
　　　　　　令和４年１２月２１日～１２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 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

163,600円～217,600円 (2)7時30分～16時30分

TEL 0855-75-1345（従業員数 30人 ）
正社員 32022- 1094921 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 交替制あり
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

180,000円～180,000円 (2)13時00分～22時00分

TEL 082-942-1006（従業員数 20人 ）

正社員 32022- 1089721 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
64歳以下 (1)9時00分～22時00分

860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- 1091421 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
64歳以下 (1)9時00分～22時00分

857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- 1092321 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 交替制あり
64歳以下 (1)8時00分～21時00分

857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- 1093621 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- 5859221 就業場所 島根県大田市、江津市、邑智郡

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- 5860621 就業場所 島根県大田市、江津市、邑智郡

月給 変形（1年単位）
62歳以下 (1)8時30分～17時00分

160,000円～200,000円

TEL 082-295-1997（従業員数 12人 ）

正社員 34010-60489721 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)8時00分～17時00分

160,000円～200,000円 (2)20時00分～5時00分

TEL 082-295-1997（従業員数 17人 ）

正社員 34010-60490521 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1ヶ月単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～185,000円

TEL 0852-27-1008（従業員数 6人 ）

正社員 32010-19459621 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- 1084321 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)6時00分～15時00分

7,200円～8,000円 (2)11時30分～20時30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- 1086921 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
39歳以下 (1)8時00分～17時00分

7,000円～7,000円

TEL 0855-72-0277（従業員数 28人 ）

正社員 32022- 1087121 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
不問 (1)8時15分～16時45分

116,100円～144,800円

TEL 0855-95-1105（従業員数 53人 ）
パート労働者 32022- 1083421 就業場所 島根県邑智郡邑南町

一般事務 島根県立矢上高等学校 島根県邑智郡邑南町矢上３９２１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

山林作業員（邑南町） 邑智郡森林組合 島根県邑智郡川本町大字因原６６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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

経理・庶務事務員（川本営
業所）

サンべ電気　株式会社 島根県松江市西津田１０丁目１３－３６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

日商簿記３級

雇用期間の定めなし 定年を上限

技能職（鋳型用型砂製造）
／島根県邑南

株式会社ツチヨシ産業 広島県広島市中区西十日市町９番９号 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

研究センター　技能職／島
根県邑智郡

株式会社ツチヨシ産業 広島県広島市中区西十日市町９番９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

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

清掃スタッフ（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 定年を上限

ホテルフロント（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 定年を上限

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 定年を上限

営業推進 株式会社ウェルス 島根県邑智郡邑南町高水２４６７ー１０ 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

雇用・労災・健
康・厚生

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 定年を上限

所在地・就業場所

介護職員（正規職員） 社会福祉法人　美郷町社会
福祉協議会

島根県邑智郡美郷町粕渕１９５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。


