
　　　　　　令和４年１１月２１日～１１月３０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15分～17時15分

169,000円～232,000円

TEL 0855-92-8450（従業員数 15人 ）

正社員 32022- 1002121 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

159,000円～222,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0855-92-8450（従業員数 48人 ）

正社員 32022- 1003021 就業場所 島根県江津市桜江町

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～240,000円

TEL 0855-83-0222（従業員数 5人 ）

正社員 32022-  997821 就業場所 島根県邑智郡邑南町 厚生

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

189,200円～191,200円

TEL 0855-92-8450（従業員数 32人 ）

正社員 32022-  999521 就業場所 島根県江津市桜江町

月給 交替制あり
64歳以下 (1)7時30分～16時30分

173,000円～217,800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 20人 ）

正社員 32022-  993921 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～17時00分

1,100円～1,190円 　 の間の 　7時間程度

TEL 0855-75-8185（従業員数 20人 ）

パート労働者 32022-  994121 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00分～16時40分

220,000円～270,000円

TEL 0855-77-0035（従業員数 42人 ）

正社員 32022-  995021 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～1,000円 　 の間の 　5時間程度

TEL 0855-83-1788（従業員数 8人 ）

パート労働者 32022-  996721 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)9時00分～17時40分

175,000円～260,000円

TEL 086-428-5151（従業員数 5人 ）

正社員 33030-23215621 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)9時00分～17時40分

175,000円～260,000円

TEL 086-428-5151（従業員数 5人 ）

正社員 33030-23262421 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 変形（1年単位）
不問 (1)9時00分～17時40分

1,000円～1,000円

TEL 086-428-5151（従業員数 5人 ）

正社員以外 33030-23263321 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)8時00分～17時00分

1,500円～1,500円 (2)20時00分～5時00分

TEL 082-490-3715（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 34020- 8523221 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

175,000円～320,000円

TEL 0852-26-5480（従業員数 5人 ）

正社員 32010-17656421 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給
不問 (1)8時30分～17時00分

6,700円～6,700円

TEL 0855-95-1105（従業員数 53人 ）

パート労働者 32022-  992621 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)8時00分～15時30分

860円～860円

TEL 0855-92-1171（従業員数 8人 ）

パート労働者 32022-  990421 就業場所 島根県江津市桜江町

時給 交替制あり
不問

860円～860円

TEL 0855-92-1171（従業員数 8人 ）

パート労働者 32022-  991321 就業場所 島根県江津市桜江町

職業指導員（調理補助） 特定非営利活動法人　さ
くらんぼのお家

島根県江津市桜江町谷住郷１７１３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

職業指導員（お菓子・パ
ンの製造）

特定非営利活動法人　さ
くらんぼのお家

島根県江津市桜江町谷住郷１７１３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

事務等補助 島根県立矢上高等学校 島根県邑智郡邑南町矢上３９２１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

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 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車部品の製造／邑南
町

株式会社　栄興産　広島
営業所

広島県東広島市西条大坪町１１－２７　ラル
クビル１階

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

法令の規定
により年齢
制限がある

（島根県邑智郡）農機具
の運搬・洗車他（アルバ
イト）

ヤンマーアグリジャパン
株式会社　中四国支社

岡山県倉敷市亀山６２２ 雇用・労災・健
康・厚生

８トン限定中型自
動車免許

中型自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

（島根県邑智郡）技術職
（瑞穂支店）

ヤンマーアグリジャパン
株式会社　中四国支社

岡山県倉敷市亀山６２２ 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

（島根県邑智郡）営業職
（瑞穂支店）

ヤンマーアグリジャパン
株式会社　中四国支社

岡山県倉敷市亀山６２２ 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

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

雇用期間の定めなし 不問

大型運転手 山興緑化　有限会社 島根県邑智郡美郷町小松地３２０ 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

看護職員 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 看護師

准看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

看護職員 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

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師または准看護師 社会福祉法人　桜江福祉
会

島根県江津市桜江町長谷２７２３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車修理・販売、保険
販売

有限会社　小林モーター
ス

島根県邑智郡邑南町下田所１４４－４ 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 定年を上限

介護職員（陽光苑） 社会福祉法人　桜江福祉
会

島根県江津市桜江町長谷２７２３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

介護職員（桜寿園デイ
サービスセンター）

社会福祉法人　桜江福祉
会

島根県江津市桜江町長谷２７２３－２

℡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。


