
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

日給

不問 (1) 8時30分～17時15分

748円～748円

年齢不問

TEL 0854-42-9587 （従業員数 109人 ）

パート労働者 32050-  376181 就業場所 島根県雲南市

月給 介護福祉士

不問 (1) 8時15分～17時15分

170,000円～260,000円

年齢不問

TEL 0854-43-8008 （従業員数 36人 ）

正社員 32050-  377081 就業場所 島根県雲南市

月給

不問 (1) 8時30分～18時00分

120,000円～150,000円 (2) 8時30分～12時00分

年齢不問

TEL 090-4901-7478（従業員数 7人 ）

正社員 32050-  368181 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～12時30分

900円～950円 (2)15時30分～18時00分

年齢不問

TEL 090-4901-7478（従業員数 7人 ）

パート労働者 32050-  369081 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

不問 (1) 6時30分～15時30分 普通自動車免許ＡＴ

134,000円～136,000円 (2) 7時00分～16時00分

年齢不問 (3) 8時30分～17時30分

TEL 0854-49-9545 （従業員数 28人 ）

正社員以外 32050-  370981 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時45分～17時00分

950円～950円 (2) 9時45分～18時00分

年齢不問

TEL 0854-40-0620 （従業員数 45人 ）

パート労働者 32050-  371581 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時45分～17時00分

950円～950円 (2) 9時45分～18時00分

年齢不問

TEL 0854-40-0620 （従業員数 45人 ）

パート労働者 32050-  372481 就業場所 島根県出雲市

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時15分

142,000円～160,000円

年齢不問

TEL 0854-54-2525 （従業員数 11人 ）

正社員以外 32050-  373781 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30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

200,000円～400,000円

年齢不問

TEL 0854-42-5580 （従業員数 10人 ）

正社員 32050-  374881 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30分～17時00分 フォークリフト技能者

147,000円～168,000円

年齢不問

TEL 0854-49-8022 （従業員数 15人 ）

正社員 32050-  365781 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１ヶ月単位） 中型自動車免許一種

不問 (1) 5時30分～14時15分

181,250円～181,250円 (2) 8時30分～17時15分

年齢不問

TEL 0854-43-2219 （従業員数 4人 ）

正社員 32050-  366881 就業場所 島根県雲南市

時給 交替制あり

不問 (1) 8時00分～13時00分

840円～980円 (2)13時00分～18時00分

年齢不問 (3)14時00分～18時00分

TEL 0854-49-8122 （従業員数 7人 ）

パート労働者 32050-  355581 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

45歳以下 (1) 8時00分～17時30分

161,700円～200,970円

省令３号のイ

TEL 0854-45-2453 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  356481 就業場所 島根県雲南市

時給

不問

900円～900円

年齢不問

TEL 0854-42-0116 （従業員数 125人 ）

パート労働者 32050-  358881 就業場所 島根県雲南市

時給 交替制あり

不問 (1) 8時00分～13時00分

840円～980円 (2)13時00分～18時00分

年齢不問 (3)14時00分～18時00分

TEL 0854-49-8122 （従業員数 2人 ）

パート労働者 32050-  359281 就業場所 島根県雲南市

時給 交替制あり

不問 (1) 8時00分～13時00分

840円～980円 (2)13時00分～18時00分

年齢不問 (3)14時00分～18時00分

TEL 0854-49-8122 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050-  360381 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～14時00分

740円～740円 (2)11時00分～17時00分

年齢不問 (3) 9時00分～11時00分

TEL 0854-45-5454 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050-  362981 就業場所 島根県雲南市

雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

介護員 特定非営利活動法人　ほっと大東 島根県雲南市大東町新庄２８３－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

一般事務補助員（臨時） 島根県雲南県土整備事務所 島根県雲南市木次町里方５３１－１

医療事務 うんなん眼科 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１６２５－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

医療事務・視力検査補助 うんなん眼科 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１６２５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

介護職員（宇寿荘） 社会福祉法人　かも福祉会 島根県雲南市加茂町加茂中９１５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

電話オペレーター 
（雲南／パート社員）

株式会社　ジェイハウス　コール
センター事業部

島根県雲南市木次町里方３０－２ 
　マルシェリーズ　３階

雇用・労災・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

電話オペレーター（出雲／パート
社員）

株式会社　ジェイハウス　コール
センター事業部

島根県雲南市木次町里方３０－２ 
　マルシェリーズ　３階

雇用・労災・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

技術職（嘱託職員） 奥出雲町情報通信協会 島根県仁多郡奥出雲町三成３５８－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

住宅建築施工管理・現場管理 有限会社　松原産業 島根県雲南市木次町木次９４－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

資源ごみ収集・分別作業員 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

４ｔ運転手＜急募＞ 大一運輸　有限会社 島根県雲南市大東町養賀７７８－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

児童クラブ支援員（通年：加茂） 社会福祉法人　たんぽぽ 島根県雲南市加茂町立原４３８番地１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未
満）

塗装工（または塗装工見習） 有限会社　千原コ－テック 島根県雲南市三刀屋町三刀屋３３番地３ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

厨房機器部品組立スタッフ サンセイ電機　株式会社 島根県雲南市木次町東日登４２５－２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

児童クラブ支援員（通年：寺領） 社会福祉法人　たんぽぽ 島根県雲南市加茂町立原４３８番地１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未
満）

児童クラブ支援員（通年：きす
き）

社会福祉法人　たんぽぽ 島根県雲南市加茂町立原４３８番地１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未
満）

日帰り温泉の受付接客係 深谷温泉振興対策協議会（みとや
深谷温泉ふかたに荘）

島根県雲南市三刀屋町根波別所１５９１－１ 労災

雇用期間の定めなし

◎ 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 (1) 9時00分～15時50分

750円～750円

年齢不問

TEL 0854-54-0166 （従業員数 18人 ）

パート労働者 32050-  363581 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

30歳以下 (1) 8時10分～17時00分

136,400円～136,400円

省令３号のイ

TEL 0854-54-0166 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  364481 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 理容師

不問 (1) 8時00分～10時00分

800円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-45-2212 （従業員数 2人 ）

パート労働者 32050-  354981 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 7時00分～16時00分

154,000円～188,400円 (2) 9時00分～18時00分

年齢不問 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-45-0101 （従業員数 18人 ）

正社員以外 32050-  339481 就業場所 島根県雲南市

月給 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 介護福祉士

160,000円～206,000円 (2) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-45-0101 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  340281 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位） 看護師

不問 (1) 8時30分～17時30分

1,300円～1,600円

年齢不問

TEL 0854-45-0101 （従業員数 18人 ）

パート労働者 32050-  341181 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)18時00分～21時00分

1,000円～1,100円

年齢不問

TEL 0854-45-5820 （従業員数 2人 ）

パート労働者 32050-  342081 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許ＡＴ

不問

160,000円～210,000円

年齢不問

TEL 0854-74-0034 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  344681 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町 厚生年金基金

時給

不問 (1)10時00分～15時00分

800円～900円 (2)17時30分～21時30分

年齢不問

TEL 0854-76-9277 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050-  346581 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問

1,050円～1,200円

年齢不問

TEL 0854-43-2316 （従業員数 12人 ）

パート労働者 32050-  347481 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～17時00分

145,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-49-6112 （従業員数 22人 ）

正社員 32050-  348781 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)13時50分～18時00分

850円～900円

年齢不問

TEL 0854-45-2717 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050-  349881 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時15分～17時15分

175,000円～220,000円

年齢不問

TEL 0854-49-7256 （従業員数 49人 ）

正社員 32050-  350181 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位）

40歳以下 (1) 9時45分～18時00分

136,000円～156,800円 (2) 9時00分～17時00分

省令３号のイ

TEL 0854-40-0620 （従業員数 44人 ）

正社員以外 32050-  332281 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時45分～17時00分

850円～980円 (2) 9時45分～18時00分

年齢不問

TEL 0854-40-0620 （従業員数 45人 ）

パート労働者 32050-  334081 就業場所 島根県出雲市

時給

不問 (1) 9時45分～17時00分

850円～980円 (2) 9時45分～18時00分

年齢不問

TEL 0854-40-0620 （従業員数 45人 ）

パート労働者 32050-  335381 就業場所 島根県雲南市

月給 交替制あり 調理師

不問 (1) 8時00分～17時00分 栄養士

140,500円～155,500円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問

TEL 0854-49-8122 （従業員数 21人 ）

正社員以外 32050-  337981 就業場所 島根県雲南市

学校用品の加工、ユニホーム等の
プリント加工作業員

ウィンテック　株式会社 島根県仁多郡奥出雲町八代２５８－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

製造オペレーター ウィンテック　株式会社 島根県仁多郡奥出雲町八代２５８－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

理容師 かっとあれんじ　フラワー 島根県雲南市三刀屋町三刀屋３４－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

介護職員（フルパート・大東ゆり
さわ）

株式会社アミーゴ島根　雲南事業
所

島根県雲南市三刀屋町伊萱４０－６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月未
満）

介護職員（大東：正規職員） 株式会社アミーゴ島根　雲南事業
所

島根県雲南市三刀屋町伊萱４０－６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

看護師（大東ゆりさわ） 株式会社アミーゴ島根　雲南事業
所

島根県雲南市三刀屋町伊萱４０－６ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

接客及び調理補助（ディナー） パスタ　フェリーチェ 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１０６－１ 労災

雇用期間の定めなし

店舗マネージャー　ファミマ三成
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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

ホール係、調理補助 株式会社　ボウストフル・ファー
マー

島根県飯石郡飯南町上来島　　　１２０５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド販売員（土日祝
アルバイト）

株式会社　トヤ商事 島根県雲南市大東町大東２４１７番地５ 労災

雇用期間の定めなし

金属・樹脂加工機械オペレータ 有限会社　林精工 島根県雲南市加茂町大竹７９１－２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

歯科医院受付 医療法人　足立歯科医院 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１０６６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

板金加工機械オペ―レータ― 株式会社　明和 島根県雲南市加茂町加茂中７８８－４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

電話オペレーター（雲南） 株式会社　ジェイハウス　コール
センター事業部

島根県雲南市木次町里方３０－２ 
　マルシェリーズ　３階

雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

電話オペレーター 
（出雲／パート社員）

株式会社　ジェイハウス　コール
センター事業部

島根県雲南市木次町里方３０－２ 
　マルシェリーズ　３階

雇用・労災・財形

雇用期間の定めなし

電話オペレーター 
（雲南／パート社員）

株式会社　ジェイハウス　コール
センター事業部

島根県雲南市木次町里方３０－２ 
　マルシェリーズ　３階

雇用・労災・財形

雇用期間の定めなし

調理師または栄養士（常勤代替：
たちばら保育園）

社会福祉法人　たんぽぽ 島根県雲南市加茂町立原４３８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）



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

不問 (1) 8時30分～17時15分 簿記検定（日商２級）

1,290円～1,290円

年齢不問

TEL 0854-42-2241 （従業員数 2人 ）

パート労働者 32050-  338581 就業場所 島根県雲南市

月給

不問 (1) 8時00分～17時05分

180,000円～230,000円

年齢不問

TEL 0854-49-8017 （従業員数 43人 ）

正社員 32050-  343381 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

160,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-52-1435 （従業員数 30人 ）

正社員 32050-  329981 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

事務員（横田） 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

事務職（会計・登記） 雲南市土地開発公社 島根県雲南市木次町里方５２１番地１　雲南市役
所４階　建設部内

雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

業務用厨房機器の製造作業 株式会社　ネスター　島根工場 島根県雲南市加茂町南加茂７０６－５ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし


