
　　　　　　令和５年１月１１日～１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

時給
64歳以下 (1)8時00分～18時00分

1,000円～1,000円  　の間の　 5時間程度

TEL 0855-82-2252（従業員数 9人 ）

パート労働者 32022-   58431 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 交替制あり
44歳以下 (1)9時00分～18時00分

170,000円～194,000円 (2)12時00分～21時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0855-72-3080（従業員数 14人 ）

正社員 32022-   59731 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時30分～17時15分

7,120円～7,120円 (2)7時30分～16時15分

(3)16時30分～9時30分

TEL 0855-95-0811（従業員数 84人 ）

正社員以外 32022-   54031 就業場所 島根県邑智郡邑南町

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-   55831 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-   56231 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)6時15分～14時45分

7,120円～7,120円 (2)8時30分～17時15分

(3)9時00分～17時45分

TEL 0855-95-0811（従業員数 84人 ）

正社員以外 32022-   57531 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)8時00分～16時00分

900円～1,200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-  209331 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 変形（1年単位）
62歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～180,000円

TEL 082-295-1997（従業員数 17人 ）

正社員 34010- 3836131 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 大型特殊自動車免
許44歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～300,000円

TEL 082-877-0017（従業員数 3人 ）

正社員 34010- 3890331 就業場所 島根県邑智郡邑南町 調理師

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

880円～900円

TEL 0855-83-0517（従業員数 13人 ）

パート労働者 32022-   50331 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

880円～900円

TEL 0855-83-0517（従業員数 11人 ）

パート労働者 32022-   51631 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

6,900円～6,900円

TEL 0855-95-2111（従業員数 168人 ）

正社員以外 32022-   52931 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
不問 (1)8時30分～16時30分

127,700円～127,700円

TEL 0855-95-2111（従業員数 168人 ）

パート労働者 32022-   53131 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

1,500円～1,500円

TEL 082-490-3715（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣労働者 34020-  605831 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
59歳以下 (1)9時00分～16時00分

860円～950円

TEL 0855-95-0822（従業員数 21人 ）

パート労働者 32022-   40431 就業場所 島根県邑智郡邑南町

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能
者

測量・設計助手・一般事
務

株式会社　大屋ハイテッ
ク

島根県邑智郡邑南町矢上　４５７５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車部品の製造（日
勤）／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）

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

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

学校給食調理人（石見地
域）

邑南町学校給食会 島根県邑智郡邑南町淀原１５３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

学校給食調理人 邑南町学校給食会 島根県邑智郡邑南町淀原１５３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

スキー場・グランピング
施設運営業務／瑞穂ハイ
ランド

アオイテクノサービス株
式会社

広島県広島市安佐南区相田１ー１－２６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

事務職（経理・労務等）
／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 定年を上限

送迎運転手 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 大型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

調理員（くるみ邑美園） 社会福祉法人　邑智福祉
振興会

島根県邑智郡邑南町中野３６００－１ 雇用・労災・健
康・厚生

調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

支援員・児童指導員（く
るみ邑美園）

社会福祉法人　邑智福祉
振興会

島根県邑智郡邑南町中野３６００－１ 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

スイミングインストラク
ター

安伸　有限会社 島根県邑智郡川本町大字川本３３２－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

一般事務 大和観光株式会社 島根県邑智郡美郷町都賀本郷１２５－１

℡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５年１月１１日～１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）
不問 (1)8時00分～17時30分

930円～1,610円

TEL 0855-95-0822（従業員数 21人 ）

正社員以外 32022-   41731 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時30分

930円～1,610円

TEL 0855-95-0822（従業員数 21人 ）

正社員以外 32022-   42331 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

13,000円～15,000円

TEL 0855-92-0333（従業員数 16人 ）

正社員 32022-   43631 就業場所 島根県江津市桜江町

日給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

10,000円～12,000円

TEL 0855-92-0333（従業員数 16人 ）

正社員 32022-   44931 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)8時30分～17時30分

222,500円～242,500円 (2)10時00分～19時00分

(3)7時00分～16時00分

TEL 0855-83-2222（従業員数 31人 ）

正社員 32022-   45131 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

350,000円～400,000円

TEL 0855-83-2222（従業員数 31人 ）

正社員以外 32022-   46031 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

1,203円～1,321円

TEL 0855-83-2222（従業員数 31人 ）

パート労働者 32022-   47831 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 交替制あり
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

166,000円～206,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0855-83-2222（従業員数 31人 ）

正社員 32022-   48231 就業場所 島根県邑智郡邑南町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

898円～1,069円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0855-83-2222（従業員数 31人 ）

パート労働者 32022-   49531 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時30分～15時30分

180,000円～190,000円 (2)12時30分～21時30分

TEL 0854-82-3311（従業員数 4人 ）

正社員 32060-  180031 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～10時00分

1,000円～1,200円 (2)11時00分～15時00分

(3)17時00分～21時00分

TEL 0854-82-3311（従業員数 4人 ）

パート労働者 32060-  181831 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時00分～20時00分

200,000円～250,000円  　の間の　 8時間程度

TEL 0854-82-3311（従業員数 4人 ）

正社員 32060-  182231 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～10時00分

1,000円～1,500円 (2)11時00分～15時00分

(3)16時00分～20時00分

TEL 0854-82-3311（従業員数 4人 ）

パート労働者 32060-  183531 就業場所 島根県邑智郡美郷町

月給 フレックス
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

145,000円～200,000円

TEL 0855-72-3025（従業員数 15人 ）

正社員 32022-   38031 就業場所 島根県邑智郡川本町

月給
21歳～40歳 (1)8時45分～17時10分

150,000円～150,000円

TEL 0855-95-1141（従業員数 13人 ）

正社員 32022-   39831 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- 2565231 就業場所 島根県邑智郡邑南町

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

教習指導員（未経験・無
資格者も可）

有限会社　石見自動車教
習センター

島根県邑智郡邑南町中野３６０５－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

自動二輪車免許

中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成 大型自動車免許

一般事務員 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

日商簿記３級

簿記実務検定２級

雇用期間の定めなし キャリア形
成

調理補助 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

調理師 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

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

レストランサービスス
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

レストランサービスス
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 定年を上限

介護職員 ウェルファ　株式会社
（老人ホームふる郷）

島根県邑智郡邑南町下田所１０８３－１ 雇用・労災 介護福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職員 ウェルファ　株式会社
（老人ホームふる郷）

島根県邑智郡邑南町下田所１０８３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

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

看護師、准看護師 ウェルファ　株式会社
（老人ホームふる郷）

島根県邑智郡邑南町下田所１０８３－１ 雇用・労災 准看護師

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（部門長候補・幹
部候補）

ウェルファ　株式会社
（老人ホームふる郷）

島根県邑智郡邑南町下田所１０８３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師、准看護師 ウェルファ　株式会社
（老人ホームふる郷）

島根県邑智郡邑南町下田所１０８３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

准看護師

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 有限会社　住江建設 島根県江津市桜江町谷住郷１８０２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

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

土木施工管理技士 有限会社　住江建設 島根県江津市桜江町谷住郷１８０２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

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

建設コンサルタント（未
経験者）

株式会社　大屋ハイテッ
ク

島根県邑智郡邑南町矢上　４５７５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

２級土木施工管理
技士

測量士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

測量士補

建設コンサルタント（未
経験者）

株式会社　大屋ハイテッ
ク

島根県邑智郡邑南町矢上　４５７５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

２級土木施工管理
技士

測量士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

測量士補


