
　　　　　　令和４年１０月２０日～１０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

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

175,000円～320,000円

TEL 0852-26-5480（従業員数 5人 ）

正社員 32010-16148921 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給
45歳以下 (1)6時00分～14時45分

180,000円～260,000円 (2)13時15分～22時00分

(3)8時30分～17時15分

TEL 0855-95-0496（従業員数 12人 ）

正社員 32022-  912021 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～20時00分

180,000円～250,000円 　 の間の　 8時間程度

TEL 0824-63-2646（従業員数 1人 ）

正社員以外 34070- 2978121 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
不問 (1)8時30分～17時15分

6,700円～6,700円

TEL 0852-22-5986（従業員数 45人 ）

パート労働者 32010-16095821 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

8,000円～10,000円

TEL 0855-95-0554（従業員数 20人 ）

正社員 32022-  910921 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

857円～857円 　 の間の　 6時間程度

TEL 0855-95-2183（従業員数 8人 ）

パート労働者 32022-  909421 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)9時00分～19時00分

1,100円～1,100円 　 の間の　 8時間程度

TEL 082-502-6788（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 34010-49524821 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)8時45分～12時00分

900円～900円

TEL 082-270-3170（従業員数 8人 ）

パート労働者 34010-49399221 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
45歳以下 (1)8時00分～16時45分

160,000円～200,000円

TEL 0855-72-0761（従業員数 10人 ）

正社員 32022-  906821 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)8時30分～12時30分

950円～1,100円

TEL 0855-92-0057（従業員数 11人 ）

パート労働者 32022-  903121 就業場所 島根県江津市桜江町

時給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)9時00分～16時00分

860円～860円

TEL 0855-74-2280（従業員数 10人 ）

パート労働者 32022-  904021 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

860円～860円

TEL 0855-74-2280（従業員数 10人 ）

正社員 32022-  905721 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)10時00分～12時00分

860円～890円 (2)14時00分～16時00分

TEL 050-5207-4337（従業員数 3人 ）

パート労働者 32022-  907221 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～14時00分

890円～890円 　 の間の　 5時間程度

TEL 050-5207-4337（従業員数 3人 ）

パート労働者 32022-  908521 就業場所 島根県邑智郡邑南町

調理補助 合同会社ふくのや 島根県邑智郡邑南町市木２１５２－７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

弁当の配達 合同会社ふくのや 島根県邑智郡邑南町市木２１５２－７ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師または准看護師 應儀医院 島根県江津市桜江町市山２７４ 労災 准看護師

看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

運転手及び浄化槽維持管
理助手

有限会社　邑智郡浄化槽
センター

島根県邑智郡川本町大字川下１３１３ 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成 ５トン限定準中型

自動車免許

品出し（ドラッグスト
ア）／ウェルネス　川本
店

株式会社　ツルハグルー
プドラッグ＆ファーマ
シー西日本

広島県広島市西区井口明神１丁目１番１０号 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

食品スーパーマーケット
内品出し業務／島根県邑
智郡

株式会社　アクオ西日本 広島県広島市中区八丁堀１５番６号 
広島ちゅうぎんビル５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

漬物加工 株式会社　山豊石見加工
場

島根県邑智郡邑南町中野１５８５－４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

バス運転手 西日本トータルサービス
株式会社

島根県邑智郡邑南町矢上６２番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車第二種
免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

軽作業（一般事務補助）
（川本町）

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 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

施設管理責任者 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 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

可燃ごみ焼却業務 有限会社　日高毅商店 島根県邑智郡邑南町井原５０５番地 雇用・労災・健
康・厚生

移動式クレーン運
転士

中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

伐採業務従事者（邑智郡
美郷町）

株式会社　佐藤組 島根県松江市堂形町７３７－３

℡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１０月２０日～１０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 交替制あり
不問 (1)7時15分～16時00分

875円～888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 ）

パート労働者 32022-  901621 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)7時15分～16時00分

7,000円～7,100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 ）

正社員以外 32022-  902921 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

7,600円～8,080円

TEL 0854-82-1004（従業員数 4人 ）

正社員 32060- 2251921 就業場所 島根県邑智郡川本町

設備保守管理技術者（川
本合同庁舎・その他）

企業組合　労協しまね事
業団

島根県大田市大田町大田イ１２９ 雇用・労災・健
康・厚生

第三種電気主任技
術者

第一種電気工事士

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築物環境衛生管
理技術者

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

保育士・保育支援員 社会福祉法人　瑞穂福祉
会

島根県邑智郡邑南町出羽２９３－５ 労災 保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問


