
　　　　　　令和５年１月２１日～１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
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

230,000円～300,000円

TEL 0855-95-1565（従業員数 10人 ）

正社員 32022-   85331 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時30分

400,000円～500,000円

TEL 0855-95-0822（従業員数 21人 ）

正社員以外 32022-   86631 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時30分

156,000円～360,500円

TEL 0855-95-0822（従業員数 21人 ）

正社員以外 32022-   87931 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

7,680円～8,400円

TEL 0854-82-1004（従業員数 4人 ）

正社員 32060-  240331 就業場所 島根県邑智郡川本町

時給 交替制あり
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

1,700円～1,700円 (2)20時00分～5時00分

TEL 082-490-3715（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣労働者 34020-  811331 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時15分

7,300円～7,700円

TEL 0855-95-2111（従業員数 168人 ）

正社員以外 32022-   82531 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

7,300円～7,700円

TEL 0855-95-2111（従業員数 168人 ）

正社員以外 32022-   83431 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

9,300円～11,200円

TEL 0855-95-2111（従業員数 168人 ）

正社員以外 32022-   84731 就業場所 島根県邑智郡邑南町

日給
不問 (1)9時30分～17時00分

7,462円～8,613円 (2)9時00分～16時30分

TEL 0855-72-0385（従業員数 9人 ）

パート労働者 32022-   78931 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給
不問 (1)9時00分～16時30分

12,942円～13,182円 (2)9時30分～17時00分

TEL 0855-72-0385（従業員数 9人 ）

パート労働者 32022-   80831 就業場所 島根県邑智郡川本町

日給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

9,090円～10,000円

TEL 0855-95-0404（従業員数 4人 ）

正社員 32022-   76331 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

12,000円～15,000円

TEL 0855-95-1389（従業員数 3人 ）

正社員 32022-   77631 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時20分～20時10分

169,000円～280,000円 　 の間の　 8時間程度

TEL 0856-24-2404（従業員数 21人 ）

正社員 32040-  435231 就業場所 島根県邑智郡川本町 給付

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～220,000円

TEL 0855-72-0354（従業員数 7人 ）

正社員 32022-   72231 就業場所 島根県邑智郡川本町

営業 松岡建材　有限会社 島根県邑智郡川本町大字因原１６６‐２ 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（ジュンテンドー川本
店：正社員）

株式会社ジュンテンドー 島根県益田市遠田町２１７９番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築大工（職人） 株式会社　森脇工務店 島根県邑智郡邑南町矢上４２７１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

工場内作業員 有限会社　掛光鉄工 島根県邑智郡邑南町中野２４３０－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

就職支援ナビゲーター（学
卒・若者支援分）

浜田公共職業安定所川本出
張所

島根県邑智郡川本町大字川本３０１－２ 雇用・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

職業相談員（一般） 浜田公共職業安定所川本出
張所

島根県邑智郡川本町大字川本３０１－２ 雇用・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師 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

看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護アシスタント（看護助
手）

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護アシスタント（看護助
手）

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

介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

自動車部品の検査／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

施設設備管理員（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

建設コンサルタント 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（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

技術士（建設部
門）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

所在地・就業場所

食肉加工【管理者候補急
募】

有限会社　ディブロ 島根県邑智郡邑南町矢上　４６０５

℡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２１日～１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。

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～400,000円

TEL 0855-92-0151（従業員数 21人 ）

正社員 32022-   73531 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)7時30分～17時00分

200,000円～300,000円

TEL 0855-95-0220（従業員数 36人 ）

正社員 32022-   74431 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)7時30分～17時00分

160,000円～250,000円

TEL 0855-95-0220（従業員数 36人 ）

正社員 32022-   75731 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

120,080円～149,520円

TEL 0855-75-1217（従業員数 15人 ）

パート労働者 32022-   64231 就業場所 島根県邑智郡美郷町 厚生

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)7時30分～17時00分

180,000円～300,000円

TEL 0855-95-0220（従業員数 36人 ）

正社員 32022-   66431 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)7時30分～17時00分

180,000円～260,000円

TEL 0855-95-0220（従業員数 36人 ）

正社員 32022-   67731 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)7時30分～17時00分

280,000円～300,000円

TEL 0855-95-0220（従業員数 1人 ）

正社員 32022-   68331 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)7時30分～17時00分

180,000円～250,000円

TEL 0855-95-0220（従業員数 36人 ）

正社員 32022-   69631 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)7時30分～17時00分

280,000円～300,000円

TEL 0855-95-0220（従業員数 36人 ）

正社員 32022-   70031 就業場所 島根県邑智郡邑南町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

163,600円～339,600円

TEL 0855-92-1321（従業員数 285人 ）

正社員 32022-   60931 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

163,600円～339,600円

TEL 0855-92-1321（従業員数 285人 ）

正社員 32022-   61131 就業場所 島根県江津市桜江町 拠出

月給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時15分

120,080円～157,520円 (2)9時30分～18時15分

TEL 0855-75-1217（従業員数 5人 ）

パート労働者 32022-   63831 就業場所 島根県邑智郡美郷町 厚生

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-  418831 就業場所 島根県邑智郡川本町、美郷町、邑南町、江津市、大田市

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-  419231 就業場所 島根県邑智郡川本町、美郷町、邑南町、江津市、大田市

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

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

町立図書館司書 美郷町教育委員会　教育課 島根県邑智郡美郷町粕渕１６８ 雇用・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

現場監督（建築） 今井産業　株式会社 島根県江津市桜江町川戸４７２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

２級建築施工管理
技士

１級建築施工管理
技士雇用期間の定めなし 定年を上限

二級建築士

（障）安全管理者
（障がい者対象求人）

今井産業　株式会社 島根県江津市桜江町川戸４７２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

第一種衛生管理者

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築技術者（１級建築施工
管理技士）

石見工業　株式会社 島根県邑智郡邑南町矢上７４８６－１ 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

配管工 石見工業　株式会社 島根県邑智郡邑南町矢上７４８６－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

３級配管技能士

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築技術者（１級建築施工
管理技士）／広島支店

石見工業　株式会社 島根県邑智郡邑南町矢上７４８６－１ 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

建築大工 石見工業　株式会社 島根県邑智郡邑南町矢上７４８６－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木技術者 石見工業　株式会社 島根県邑智郡邑南町矢上７４８６－１ 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

測量士

社会体育事務補助職員 美郷町教育委員会　教育課 島根県邑智郡美郷町粕渕１６８ 雇用・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

左官工 石見工業　株式会社 島根県邑智郡邑南町矢上７４８６－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

大工（技能士） 石見工業　株式会社 島根県邑智郡邑南町矢上７４８６－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

２級建築大工技能
士

１級建築大工技能
士雇用期間の定めなし 定年を上限

土木建築の積算業務 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


