
　　　　　　令和４年９月１１日～９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）
35歳以下 (1)8時45分～18時00分

183,000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 15070-11144021 就業場所島根県邑智郡邑南町 拠出

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時20分～15時05分

942円～1,175円 　 の間の　 6時間程度

TEL 0855-72-0704（従業員数 17人 ）

パート労働者 32022-  808721 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

180,000円～210,000円

TEL 0855-95-2150（従業員数 30人 ）

正社員 32022-  806121 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

116,880円～145,760円

TEL 0855-72-0631（従業員数 10人 ）

パート労働者 32022-  807021 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-  801521 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-  802421 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-  803321 就業場所島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)13時15分～17時15分

825円～825円

TEL 0855-74-6262（従業員数 22人 ）

パート労働者 32022-  804621 就業場所島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)8時45分～16時15分

830円～830円 (2)8時15分～17時00分

TEL 0855-95-0319（従業員数 69人 ）

パート労働者 32022-  805921 就業場所島根県邑智郡邑南町

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

128,000円～128,000円

TEL 0853-73-8960（従業員数 4人 ）

正社員以外 32030- 9285721 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- 9298321 就業場所島根県出雲市、大田市、江津市、邑智郡

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- 4303821 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- 4304221 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-  800221 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

220,000円～250,000円

TEL 082-282-2221（従業員数 75人 ）

正社員 34140-22772121 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

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

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

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

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

ヤクルト販売スタッフ【邑
南センター】

山陰ヤクルト販売　株式会
社

島根県出雲市斐川町荘原３９４６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

環境整備補助・事務補助
（障）

島根県立石見養護学校 島根県邑智郡邑南町中野２３８４－１８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

保育助手 社会福祉法人　邑智会 島根県邑智郡美郷町粕渕３７番地４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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

一般事務（町民生活課） 川本町役場 島根県邑智郡川本町大字川本２７１－３ 雇用・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

電気設備管理者、製造また
は品質管理者

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

第一種電気主任技術
者

第一種電気工事士

雇用期間の定めなし 定年を上限

生活支援員 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

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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

所在地・就業場所

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

℡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１１日～９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 34140-22774721 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)9時00分～18時00分

1,000円～1,200円 (2)15時00分～0時00分

(3)0時00分～9時00分

TEL 0855-23-1324（従業員数 4人 ）

正社員 32020- 5235021 就業場所島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
18歳以上 (1)9時00分～18時00分

830円～830円 (2)15時00分～0時00分

(3)0時00分～9時00分

TEL 0855-23-1324（従業員数 4人 ）

パート労働者 32020- 5236721 就業場所島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
18歳以上 (1)9時00分～18時00分

830円～830円 (2)15時00分～0時00分

TEL 0855-23-1324（従業員数 5人 ）

パート労働者 32020- 5237821 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-  796221 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-  797521 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

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

販売員（コンビニエンスス
トア）（瑞穂）

株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａ
ｚｕｌ

島根県浜田市片庭町２２ー２６ 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

販売員（コンビニエンスス
トア）（邑南）

株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａ
ｚｕｌ

島根県浜田市片庭町２２ー２６ 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

販売員（コンビニエンスス
トア）正社員（邑南）

株式会社　Ｃｉｅｌｏ　ａ
ｚｕｌ

島根県浜田市片庭町２２ー２６ 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

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


