上）
法令の規定
により年齢
制限がある

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

理学療法士 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護職員（香梅苑） 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

看護師

准看護師

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

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

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

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

店舗マネージャー（候補） 株式会社ドリームかもん 島根県邑智郡川本町大字因原４５６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

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

看護アシスタント（看護助
手）

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

介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問



　　　　　　令和４年９月１日～９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
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- 1870121 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時00分～20時00分

200,000円～300,000円 　 の間の 　8時間程度

TEL 0854-82-3311（従業員数 15人 ）

正社員 32060- 1891521 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)8時00分～15時00分

900円～900円 　 の間の 　5時間程度

TEL 0854-82-3311（従業員数 4人 ）

パート労働者 32060- 1897021 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時00分～8時30分

875円～1,000円

TEL 0854-84-0835（従業員数 2人 ）

パート労働者 32060- 1928021 就業場所 島根県邑智郡美郷町

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- 5284121 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- 5287821 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- 5329321 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- 5332721 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～16時00分

1,000円～1,000円

TEL 082-831-7850（従業員数 5人 ）

パート労働者 34010-39930521 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10分～17時30分

260,000円～350,000円

TEL 082-247-0266（従業員数 7人 ）

正社員 34010-40252821 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20分

180,000円～240,000円

TEL 082-247-0266（従業員数 7人 ）

正社員 34010-40258921 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 交替制あり
64歳以下

150,000円～250,000円

TEL 082-248-2266（従業員数 30人 ）

正社員 34010-40262521 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下

150,000円～220,000円

TEL 082-248-2266（従業員数 30人 ）

正社員 34010-40266921 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～18時00分

170,000円～200,000円 (2)12時00分～21時00分

(3)6時30分～15時30分

TEL 082-248-2266（従業員数 30人 ）

正社員以外 34010-40267121 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時20分

210,000円～280,000円

TEL 082-247-0266（従業員数 7人 ）

正社員 34010-40272321 就業場所 島根県邑智郡美郷町

【急募】コンクリート製品
製造工／島根県邑智郡

株式会社　ナガ・ツキ 広島県広島市中区吉島西１丁目２１番１号 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

フロント受付業務／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 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

フロント・レストランス
タッフ／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 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理師／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 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

一般事務スタッフ／島根県
邑智郡美郷町

株式会社　ナガ・ツキ 広島県広島市中区吉島西１丁目２１番１号 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

法人ルート営業／島根県邑
智郡美郷町

株式会社　ナガ・ツキ 広島県広島市中区吉島西１丁目２１番１号 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務スタッフ 株式会社　森下電設工業 広島県広島市安佐南区川内５丁目２１－２２ 労災

雇用期間の定めなし 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）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）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

施設警備員（美郷町役場） 企業警備保障株式会社　大
田出張所

島根県大田市大田町吉永１５２８ 労災

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

ホテルスタッフ 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 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

調理師 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

調理師

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



　　　　　　令和４年９月１日～９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。

時給
不問 (1)18時00分～21時00分

950円～1,000円

TEL 082-248-2266（従業員数 30人 ）

パート労働者 34010-40274921 就業場所 島根県江津市桜江町

時給
不問 (1)6時00分～9時00分

950円～1,000円

TEL 082-248-2266（従業員数 30人 ）

パート労働者 34010-40277721 就業場所 島根県江津市桜江町

時給 交替制あり
不問 (1)10時00分～15時00分

1,000円～1,100円 (2)16時00分～21時00分

TEL 082-248-2266（従業員数 30人 ）

パート労働者 34010-40279221 就業場所 島根県江津市桜江町

時給 交替制あり
18歳以上 (1)8時30分～17時30分

900円～950円 (2)18時30分～22時30分

TEL 082-248-2266（従業員数 30人 ）

パート労働者 34010-40281921 就業場所 島根県江津市桜江町

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～17時00分

1,450円～1,450円 (2)20時00分～5時00分

TEL 082-511-1105（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 34010-40695821 就業場所 島根県邑智郡邑南町

自動車部品の溶接及び組立
業務／島根県邑智郡邑南町

株式会社　キャリアメイク 広島県広島市中区鉄砲町６－７ 
中川ビル２０１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

調理補助／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

レストラン・ホール・宴会
業務（リーダー）／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）

不問

ホール業務／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）

不問

ホール業務／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）

不問


