
　　　　　　令和４年１１月１日～１１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

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

169,331円～343,223円

TEL 0852-22-5411（従業員数 33人 ）

正社員以外 32010-17203621 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

210,000円～260,000円

TEL 0855-83-0977（従業員数 66人 ）

正社員 32022-  970721 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)8時00分～17時00分

180,000円～240,000円

TEL 0855-74-0616（従業員数 20人 ）

正社員 32022-  971821 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～240,000円

TEL 0855-74-0616（従業員数 20人 ）

正社員 32022-  972221 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

165,000円～285,000円

TEL 0855-83-1148（従業員数 7人 ）

正社員 32022-  973521 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

1,000円～1,000円

TEL 0855-83-1717（従業員数 21人 ）

パート労働者 32022-  962721 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

857円～857円

TEL 0855-92-0547（従業員数 36人 ）

パート労働者 32022-  963821 就業場所 島根県江津市桜江町

時給
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

857円～857円

TEL 0855-92-0547（従業員数 36人 ）

パート労働者 32022-  964221 就業場所 島根県江津市桜江町

時給
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

857円～857円

TEL 0855-92-0547（従業員数 36人 ）

パート労働者 32022-  965521 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 交替制あり
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

175,000円～215,000円 (2)7時15分～17時30分

(3)7時15分～18時00分

TEL 0855-92-0547（従業員数 36人 ）

正社員 32022-  966421 就業場所 島根県江津市桜江町

月給
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

175,000円～215,000円

TEL 0855-92-0547（従業員数 36人 ）

正社員 32022-  967321 就業場所 島根県江津市桜江町

月給
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

175,000円～215,000円

TEL 0855-92-0547（従業員数 36人 ）

正社員 32022-  968621 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)0時00分～23時59分

180,000円～200,000円 　 の間の 　8時間程度

TEL 0854-82-3311（従業員数 4人 ）

正社員 32060- 2467221 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)8時15分～17時30分

950円～1,100円

TEL 0855-83-1717（従業員数 11人 ）

パート労働者 32022-  949221 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

155,000円～165,400円

TEL 0855-83-1717（従業員数 21人 ）

正社員以外 32022-  950621 就業場所 島根県邑智郡邑南町

訪問介護職員（ヘルパー） 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

ホームヘルパー２
級

介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師

看護師（こもれび） 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 看護師

准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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・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

二次加工作業員 有限会社　桜江町桑茶生産
組合

島根県江津市桜江町市山５０７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

一次加工作業員 有限会社　桜江町桑茶生産
組合

島根県江津市桜江町市山５０７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

栽培管理作業 有限会社　桜江町桑茶生産
組合

島根県江津市桜江町市山５０７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

二次加工作業員 有限会社　桜江町桑茶生産
組合

島根県江津市桜江町市山５０７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

一次加工作業員 有限会社　桜江町桑茶生産
組合

島根県江津市桜江町市山５０７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

栽培管理作業 有限会社　桜江町桑茶生産
組合

島根県江津市桜江町市山５０７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

訪問介護職員（ヘルパー） 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 労災 ホームヘルパー２
級

介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師

測量技術者、土木設計技術
者

測地技研　株式会社 島根県邑智郡邑南町三日市１２－８ 雇用・労災・健
康・厚生

測量士

測量士補

雇用期間の定めなし 定年を上限

のり面工 株式会社　オーサン 島根県邑智郡川本町大字南佐木２８２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

土木施工管理技士 株式会社　オーサン 島根県邑智郡川本町大字南佐木２８２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

管理栄養士 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

管理栄養士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

所在地・就業場所

期限付実習助手（島根中央
高等学校）

島根県教育庁学校企画課 島根県松江市殿町１番地 公災・その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

℡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１１月１日～１１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
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～350,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  951921 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～250,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  952121 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～320,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  953021 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～350,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  954721 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～350,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  955821 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～320,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  956221 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～350,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  957521 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～320,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  958421 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～200,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  959321 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～350,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 27人 ）

正社員 32022-  960121 就業場所 島根県江津市桜江町

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～230,000円

TEL 0855-95-1565（従業員数 10人 ）

正社員 32022-  961021 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 34010-52064621 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
不問 (1)9時00分～18時00分

180,000円～500,000円

TEL 092-406-0018（従業員数 3人 ）

正社員 40010-71005821 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)9時00分～18時00分

1,300円～2,500円

TEL 092-406-0018（従業員数 3人 ）

パート労働者 40010-71007521 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

200,000円～250,000円

TEL 0994-62-3851（従業員数 14人 ）

正社員 46030- 9262521 就業場所 島根県邑智郡美郷町

牛肥育管理業務（島根県美
郷町）

みらいファーム株式会社 鹿児島県鹿屋市串良町細山田２１７５－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

福祉理容師　福祉美容師 株式会社　シルバーサポー
トジャパン

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１－１ 労災 理容師

美容師

雇用期間の定めなし 不問

福祉理容師　福祉美容師
（正）

株式会社　シルバーサポー
トジャパン

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

理容師

美容師

雇用期間の定めなし 不問

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

配達員 有限会社　ディブロ 島根県邑智郡邑南町矢上　４６０５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

住宅販売 株式会社井上組 島根県江津市桜江町小田９４３番地１２ 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

事務員 株式会社井上組 島根県江津市桜江町小田９４３番地１２ 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

重機オペレーター
「建設」

株式会社井上組 島根県江津市桜江町小田９４３番地１２ 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 定年を上限
車両系建設機械（解
体用）運転技能者

建築施工管理技士 株式会社井上組 島根県江津市桜江町小田９４３番地１２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

一級建築士

１級建築施工管理
技士雇用期間の定めなし 定年を上限

大型運転手 株式会社井上組 島根県江津市桜江町小田９４３番地１２ 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

法面施工管理技術者 株式会社井上組 島根県江津市桜江町小田９４３番地１２ 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

土木施工管理技士 株式会社井上組 島根県江津市桜江町小田９４３番地１２ 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

クレーンオペレーター 株式会社井上組 島根県江津市桜江町小田９４３番地１２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

大型特殊自動車免
許

移動式クレーン運
転士雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 株式会社井上組 島根県江津市桜江町小田９４３番地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

住宅設計 株式会社井上組 島根県江津市桜江町小田９４３番地１２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

二級建築士

一級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限



　　　　　　令和４年１１月１日～１１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）
59歳以下 (1)9時25分～18時00分

157,500円～221,700円

TEL 0852-22-2520（従業員数 8人 ）

正社員 32010-16986521 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

920円～1,010円

TEL 0855-95-0363（従業員数 94人 ）

パート労働者 32022-  944921 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30分～9時30分

920円～1,030円 (2)16時00分～19時00分

(3)7時00分～8時00分

TEL 0855-95-0363（従業員数 94人 ）

パート労働者 32022-  946021 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 交替制あり
18歳以上 (1)7時15分～16時00分

165,000円～181,000円 (2)8時30分～17時15分

(3)10時00分～18時45分

TEL 0855-95-0363（従業員数 94人 ）

正社員以外 32022-  947721 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
59歳以下 (1)8時00分～16時00分

900円～900円 　 の間の 　4時間程度

TEL 0855-95-0321（従業員数 10人 ）

パート労働者 32022-  948821 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
18歳以上 (1)17時00分～8時45分

1,150円～1,300円

TEL 0855-95-0363（従業員数 94人 ）

パート労働者 32022-  969921 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 34010-51510221 就業場所 島根県邑智郡美郷町

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 34010-51513321 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

8,000円～12,000円

TEL 0855-95-1951（従業員数 3人 ）

正社員 32022-  943621 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
45歳以下 (1)8時00分～16時50分

180,300円～299,400円

TEL 0856-22-4824（従業員数 28人 ）

正社員 32040- 5126121 就業場所 島根県大田市

月給
59歳以下 (1)8時00分～16時50分

180,300円～299,400円

TEL 0856-22-4824（従業員数 28人 ）

正社員 32040- 5127021 就業場所 島根県大田市、江津市、邑智郡

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)5時00分～20時00分

210,000円～250,000円 　 の間の 　8時間程度

TEL 0120-70-2346（従業員数 5人 ）

正社員 27060-34699021 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～45歳 (1)7時00分～15時45分

151,000円～239,500円 (2)13時15分～22時00分

TEL 0852-32-5966（従業員数 89人 ）

正社員 32010-16612421 就業場所 島根県浜田市、益田市、邑南町

月給
不問 (1)8時15分～17時15分

209,965円～209,965円

TEL 0855-27-1300（従業員数 7人 ）

正社員 32020- 6072121 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 フレックス
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～350,000円

TEL 0855-72-3025（従業員数 15人 ）

正社員 32022-  913721 就業場所 島根県邑智郡川本町

技術士（建設部門・農業部
門・森林部門　いずれか）

株式会社　新興建設コンサ
ルタント

島根県邑智郡川本町大字川本１４３－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

その他の土木・測
量技術関係資格

測量士

雇用期間の定めなし 定年を上限

２級土木施工管理
技士

建設機械修理工（東部支
店）

株式会社　ライト 島根県浜田市周布町１０６６番地１３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

正規職員（地域職）県西部
地区

社会福祉法人　島根県社会
福祉事業団

島根県松江市東津田町１７４１－３　いきい
きプラザ島根５階

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

厨房チーフ候補【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

雇用・労災・健
康・厚生

栄養士

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

育林現業社員（経験者：川
本、美郷：正社員）

大和森林　株式会社　益田
営業所

島根県益田市あけぼの本町１０番地７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

育林現業社員（未経験者：
川本、美郷：正社員）

大和森林　株式会社　益田
営業所

島根県益田市あけぼの本町１０番地７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

土木作業、運転 飯田土建　　飯田　重信 島根県邑智郡邑南町井原６３１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

食品スーパーマーケット内
レジ・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

食品スーパーマーケット内
レジ・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

夜間支援員（緑風園） 社会福祉法人　島根県社会
福祉事業団　緑風園

島根県邑智郡邑南町中野２３８４番地 雇用・労災・健
康・厚生

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

製造補助、製品の検品及び
梱包、配達

有限会社　垣崎醤油店 島根県邑智都邑南町中野１０４６ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

支援員（緑風園） 社会福祉法人　島根県社会
福祉事業団　緑風園

島根県邑智郡邑南町中野２３８４番地 雇用・労災・健
康・厚生

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

世話人 社会福祉法人　島根県社会
福祉事業団　緑風園

島根県邑智郡邑南町中野２３８４番地 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

支援員（緑風園） 社会福祉法人　島根県社会
福祉事業団　緑風園

島根県邑智郡邑南町中野２３８４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

自動車整備（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

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限



　　　　　　令和４年１１月１日～１１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年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～270,000円

TEL 0855-75-1363（従業員数 19人 ）

正社員 32022-  915221 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

7,000円～12,000円

TEL 0855-72-0057（従業員数 22人 ）

正社員 32022-  917421 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～44歳 (1)8時00分～17時00分

170,250円～219,500円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0855-72-3040（従業員数 141人 ）

正社員 32022-  918321 就業場所 島根県邑智郡川本町 厚生・給付

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

159,300円～197,800円

TEL 0855-72-3517（従業員数 10人 ）

正社員以外 32022-  921721 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

7,000円～10,000円

TEL 0855-83-2300（従業員数 20人 ）

正社員 32022-  922821 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)7時30分～16時30分

150,000円～168,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0855-72-3555（従業員数 30人 ）

正社員 32022-  924521 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

857円～857円

TEL 0855-75-1382（従業員数 7人 ）

パート労働者 32022-  925421 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給 交替制あり
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

10,500円～10,500円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0855-95-1121（従業員数 128人 ）

正社員以外 32022-  926321 就業場所 島根県邑智郡邑南町 厚生

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

8,500円～13,000円

TEL 0855-72-2167（従業員数 4人 ）

正社員 32022-  927621 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)14時15分～18時00分

980円～980円

TEL 0855-75-0103（従業員数 4人 ）

パート労働者 32022-  928921 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給 変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

7,200円～15,000円

TEL 0855-72-0225（従業員数 8人 ）

正社員 32022-  929121 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

200,000円～270,000円

TEL 0855-72-0361（従業員数 4人 ）

正社員 32022-  930821 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)6時30分～9時00分

1,000円～1,000円 (2)14時00分～17時30分

(3)6時30分～9時30分

TEL 0855-83-1717（従業員数 9人 ）

パート労働者 32022-  931221 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
44歳以下 (1)8時30分～17時00分

7,000円～7,000円

TEL 0855-72-2043（従業員数 35人 ）

正社員 32022-  932521 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

165,000円～165,000円

TEL 0855-72-2043（従業員数 47人 ）

正社員 32022-  933421 就業場所 島根県邑智郡川本町

大型トレーラー運転手 有限会社　優美運送 島根県邑智郡川本町因原４５６－２ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

牽引免許

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

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 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

世話人（ハートホーム） 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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

営業 邑智コルト　有限会社 島根県邑智郡川本町大字因原　５０４－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

大工、左官、木工職、大工
見習、左官見習、家具・建
具見習

株式会社　才木建設 島根県邑智郡川本町大字川本５３７－１０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科助手、受付 ひらた歯科医院 島根県邑智郡美郷町粕渕２５４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 大鵬建設　有限会社 島根県邑智郡川本町大字川下６８６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

設備保全 株式会社　ワイテック　石
見工場

島根県邑智郡邑南町中野３６０５－１７ 雇用・労災・健
康・厚生

第三種電気主任技
術者

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

縫製工 有限会社　岡ソーイング 島根県邑智郡美郷町高畑２１８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

介護職員 株式会社　海愛 島根県邑智郡川本町川下１３１９－１５ 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

土木作業員 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

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　川本福祉会 島根県邑智郡川本町大字因原５７０－１ 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

准看護師 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

准看護師

雇用期間の定めなし キャリア形
成

大型・中型貨物自動車運転
手

三江線運輸　有限会社 島根県邑智郡川本町大字因原１９８－５ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

中型自動車免許

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

大型ダンプ・ユニック運転
手
「建設」

大五建設　有限会社 島根県邑智郡美郷町乙原２１６－３ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

その他の定置・建設
機械の運転関係資格雇用期間の定めなし 定年を上限



　　　　　　令和４年１１月１日～１１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)8時00分～17時00分

900円～1,100円

TEL 0855-83-1788（従業員数 8人 ）

正社員 32022-  934321 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

900円～900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-  935621 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

1,000円～1,050円

TEL 0855-75-8185（従業員数 2人 ）

パート労働者 32022-  936921 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 交替制あり
64歳以下 (1)7時30分～16時30分

183,000円～200,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)8時30分～17時30分

TEL 0855-75-8185（従業員数 2人 ）

正社員 32022-  937121 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給
不問 (1)8時30分～17時15分

6,900円～6,900円

TEL 0855-95-2111（従業員数 168人 ）

正社員以外 32022-  939721 就業場所 島根県邑智郡邑南町

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 ）

パート労働者 32022-  940521 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

8,300円～15,000円

TEL 0855-72-2279（従業員数 6人 ）

正社員 32022-  941421 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給
18歳以上 (1)21時00分～9時00分

7,500円～9,500円

TEL 0854-82-3311（従業員数 4人 ）

正社員以外 32060- 2378221 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給
不問 (1)10時00分～19時00分

900円～900円 　 の間の 　5時間程度

TEL 0854-82-3311（従業員数 15人 ）

パート労働者 32060- 2379521 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 交替制あり
18歳以上 (1)6時00分～9時00分

860円～1,080円 (2)8時00分～16時00分

(3)9時00分～15時00分

TEL 0854-84-5090（従業員数 7人 ）

パート労働者 32060- 2435321 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

8,400円～14,000円

TEL 082-232-8271（従業員数 12人 ）

正社員 34010-50670921 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

350,000円～400,000円

TEL 082-282-2221（従業員数 70人 ）

正社員 34140-26680921 就業場所 島根県江津市桜江町 給付

時給
不問 (1)8時00分～12時30分

860円～860円 (2)14時00分～18時00分

TEL 093-371-1711（従業員数 7人 ）

パート労働者 40062- 4946221 就業場所 島根県邑智郡美郷町

調理補助（島根県邑智郡） 大阪惣菜　株式会社 福岡県北九州市門司区黄金町６－２８ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

板金プレス・金型メンテナ
ンス／江津市桜江町

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

アーク溶接技能者
（基本級）

プレス機械作業主
任者雇用期間の定めなし 定年を上限

製図工（ＣＡＤ／ＣＡＭ）
／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

雇用期間の定めなし 定年を上限

販売店員 ローソン　大田久手波根西
店　（株式会社　アクシ
ズ）

島根県大田市大田町大田イ７２７－２０ 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

レストランスタッフ 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 労災

雇用期間の定めなし 不問

ホテルスタッフ　【フロン
ト夜勤】

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

土木施工管理技士または土
木作業員

新和建設有限会社 島根県邑智郡川本町大字川下１０９６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

２級土木施工管理
技士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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

事務補助員 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・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護支援専門員 社会福祉法人　敬愛福祉会
デイサービスやすらぎの里
別府

島根県邑智郡美郷町別府８番地５ 雇用・労災・健
康・厚生

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護支援専門員 社会福祉法人　敬愛福祉会
デイサービスやすらぎの里
別府

島根県邑智郡美郷町別府８番地５ 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

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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

野菜のカット・惣菜製造 株式会社　食彩工房　邑悠 島根県邑智郡邑南町上亀谷３５５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問


