
年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

130,000円～140,000円

年齢不問

TEL 0854-43-4006 （従業員数 14人 ）

正社員 32050-  544181 就業場所

月給

不問 (1) 8時30分～17時15分

956円～956円

年齢不問

TEL 0854-54-1122 （従業員数 200人 ）

パート労働者 32050-  537081 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時05分

138,275円～183,775円

年齢不問

TEL 0854-45-2931 （従業員数 164人 ）

正社員 32050-  538381 就業場所 島根県雲南市

時給 看護師

不問 准看護師

1,000円～1,000円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-52-2371 （従業員数 9人 ）

パート労働者 32050-  539681 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1) 6時00分～14時30分

129,600円～138,240円 (2)10時00分～12時00分

年齢不問

TEL 0854-43-6686 （従業員数 6人 ）

正社員以外 32050-  540481 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 6時00分～12時00分

770円～820円 (2) 6時30分～13時30分

年齢不問 (3)15時00分～18時00分

TEL 0854-49-9170 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050-  541781 就業場所 鳥取県米子市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時20分～17時10分

150,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-62-9700 （従業員数 31人 ）

正社員 32050-  542881 就業場所 島根県雲南市

時給 交替制あり

不問 (1) 9時00分～14時30分

750円～850円 (2)14時30分～19時30分

年齢不問

TEL 0854-43-2143 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050-  543281 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１年単位）

不問

740円～740円

年齢不問

TEL 0854-54-2203 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050-  535281 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 7時00分～16時00分

128,200円～128,200円 (2) 8時00分～17時00分

年齢不問

TEL 0854-54-2203 （従業員数 4人 ）

正社員 32050-  536181 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位）

35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

135,000円～140,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-1045 （従業員数 26人 ）

正社員 32050-  527281 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時00分～17時00分

137,600円～137,600円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問

TEL 0854-52-1215 （従業員数 29人 ）

正社員以外 32050-  528181 就業場所

時給

不問 (1) 8時30分～17時30分

129,000円～129,000円

年齢不問

TEL 0854-52-1215 （従業員数 29人 ）

正社員以外 32050-  529081 就業場所

時給

不問 (1)15時30分～19時30分

750円～750円

年齢不問

TEL 0854-52-1215 （従業員数 29人 ）

パート労働者 32050-  530981 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 栄養士

不問 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

160,694円～238,930円

年齢不問

TEL 0852-22-5411 （従業員数 7人 ）

正社員以外 32050-  531581 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 中型一種（８ｔ限定）

35歳以下 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種

150,000円～150,000円 (2) 8時30分～15時00分 中型自動車免許一種

省令３号のイ

TEL 0854-45-2636 （従業員数 7人 ）

正社員 32050-  532481 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～13時30分

929円～929円

年齢不問

TEL 0854-40-1071 （従業員数 0人 ）

パート労働者 32050-  533781 就業場所 島根県雲南市

学校司書 雲南市教育委員会 島根県雲南市木次町里方５２１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

学校栄養職員　（掛合給食セン
ター）

島根県教育庁学校企画課 島根県松江市殿町１番地 雇用・公災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

し尿汲取作業および浄化槽維持管
理

有限会社　平和衛生社 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１４０４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

青果部門作業員 株式会社　エーコープ西日本　Ａ
コープよこた

島根県仁多郡奥出雲町横田１０９４－１０ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

店舗販売：レジスタッフ 株式会社　エーコープ西日本　Ａ
コープよこた

島根県仁多郡奥出雲町横田１０９４－１０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

工事管理事務 有限会社　北陽通信 島根県雲南市木次町里方１０９３－１４７ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

水産部門員 株式会社　エーコープ西日本　Ａ
コープよこた

島根県仁多郡奥出雲町横田１０９４－１０ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

食品の製造、加工 株式会社　味工房みざわ 島根県仁多郡奥出雲町三沢４１４－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

食品の製造、加工 株式会社　味工房みざわ 島根県仁多郡奥出雲町三沢４１４－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

一般事務員 株式会社　協栄ファスナ－工業 島根県雲南市掛合町掛合２４１４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

クリーニング受付係（ハッピード
ライみとや店）

有限会社　オンダクリーニング 島根県雲南市大東町新庄４４７－９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

パン製造工及び販売 株式会社　大東農産加工場 島根県雲南市大東町飯田４１－１２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

調理補助（白鳳） 株式会社　ミールライフ 島根県雲南市加茂町加茂中９０６－１ 労災

雇用期間の定めなし

パソコンオペレーター及び一般事
務

三刀屋金属　株式会社 島根県雲南市三刀屋町殿河内１４４番地 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

看護職員（パート） 有限会社　ブルーム 島根県仁多郡奥出雲町下横田８９３ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

一般事務員 町立　奥出雲病院 島根県仁多郡奥出雲町三成１６２２－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

所在地・就業場所

結束作業員 イズミ電装 雲南市大東町遠所９４４

◎ 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。



年齢・

職種 指針　 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

◎ 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

760円～760円

年齢不問

TEL 0854-43-6048 （従業員数 28人 ）

パート労働者 32050-  523581 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１ヶ月単位） 保育士

不問

168,400円～168,400円

年齢不問

TEL 0854-47-7037 （従業員数 18人 ）

正社員以外 32050-  525781 就業場所 島根県雲南市

時給

不問

929円～929円

年齢不問

TEL 0854-40-1071 （従業員数 26人 ）

パート労働者 32050-  520381 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時15分

1,000円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-45-5531 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050-  521681 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 車両系整地掘削用運転

244,650円～326,200円 土木施工管理技士２級

年齢不問

TEL 0854-76-3245 （従業員数 12人 ）

正社員 32050-  522981 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１年単位） 中型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士１級

232,000円～310,000円 土木施工管理技士２級

年齢不問

TEL 0854-54-0123 （従業員数 60人 ）

正社員 32050-  513681 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 自動車整備士（２級）

不問 (1) 8時00分～17時00分

161,000円～210,000円

年齢不問

TEL 0854-54-0123 （従業員数 5人 ）

正社員 32050-  514981 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

160,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-54-0123 （従業員数 47人 ）

正社員 32050-  515581 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～16時50分

184,800円～184,800円

年齢不問

TEL 0854-62-1581 （従業員数 362人 ）

正社員以外 32050-  516481 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

133,875円～144,500円

年齢不問

TEL 0854-54-2248 （従業員数 12人 ）

正社員以外 32050-  517781 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時15分

140,000円～180,000円

年齢不問

TEL 0854-45-2405 （従業員数 20人 ）

正社員以外 32050-  519281 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時00分～17時00分

770円～970円 (2)17時00分～23時00分

年齢不問 (3)23時00分～ 8時00分

TEL 0854-74-0034 （従業員数 9人 ）

パート労働者 32050-  510181 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1) 9時00分～12時00分

830円～830円

年齢不問

TEL 0854-42-0729 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050-  511081 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～17時00分

750円～1,050円

年齢不問

TEL 0854-42-1635 （従業員数 35人 ）

パート労働者 32050-  512381 就業場所

日給 変形（１年単位） 建具技能士（１級）

不問 (1) 8時00分～17時20分 建具技能士（２級）

172,000円～215,000円 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0854-42-0754 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  496281 就業場所 島根県雲南市

時給 美容師

不問

750円～800円

年齢不問

TEL 0854-52-1089 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050-  497181 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～16時50分

128,205円～138,600円

年齢不問

TEL 0854-57-0026 （従業員数 20人 ）

正社員 32050-  498081 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

美容師 有限会社　ビューティサロンおか
だ

島根県仁多郡奥出雲町稲原６０５―１２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

縫製作業 株式会社　三澤繊維 島根県仁多郡奥出雲町亀嵩３７－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

生活支援員 社会福祉法人　雲南ひまわり福祉
会

島根県雲南市木次町東日登３５１－５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

木製建具、家具の製造 有限会社　野津木工所 島根県雲南市木次町里方９７４－５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

コンビニエンスストア店員（横田
店）

有限会社　岡田建設 島根県雲南市吉田町吉田２７１０番地１２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

歯科受付 さくら歯科クリニック 島根県雲南市木次町新市２９ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

通信販売事務員 奥出雲仁多米　株式会社 島根県仁多郡奥出雲町高尾１７８７－２２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

一般事務（嘱託） 雲南市商工会 島根県雲南市三刀屋町三刀屋２７４番地１０ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

土木作業員 株式会社　サンエイト 島根県仁多郡奥出雲町三成４４４－１８ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

一般事務員（品質管理） 島根イーグル　株式会社 島根県雲南市掛合町多根２１２－３ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

土木工事施工及び管理 株式会社　サンエイト 島根県仁多郡奥出雲町三成４４４－１８ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

整備エ 株式会社　サンエイト 島根県仁多郡奥出雲町三成４４４－１８ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

総務事務、生涯学習推進員 三刀屋地区まちづくり協議会 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１４４－１　三刀屋交
流センタ一内

雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

土木施工管理技術者 有限会社　景山建設 島根県飯石郡飯南町上来島７５４－８ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

保育士（準職員／みなみかも） 社会福祉法人　愛耕福祉会 島根県雲南市加茂町南加茂４１－３番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

学校等支援員 雲南市教育委員会 島根県雲南市木次町里方５２１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

機械部品加工 有限会社　大東電子 島根県雲南市大東町大東２３５４－１ 労災

雇用期間の定めなし



年齢・

職種 指針　 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

◎ 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～16時50分

128,205円～129,938円

年齢不問

TEL 0854-57-0026 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  499381 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～18時00分

170,000円～240,000円

年齢不問

TEL 0854-42-9988 （従業員数 8人 ）

正社員 32050-  500281 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～14時00分

800円～850円

年齢不問

TEL 0854-42-1689 （従業員数 10人 ）

パート労働者 32050-  501181 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 中型自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～17時00分

170,000円～205,000円 (2) 8時15分～12時00分

年齢不問

TEL 0854-42-3013 （従業員数 10人 ）

正社員 32050-  502081 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時15分～17時00分

165,000円～200,000円 (2) 8時15分～12時00分

省令３号のイ

TEL 0854-42-3013 （従業員数 10人 ）

正社員 32050-  503381 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)19時00分～22時00分

900円～900円

年齢不問

TEL 0854-49-9517 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050-  504681 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～17時00分

900円～900円

年齢不問

TEL 0854-49-9517 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050-  505981 就業場所 島根県雲南市

月給 交替制あり

不問 (1) 5時00分～14時15分

149,200円～151,200円 (2)10時00分～19時15分

年齢不問 (3) 8時30分～17時45分

TEL 0854-43-2441 （従業員数 369人 ）

正社員以外 32050-  506581 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問

900円～1,200円

年齢不問

TEL 0854-42-9898 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050-  507481 就業場所 島根県雲南市

月給

不問 (1) 8時15分～17時30分

125,000円～160,000円

年齢不問

TEL 0854-54-2150 （従業員数 34人 ）

正社員 32050-  508781 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 変形（１ヶ月単位） 中型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許

161,200円～246,000円

年齢不問

TEL 0854-49-8022 （従業員数 16人 ）

正社員 32050-  509881 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 7時30分～16時30分

126,500円～182,500円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3)12時00分～21時00分

TEL 0854-52-2811 （従業員数 28人 ）

正社員 32050-  466381 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

160,000円～200,000円

省令１号

TEL 0854-76-9341 （従業員数 3人 ）

正社員 32050-  467681 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問

770円～870円

年齢不問

TEL 0854-45-0251 （従業員数 51人 ）

パート労働者 32050-  468981 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

不問 (1) 7時00分～16時00分 社会福祉士

149,500円～206,000円 (2) 8時00分～17時00分

年齢不問 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-76-2170 （従業員数 58人 ）

正社員以外 32050-  470881 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～17時05分

141,275円～183,775円

年齢不問

TEL 0854-45-2931 （従業員数 164人 ）

正社員 32050-  471281 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1)17時00分～ 9時00分

780円～900円

年齢不問

TEL 0854-45-5406 （従業員数 19人 ）

パート労働者 32050-  472181 就業場所 島根県雲南市

介護職員（夜間専従職員） 株式会社　ヒカリエ　　（ウェル
ライフ三刀屋、ライフケアふれあ
い）（こもれびケアプランニン
グ）

島根県雲南市三刀屋町下熊谷１６７５－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

介護職員（平成３０年度） 社会福祉法人　飯南町社会福祉協
議会

島根県飯石郡飯南町野萱１８２６番地２号 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

自動車部品製造工（日勤） 三刀屋金属　株式会社 島根県雲南市三刀屋町殿河内１４４番地 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

食料品製造 株式会社　エリーゼ 島根県飯石郡飯南町下赤名１２２３番地２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

調理スタッフ 社会福祉法人　萌友福祉会 島根県雲南市三刀屋町乙加宮３４００番地２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

小型中型ダンプ運転手 有限会社　福島商事 島根県雲南市加茂町加茂中１０５３－１５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

介護業務 未来プロジェクト株式会社　まほ
ろばの郷さんさん

島根県仁多郡奥出雲町横田１０１０番地３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

タイヤ交換補助作業（臨時） 有限会社　タイヤ館出雲　雲南店 雲南市木次町下熊谷１５４２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

椎茸の人工榾木（菌床）製造（榾
木センター）

有限会社　奥出雲椎茸 島根県仁多郡奥出雲町三沢９８番地３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

繊維製品の裁断オペレータ（土日
祝勤務）

杉原カッティング 島根県雲南市加茂町加茂中３３０－８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

調理員＜急募＞ 雲南市立病院 雲南市大東町飯田９６－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

浄化槽の維持管理作業および清掃 有限会社　フジハラメンテナンス 島根県雲南市木次町里方９６１－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

繊維製品の裁断オペレータ（平
日・夕方）

杉原カッティング 島根県雲南市加茂町加茂中３３０－８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

調理補助および配送 倉田産業　株式会社　島根営業所
（パナソニックＥＳソーラーシス
テム製造株式会社内）

島根県雲南市木次町山方３２０－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

浄化槽の清掃 有限会社　フジハラメンテナンス 島根県雲南市木次町里方９６１－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

ミシンオペレーター 有限会社　アイガーニット 島根県仁多郡奥出雲町下阿井　２８５５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

ピット作業及び整備 有限会社　タイヤセンター雲南 島根県雲南市木次町下熊谷１５４２－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし



年齢・

職種 指針　 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

◎ 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） 看護師

不問 (1) 7時00分～16時00分 准看護師

257,000円～277,000円 (2) 8時30分～17時30分 介護福祉士

年齢不問 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0854-45-5406 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  473081 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士

44歳以下 (1) 7時30分～16時30分

156,000円～221,500円 (2) 7時45分～16時45分

省令３号のイ (3) 8時15分～17時15分

TEL 0854-76-2170 （従業員数 54人 ）

正社員 32050-  474381 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師

不問 (1) 9時00分～18時00分 准看護師

206,200円～257,400円 (2) 7時00分～16時00分

年齢不問

TEL 0854-72-0214 （従業員数 12人 ）

正社員 32050-  475681 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分

162,900円～199,400円 (2) 6時30分～15時30分

年齢不問 (3) 7時30分～16時30分

TEL 0854-72-0214 （従業員数 120人 ）

正社員 32050-  476981 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 6時00分～15時00分

160,900円～206,800円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0854-72-0214 （従業員数 133人 ）

正社員 32050-  477581 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 その他の設備内装関連

不問 (1) 8時00分～17時00分

183,000円～260,000円

年齢不問

TEL 0854-72-1034 （従業員数 4人 ）

正社員 32050-  478481 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 さく井技能士（２級）

不問 (1) 8時00分～17時00分 さく井技能士（１級）

183,000円～260,000円

年齢不問

TEL 0854-72-1034 （従業員数 4人 ）

正社員 32050-  479781 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～16時00分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-72-0681 （従業員数 7人 ）

パート労働者 32050-  480081 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

127,000円～150,000円

年齢不問

TEL 0854-72-1080 （従業員数 1人 ）

正社員 32050-  481381 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

800円～1,500円

年齢不問

TEL 0854-72-1080 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32050-  482681 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問 (1) 9時30分～16時25分

833円～833円

年齢不問

TEL 0854-49-6543 （従業員数 57人 ）

パート労働者 32050-  483981 就業場所 島根県雲南市

時給 看護師

不問 (1) 9時00分～17時00分 准看護師

1,300円～1,500円 (2)13時00分～17時00分

年齢不問

TEL 0854-42-4165 （従業員数 100人 ）

パート労働者 32050-  484581 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時10分～17時00分

143,000円～183,000円

年齢不問

TEL 0854-57-0246 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  485481 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給

40歳以下 (1) 8時15分～17時15分

150,000円～200,000円

省令３号のイ

TEL 0854-54-9580 （従業員数 21人 ）

正社員 32050-  486781 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

150,000円～250,000円 (2)13時00分～21時00分

年齢不問

TEL 0854-43-3042 （従業員数 10人 ）

正社員 32050-  487881 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

月給 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 自動車整備士（２級）

154,000円～245,000円 自動車整備士（３級）

省令３号のイ

TEL 0854-43-3042 （従業員数 10人 ）

正社員 32050-  488281 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

月給 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

154,000円～260,000円

省令３号のイ

TEL 0854-43-3042 （従業員数 10人 ）

正社員 32050-  489181 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

自動車整備士 有限会社　オートボデー・ケイ 島根県雲南市大東町大東下分１８０－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

自動車販売 有限会社　オートボデー・ケイ 島根県雲南市大東町大東下分１８０－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

樹脂部品加工作業員（マシンオペ
レーター）

株式会社ガット 島根県仁多郡奥出雲町三沢１９５２－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

レッカー、ロードサービス隊員 有限会社　オートボデー・ケイ 島根県雲南市大東町大東下分１８０－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

看護職員（さくら苑） 社会福祉法人　きすき福祉会 島根県雲南市木次町東日登３４５－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

組立工 株式会社　仁多電子工業 島根県仁多郡奥出雲町亀嵩１３７２番地 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

バイオマス製造機の製造 株式会社　いいなん 島根県飯石郡飯南町長谷１―１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

部品加工補助作業 株式会社　山光 島根県雲南市加茂町猪尾２９７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

福祉施設支援員 特定非営利活動法人　晴雲の里 島根県飯石郡飯南町頓原９７２－４ 労災

雇用期間の定めなし

バイオマス製造機の製造 株式会社　いいなん 島根県飯石郡飯南町長谷１―１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

管理技術者 株式会社　北陽エンジニアリング 島根県飯石郡飯南町佐見１３９０－６ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

さく井技能士 株式会社　北陽エンジニアリング 島根県飯石郡飯南町佐見１３９０－６ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

介護職員（正社員） 社会福祉法人　友愛会 島根県飯石郡飯南町佐見４５番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

調理職員 社会福祉法人　友愛会 島根県飯石郡飯南町佐見４５番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

保育士（平成３０年度） 社会福祉法人　飯南町社会福祉協
議会

島根県飯石郡飯南町野萱１８２６番地２号 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

看護職員（正職員） 社会福祉法人　友愛会 島根県飯石郡飯南町佐見４５番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

介護施設責任者（施設長候補） 株式会社　ヒカリエ　　（ウェル
ライフ三刀屋、ライフケアふれあ
い）（こもれびケアプランニン
グ）

島根県雲南市三刀屋町下熊谷１６７５－２ 雇用・労災・厚生

雇用期間の定めなし



年齢・

職種 指針　 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

◎ 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 普通自動車免許ＡＴ

50歳以下 (1) 8時30分～17時30分

154,000円～245,000円

省令３号のイ

TEL 0854-43-3042 （従業員数 10人 ）

正社員 32050-  490681 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

時給 交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 5時30分～14時30分 普通自動車免許ＡＴ

157,440円～157,440円 (2) 7時30分～16時15分

年齢不問 (3)11時00分～20時00分

TEL 0854-62-1500 （従業員数 50人 ）

正社員以外 32050-  491981 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

205,000円～245,000円

年齢不問

TEL 0854-43-3662 （従業員数 20人 ）

正社員 32050-  492581 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 車両系基礎工事用運転

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

200,000円～235,000円

年齢不問

TEL 0854-43-3662 （従業員数 20人 ）

正社員 32050-  493481 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

188,000円～235,000円

年齢不問

TEL 0854-43-3662 （従業員数 20人 ）

正社員 32050-  494781 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～16時00分

800円～800円 (2) 9時00分～12時00分

年齢不問 (3)13時00分～17時00分

TEL 0854-43-2143 （従業員数 25人 ）

パート労働者 32050-  495881 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～17時00分

850円～850円

年齢不問

TEL 0854-42-9000 （従業員数 40人 ）

パート労働者 32050-  378381 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～17時00分

850円～850円

年齢不問

TEL 0854-42-9000 （従業員数 13人 ）

パート労働者 32050-  379681 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問 (1) 8時30分～17時00分

850円～850円

年齢不問

TEL 0854-42-9000 （従業員数 13人 ）

パート労働者 32050-  380481 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問 (1) 8時30分～17時00分

850円～850円

年齢不問

TEL 0854-42-9000 （従業員数 40人 ）

パート労働者 32050-  381781 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1) 8時30分～17時00分

850円～850円

年齢不問

TEL 0854-42-9000 （従業員数 10人 ）

パート労働者 32050-  382881 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時30分～17時00分

127,178円～250,058円 (2) 8時30分～12時00分

省令３号のイ

TEL 0854-42-9000 （従業員数 22人 ）

正社員 32050-  384181 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～17時00分

850円～850円

年齢不問

TEL 0854-42-9000 （従業員数 138人 ）

パート労働者 32050-  385081 就業場所 島根県雲南市

時給 交替制あり

不問 (1) 6時30分～15時00分

750円～750円 (2) 8時30分～17時00分

年齢不問 (3)10時30分～19時00分

TEL 0854-42-9000 （従業員数 58人 ）

パート労働者 32050-  386381 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１年単位）

不問 (1) 7時30分～16時00分

118,388円～184,500円 (2) 8時30分～17時00分

年齢不問 (3)11時30分～20時00分

TEL 0854-42-9000 （従業員数 58人 ）

正社員以外 32050-  387681 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～17時00分

850円～850円

年齢不問

TEL 0854-42-9000 （従業員数 40人 ）

パート労働者 32050-  388981 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時00分

150,000円～172,500円

年齢不問

TEL 0854-42-9000 （従業員数 20人 ）

正社員以外 32050-  389581 就業場所 島根県雲南市

農業機械の修理・整備（臨時職
員）

島根県農業協同組合　雲南地区本
部

島根県雲南市木次町里方１０８８－６ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

施設介護職（雲南すずらん福祉セ
ンター）

島根県農業協同組合　雲南地区本
部

島根県雲南市木次町里方１０８８－６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

ＪＡ支店業務（雲南さくら支店） 島根県農業協同組合　雲南地区本
部

島根県雲南市木次町里方１０８８－６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

一般事務（臨時・金融共済部共済
課）

島根県農業協同組合　雲南地区本
部

島根県雲南市木次町里方１０８８－６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

調理員 島根県農業協同組合　雲南地区本
部

島根県雲南市木次町里方１０８８－６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

ＪＡ支店業務（雲南吉田支店） 島根県農業協同組合　雲南地区本
部

島根県雲南市木次町里方１０８８－６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

ＪＡ業務全般（正規職員） 島根県農業協同組合　雲南地区本
部

島根県雲南市木次町里方１０８８－６ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

ＪＡ支店業務（赤来支店） 島根県農業協同組合　雲南地区本
部

島根県雲南市木次町里方１０８８－６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

ＪＡ支店業務（横田支店） 島根県農業協同組合　雲南地区本
部

島根県雲南市木次町里方１０８８－６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

ＪＡ支店業務（掛合支店） 島根県農業協同組合　雲南地区本
部

島根県雲南市木次町里方１０８８－６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

ＪＡ支店業務（頓原支店） 島根県農業協同組合　雲南地区本
部

島根県雲南市木次町里方１０８８－６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

土木作業員 有限会社　佐々木資材 島根県雲南市大東町清田２８９ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

クリーニング作業（寝具） 有限会社　オンダクリーニング 島根県雲南市大東町新庄４４７－９ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

大型ダンプ運転手 有限会社　佐々木資材 島根県雲南市大東町清田２８９ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

重機オペレーター 有限会社　佐々木資材 島根県雲南市大東町清田２８９ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

自動車板金塗装 有限会社　オートボデー・ケイ 島根県雲南市大東町大東下分１８０－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

調理員（山楽園） 社会福祉法人　仁寿会 島根県雲南市掛合町松笠２１５４－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）



年齢・

職種 指針　 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

◎ 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 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

180,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-43-2097 （従業員数 20人 ）

正社員 32050-  390881 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師

不問 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

244,600円～286,900円

年齢不問

TEL 0854-47-7370 （従業員数 26人 ）

正社員 32050-  391281 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-47-7370 （従業員数 26人 ）

パート労働者 32050-  392181 就業場所 島根県雲南市

時給 看護師

不問 准看護師

1,230円～1,600円

年齢不問

TEL 0854-47-7370 （従業員数 26人 ）

パート労働者 32050-  393081 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 車両系整地掘削用運転

184,000円～248,400円

年齢不問

TEL 0854-45-2918 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  394381 就業場所 島根県雲南市

日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

184,000円～230,000円

年齢不問

TEL 0854-45-2710 （従業員数 3人 ）

正社員 32050-  395681 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 薬剤師

不問 (1) 8時30分～17時30分

237,500円～366,500円 (2) 8時30分～12時30分

年齢不問

TEL 0854-45-5111 （従業員数 128人 ）

正社員 32050-  396981 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

191,600円～271,600円

省令１号

TEL 0854-45-3777 （従業員数 19人 ）

正社員 32050-  397581 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

170,000円～280,000円

省令３号のイ

TEL 0854-56-0146 （従業員数 23人 ）

正社員 32050-  398481 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 大型自動車免許一種

不問 小型移動式クレーン

163,100円～244,650円 玉掛技能者

年齢不問

TEL 0854-76-3245 （従業員数 12人 ）

正社員 32050-  399781 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 建築施工管理技士２級

176,000円～275,000円 建築士（２級）

年齢不問

TEL 0854-52-0200 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  400581 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士２級

176,000円～275,000円

年齢不問

TEL 0854-52-0200 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  401481 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 車両系基礎工事用運転

154,000円～253,000円 車両系整地掘削用運転

年齢不問

TEL 0854-52-0200 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  402781 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

142,400円～194,600円 (2)17時00分～ 9時00分

年齢不問

TEL 0854-43-8880 （従業員数 26人 ）

正社員以外 32050-  403881 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1)17時00分～ 9時00分

952円～952円

年齢不問

TEL 0854-43-8880 （従業員数 26人 ）

パート労働者 32050-  404281 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 普通自動車免許ＡＴ

930円～1,100円

年齢不問

TEL 0854-43-8880 （従業員数 26人 ）

パート労働者 32050-  405181 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

187,000円～242,000円

年齢不問

TEL 0854-53-9078 （従業員数 15人 ）

正社員 32050-  406081 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

介護職員 株式会社　如水舎 島根県雲南市大東町養賀７７２番地１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

土木作業員 有限会社　蔦川土木 島根県仁多郡奥出雲町大馬木１９６６－３８ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

介護職員（嘱託臨時） 株式会社　如水舎 島根県雲南市大東町養賀７７２番地１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

夜間介護職員 株式会社　如水舎 島根県雲南市大東町養賀７７２番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

土木施工管理技士 横田建設株式会社 島根県仁多郡奥出雲町下横田１０５番地５ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

重機オペレーター 横田建設株式会社 島根県仁多郡奥出雲町下横田１０５番地５ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

大型トラック運転手 有限会社　景山建設 島根県飯石郡飯南町上来島７５４－８ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

建築施工管理技士 横田建設株式会社 島根県仁多郡奥出雲町下横田１０５番地５ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

土木・建築工事現場作業員 梅木建設　株式会社 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１２２－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

採石現場作業員 株式会社　サンテック 島根県仁多郡奥出雲町下阿井１７６６－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

土木作業員 有限会社　別所土建 島根県雲南市三刀屋町殿河内４４－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

薬剤師（正社員） 医療法人陶朋会　平成記念病院 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１２９４－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

看護師・准看護師 株式会社さくら長寿会（シニア
コートなごみ大東）

島根県雲南市大東町飯田９２番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

土木作業員 有限会社　小畑土建 島根県雲南市三刀屋町多久和１９６６番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

看護師 株式会社さくら長寿会（シニア
コートなごみ大東）

島根県雲南市大東町飯田９２番地１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

事務員（受付含む） 株式会社さくら長寿会（シニア
コートなごみ大東）

島根県雲南市大東町飯田９２番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

自動車整備工 有限会社　大東自動車整備工場 島根県雲南市大東町新庄２９０－２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし



年齢・

職種 指針　 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

◎ 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） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士１級

205,000円～260,000円 土木施工管理技士２級

年齢不問

TEL 0854-42-1436 （従業員数 10人 ）

正社員 32050-  407381 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時15分～17時15分

150,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-42-5245 （従業員数 7人 ）

正社員 32050-  408681 就業場所 島根県雲南市

月給 看護師

不問 (1) 8時45分～17時45分

241,000円～290,000円

年齢不問

TEL 0854-42-4165 （従業員数 100人 ）

正社員 32050-  409981 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

50歳以下 (1) 8時00分～17時00分

181,000円～225,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-3137 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  410781 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

不問 (1) 7時00分～16時00分 介護職員初任者研修

150,520円～162,520円 (2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 (3)10時30分～19時30分

TEL 0854-49-8426 （従業員数 37人 ）

正社員以外 32050-  411881 就業場所 島根県雲南市

月給 フォークリフト技能者

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

162,000円～172,000円

省令３号のイ

TEL 0854-76-2258 （従業員数 24人 ）

正社員 32050-  412281 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時20分～17時10分

160,000円～220,000円

年齢不問

TEL 0854-62-9700 （従業員数 30人 ）

正社員 32050-  413181 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時20分～17時10分

160,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-62-9700 （従業員数 31人 ）

正社員 32050-  414081 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位）

45歳以下 (1) 8時20分～17時10分

180,000円～250,000円

省令３号のイ

TEL 0854-62-9700 （従業員数 30人 ）

正社員 32050-  416681 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

140,000円～190,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-0445 （従業員数 57人 ）

正社員 32050-  418581 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

140,000円～190,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-0445 （従業員数 57人 ）

正社員 32050-  419481 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

132,000円～200,200円

省令１号

TEL 0854-53-0001 （従業員数 13人 ）

正社員 32050-  420281 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1) 9時00分～16時00分

750円～800円

年齢不問

TEL 0854-43-8181 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050-  421181 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～15時00分

154,700円～163,800円

年齢不問

TEL 0854-42-9499 （従業員数 33人 ）

正社員以外 32050-  422081 就業場所 島根県松江市

時給

不問 (1) 8時30分～11時30分

750円～800円

年齢不問

TEL 0854-42-9499 （従業員数 33人 ）

パート労働者 32050-  423381 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

180,000円～240,000円 (2) 8時00分～17時30分

省令３号のイ

TEL 0854-43-6156 （従業員数 35人 ）

正社員 32050-  424681 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～16時00分

810円～810円

年齢不問

TEL 0854-49-6363 （従業員数 400人 ）

パート労働者 32050-  425981 就業場所 島根県雲南市

化粧品製造スタッフ（９－１６
時）

日本コルマー　株式会社　出雲工
場

島根県雲南市加茂町猪尾３７９－５ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

日常清掃員（ラメール） 合同会社ＧＯＬＤＥＮＣＨＩＴＯ
ＳＥ広島本社雲南支店

島根県雲南市木次町里方１０２７－１　　小林魚問
屋内

労災

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　植田建設 島根県雲南市大東町飯田１３０－２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

アミューズメントパークスタッフ 株式会社　丸隆 島根県雲南市大東町下佐世１００１－５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

定期、日常清掃員、メンテナンス
（幹部候補）

合同会社ＧＯＬＤＥＮＣＨＩＴＯ
ＳＥ広島本社雲南支店

島根県雲南市木次町里方１０２７－１　　小林魚問
屋内

雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

品質管理 木次乳業　有限会社 島根県雲南市木次町東日登２２８－２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

土木作業員 有限会社　三澤工業 島根県仁多郡奥出雲町小馬木８０２番地４ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

生産技術（自動機のメンテナン
ス）

株式会社　協栄ファスナ－工業 島根県雲南市掛合町掛合２４１４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

乳製品製造 木次乳業　有限会社 島根県雲南市木次町東日登２２８－２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

金属部品加工（マシンオペレー
ター）

株式会社　協栄ファスナ－工業 島根県雲南市掛合町掛合２４１４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

経理事務員 株式会社　協栄ファスナ－工業 島根県雲南市掛合町掛合２４１４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

介護職員（準職員） 雲南福祉サービス（株）＜グルー
プホーム加茂の郷・加茂の杜＞

島根県雲南市加茂町南加茂７０６－４ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

倉庫業務（フォークリフト運転） 中国化成工業株式会社　本社工場 島根県飯石郡飯南町下赤名４５２－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

正看護師（さくら苑） 社会福祉法人　きすき福祉会 島根県雲南市木次町東日登３４５－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

法面工 株式会社　渡部特殊土木 島根県雲南市木次町上熊谷７１２番地１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

土木スタッフ 田本建設　有限会社 島根県雲南市木次町寺領７３２－２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

測量技術者 祥星技術株式会社 島根県雲南市木次町西日登１２０６－５ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし



年齢・

職種 指針　 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

◎ 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 交替制あり

不問 (1) 9時00分～16時00分

740円～740円 (2)11時00分～19時30分

年齢不問

TEL 0854-45-2822 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050-  426581 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～12時30分 薬剤師

2,500円～3,000円 (2)15時30分～18時00分

年齢不問

TEL 0854-45-5700 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050-  427481 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-62-0061 （従業員数 12人 ）

正社員 32050-  428781 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

145,000円～160,000円

省令１号

TEL 0854-62-0015 （従業員数 71人 ）

正社員 32050-  429881 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

138,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-62-0068 （従業員数 5人 ）

正社員 32050-  430181 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

時給

不問 (1)10時00分～18時00分

870円～920円 (2)11時00分～18時00分

年齢不問 (3)12時00分～19時00分

TEL 090-4108-4685 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050-  431081 就業場所 鳥取県米子市

時給 変形（１年単位）

18歳以上 (1) 5時30分～13時50分

200,298円～200,298円 (2)13時30分～21時50分

省令２号 (3)21時30分～ 5時50分

TEL 0854-62-1581 （従業員数 362人 ）

正社員以外 32050-  432381 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

45歳以下 (1) 8時20分～17時10分

160,000円～220,000円

省令３号のイ

TEL 0854-62-9700 （従業員数 33人 ）

正社員 32050-  433681 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時20分～17時10分

180,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-62-9700 （従業員数 30人 ）

正社員 32050-  434981 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 準中型一種（５トン限

不問 (1) 8時00分～17時00分 中型自動車免許一種

180,000円～240,000円

年齢不問

TEL 0854-54-1701 （従業員数 13人 ）

正社員以外 32050-  435581 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～16時00分

740円～840円 (2)12時00分～20時00分

年齢不問

TEL 0854-54-1701 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050-  436481 就業場所 島根県雲南市

時給 危険物取扱者（乙種）

不問

820円～820円

年齢不問

TEL 0854-54-1701 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050-  437781 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～13時00分 中型自動車免許一種

900円～900円 (2) 9時30分～15時30分

年齢不問 (3) 8時00分～15時30分

TEL 0854-54-1701 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050-  438881 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～20時00分 危険物取扱者（乙種）

156,000円～156,000円 (2) 7時00分～18時00分

年齢不問 (3) 8時00分～18時00分

TEL 0854-54-1701 （従業員数 8人 ）

正社員以外 32050-  439281 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～20時00分

156,000円～156,000円 (2) 7時00分～18時00分

年齢不問 (3)10時00分～21時00分

TEL 0854-54-1701 （従業員数 6人 ）

正社員以外 32050-  440381 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時45分～16時45分

200,000円～330,000円

年齢不問

TEL 0854-54-0433 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  441681 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 7時45分～16時45分

200,000円～320,000円

年齢不問

TEL 0854-54-0433 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  442981 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

生コンクリート試験員 仁多生コン　株式会社 仁多郡奥出雲町三成　１４１３－１１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

生コンクリート製造装置オペレー
ター（経験者）

仁多生コン　株式会社 仁多郡奥出雲町三成　１４１３－１１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド店員（奥出雲セ
ルフ）

株式会社　丸共 島根県仁多郡奥出雲町馬馳１２－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

ガソリンスタンド販売店員（加
茂）

株式会社　丸共 島根県仁多郡奥出雲町馬馳１２－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

ガソリンスタンド販売店員（奥出
雲セルフ）

株式会社　丸共 島根県仁多郡奥出雲町馬馳１２－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

４ｔトラック運転手 株式会社　丸共 島根県仁多郡奥出雲町馬馳１２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

産廃車両運転手 株式会社　丸共 島根県仁多郡奥出雲町馬馳１２－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

ガソリンスタンド販売店員（加
茂）

株式会社　丸共 島根県仁多郡奥出雲町馬馳１２－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

品質保証業務＜急募＞ 株式会社　協栄ファスナ－工業 島根県雲南市掛合町掛合２４１４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

金属部品加工業務（自動機の保全
業務）

株式会社　協栄ファスナ－工業 島根県雲南市掛合町掛合２４１４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

レジ係・品出し（急募） お肉のなべさん 島根県雲南市掛合町掛合２１５０－１６　コア内 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

製品の外観確認およびマシンオペ
レーター

島根イーグル　株式会社 島根県雲南市掛合町多根２１２－３ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

ＣＡＤ／ＣＡＭオペレーター 協栄金属工業　株式会社 島根県雲南市掛合町掛合１８６５ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

溶接、仮付工 有限会社　藤原鉄工所 島根県雲南市掛合町掛合１８０１－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

薬剤師 株式会社　大耀堂（大耀堂薬局） 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１６２５－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

土木スタッフ 有限会社　香川建設 島根県雲南市掛合町掛合１８６８ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

衣料品・雑貨の販売 株式会社　もりたち　三刀屋店 島根県雲南市三刀屋町三刀屋３４－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし



年齢・

職種 指針　 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

◎ 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） 中型自動車免許一種

40歳以下 (1) 7時45分～16時45分

160,000円～260,000円

省令３号のイ

TEL 0854-54-0433 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  443581 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 中型自動車免許一種

40歳以下 (1) 7時45分～16時45分

160,000円～260,000円

省令３号のイ

TEL 0854-54-0433 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  444481 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 大型特殊自動車一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 その他の建設機械運転

200,000円～300,000円

省令１号

TEL 0854-52-1435 （従業員数 16人 ）

正社員 32050-  445781 就業場所 鳥取県日野郡日野町

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

69歳以下 (1) 8時00分～17時00分

184,000円～230,000円

省令１号

TEL 0854-53-0311 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  446881 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位）

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

140,000円～140,000円 (2) 8時30分～19時00分

省令３号のイ (3) 8時00分～13時00分

TEL 0854-52-2300 （従業員数 7人 ）

正社員 32050-  447281 就業場所

月給 変形（１年単位）

45歳以下 (1) 8時10分～17時10分

150,000円～180,000円

省令３号のイ

TEL 0854-73-0131 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  448181 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時10分～17時10分

140,000円～170,000円

省令１号

TEL 0854-73-0131 （従業員数 16人 ）

正社員 32050-  449081 就業場所 島根県大田市

時給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時10分～14時55分

740円～740円 (2) 9時01分～16時05分

省令１号

TEL 0854-73-0131 （従業員数 16人 ）

パート労働者 32050-  450981 就業場所 島根県大田市

月給 普通自動車免許一種

30歳以下 (1) 8時30分～18時00分

155,000円～190,000円

省令３号のイ

TEL 0854-72-0321 （従業員数 8人 ）

正社員 32050-  451581 就業場所 島根県飯石郡飯南町 厚生年金基金

日給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～16時45分

174,400円～305,200円

年齢不問

TEL 0854-56-0234 （従業員数 81人 ）

正社員以外 32050-  453781 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 6時30分～15時30分

132,000円～140,800円 (2) 7時00分～16時00分

年齢不問

TEL 0854-42-0814 （従業員数 21人 ）

正社員 32050-  454881 就業場所 島根県松江市

時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 6時00分～12時00分

800円～800円 (2) 6時00分～14時00分

年齢不問 (3) 8時00分～17時00分

TEL 0854-42-0814 （従業員数 21人 ）

パート労働者 32050-  455281 就業場所 島根県松江市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 中型自動車免許一種

132,000円～138,600円 (2)15時00分～ 0時00分

年齢不問

TEL 0854-42-0814 （従業員数 34人 ）

正社員 32050-  456181 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 6時00分～15時00分

132,000円～136,400円

省令３号のイ

TEL 0854-42-0814 （従業員数 21人 ）

正社員 32050-  457081 就業場所 島根県松江市

月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

150,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-42-0981 （従業員数 5人 ）

正社員 32050-  458381 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

時給 交替制あり

不問 (1) 6時00分～12時30分

860円～860円 (2) 8時30分～15時00分

年齢不問 (3)13時00分～19時30分

TEL 0854-42-3950 （従業員数 60人 ）

パート労働者 32050-  459681 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時00分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

175,000円～210,000円

省令３号のイ

TEL 0854-72-1999 （従業員数 3人 ）

正社員 32050-  460481 就業場所 島根県飯石郡飯南町

農作物栽培管理者 株式会社　ファーム木精 島根県飯石郡飯南町頓原２０７番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

製造工 株式会社日進産業島根工場 島根県雲南市木次町西日登８６３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

調理員 医療法人コスモ会　奥出雲コスモ
病院

島根県雲南市木次町里方１２７５－２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

運転手（４ｔ車８：００～、１
５：００～）

株式会社　雲南物流 雲南市木次町山方１１１４－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

運転手（松江２ｔ車雑貨） 株式会社　雲南物流 雲南市木次町山方１１１４－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

運転手（４トン車） 株式会社　雲南物流 雲南市木次町山方１１１４－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

作業員（松江・助手） 株式会社　雲南物流 雲南市木次町山方１１１４－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

電気・ガス工事、水道工事、リ
フォーム作業員

有限会社　槙原商事 島根県飯石郡飯南町頓原１５９２一１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

鋳仕上げ工 東洋製鉄株式会社　出雲仁多工場 島根県仁多郡奥出雲町上阿井２４６７ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

コントロールケーブルの組立 株式会社　ニチフレ島根 島根県飯石郡飯南町八神６６１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

コントロールケーブルの組立 株式会社　ニチフレ島根 島根県飯石郡飯南町八神６６１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

歯科助手 医療法人慈弘会　高松歯科医院 島根県仁多郡奥出雲町横田７４６－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

製造工 株式会社　ニチフレ島根 島根県飯石郡飯南町八神６６１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

一般作業員（金持工場） 株式会社　ケイナン 島根県仁多郡奥出雲町横田１５３６ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

土木作業員（経験者） 有限会社　吉川工務店 島根県仁多郡奥出雲町大馬木１３８６ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

生コンクリート試験補助 仁多生コン　株式会社 仁多郡奥出雲町三成　１４１３－１１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

生コンクリート製造装置オペレー
ター

仁多生コン　株式会社 仁多郡奥出雲町三成　１４１３－１１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし



年齢・

職種 指針　 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

◎ 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 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

1,000円～1,500円

年齢不問

TEL 0854-72-1999 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050-  461781 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 普通自動車免許一種

不問 (1)10時00分～16時00分

800円～850円 (2) 8時00分～12時00分

年齢不問 (3)13時00分～17時00分

TEL 0854-72-1995 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050-  462881 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～17時00分

150,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-72-1995 （従業員数 4人 ）

正社員 32050-  463281 就業場所 島根県飯石郡飯南町

日給 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時00分～17時30分

140,000円～165,000円

省令３号のイ

TEL 0854-43-2161 （従業員数 3人 ）

正社員 32050-  465081 就業場所 島根県雲南市

建設資材配送業務員 有限会社　大東建材店 島根県雲南市大東町大東９７７ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

菓子・惣菜製造・配達 株式会社　穀物創庫 島根県飯石郡飯南町頓原２０７番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし

菓子・惣菜製造および配達 株式会社　穀物創庫 島根県飯石郡飯南町頓原２０７番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

農作業スタッフ（臨時） 株式会社　ファーム木精 島根県飯石郡飯南町頓原２０７番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）


