
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

時給

不問 (1) 7時00分～ 9時30分

900円～900円

年齢不問

TEL 0854-42-9499 （従業員数 40人 ）

パート労働者 32050-  918781 就業場所 島根県安来市

時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

800円～800円 (2)11時00分～20時00分

年齢不問

TEL 0854-49-8500 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050-  919881 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～17時30分

800円～800円 (2)17時00分～22時00分

年齢不問

TEL 0854-49-8500 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050-  920181 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) 8時30分～17時30分

130,100円～182,500円

年齢不問

TEL 0854-52-2811 （従業員数 28人 ）

正社員 32050-  921081 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 栄養士

不問 (1) 9時00分～12時00分 調理師

980円～1,050円

年齢不問

TEL 0854-49-8122 （従業員数 22人 ）

パート労働者 32050-  905381 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位） 看護師

不問 准看護師

970円～1,010円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-45-0251 （従業員数 51人 ）

パート労働者 32050-  907981 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 6時50分～15時50分

143,000円～185,000円 (2) 8時00分～17時00分

省令２号 (3)11時00分～20時00分

TEL 0854-45-0251 （従業員数 51人 ）

正社員 32050-  908581 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00分～17時00分 准看護師

171,240円～205,520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 0854-45-0251 （従業員数 51人 ）

正社員 32050-  909481 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時15分～17時15分

141,900円～161,500円

省令３号のイ

TEL 0854-43-8711 （従業員数 55人 ）

正社員 32050-  910281 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～17時15分

154,000円～264,000円

年齢不問

TEL 0854-43-8711 （従業員数 55人 ）

正社員 32050-  911181 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許ＡＴ

22歳～29歳 (1) 8時30分～17時15分

179,200円～179,200円

適用除外

TEL 0854-47-7340 （従業員数 88人 ）

正社員 32050-  912081 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30分

150,000円～250,000円

省令３号のイ

TEL 0854-62-0214 （従業員数 6人 ）

正社員 32050-  913381 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30分

150,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-62-0214 （従業員数 6人 ）

正社員 32050-  914681 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05分～17時00分

174,000円～207,000円

年齢不問

TEL 0854-54-0231 （従業員数 104人 ）

正社員 32050-  915981 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 8時30分～17時15分

1,047円～1,047円 (2)15時45分～ 9時30分

省令２号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-54-1122 （従業員数 220人 ）

パート労働者 32050-  916581 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

200,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-62-0061 （従業員数 13人 ）

正社員 32050-  917481 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時40分～15時00分

775円～775円

年齢不問

TEL 0854-49-9736 （従業員数 16人 ）

パート労働者 32050-  902281 就業場所 島根県雲南市

電子機器組立作業員 株式会社　サンキコーポレーショ
ン

島根県雲南市加茂町神原９１４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

看護助手 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）

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

自動車板金塗装スタッフ 掛合マツダ　有限会社 島根県雲南市掛合町掛合２４２２－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

マシンオペレーター 株式会社ベッセル島根 島根県仁多郡奥出雲町三沢１０３番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

行政事務 雲南広域連合 島根県雲南市木次町里方１１００－６ 公災

雇用期間の定めなし

自動車営業員 掛合マツダ　有限会社 島根県雲南市掛合町掛合２４２２－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

一般事務・管理調査スタッフ 大原森林組合 島根県雲南市大東町下阿用４０１番地１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

林業作業員 大原森林組合 島根県雲南市大東町下阿用４０１番地１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

介護職（正社員） 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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

看護職員 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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

調理師・栄養士（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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

看護職員（パート） 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・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

プール監視・清掃スタッフ（Ｂ＆
Ｇ海洋センター）

株式会社　キラキラ雲南 島根県雲南市加茂町宇治３０３ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

介護業務（一般） 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

労災

雇用期間の定めなし

窓口対応・受付スタッフ（Ｂ＆Ｇ
海洋センター）

株式会社　キラキラ雲南 島根県雲南市加茂町宇治３０３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

所在地・就業場所

日常清掃員（安来郵便局） 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

◎ 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。
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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
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日給 普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

210,000円～262,500円

省令３号のロ

TEL 0854-72-0154 （従業員数 10人 ）

正社員 32050-  903181 就業場所 島根県飯石郡飯南町 厚生年金基金

月給 普通自動車免許ＡＴ

35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

150,000円～160,000円 (2) 9時30分～18時30分

省令３号のイ

TEL 0854-54-9087 （従業員数 6人 ）

正社員 32050-  904081 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

200,000円～250,000円 看護師

年齢不問

TEL 0854-45-0101 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  900781 就業場所 島根県雲南市

月給

不問 (1)11時30分～21時30分

135,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-45-2985 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  898281 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 ホームヘルパー２級

197,500円～257,500円 (2) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修

年齢不問 (3)11時00分～20時00分

TEL 0854-47-7370 （従業員数 26人 ）

正社員 32050-  899181 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～16時30分

154,000円～255,000円

年齢不問

TEL 0854-76-9070 （従業員数 3人 ）

正社員 32050-  901881 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問

740円～800円

年齢不問

TEL 0854-43-5873 （従業員数 13人 ）

パート労働者 32050-  885681 就業場所 島根県雲南市

月給

不問 (1) 8時20分～17時20分

157,000円～203,600円

年齢不問

TEL 0854-52-0066 （従業員数 83人 ）

正社員 32050-  886981 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町 確定拠出年金

日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

179,600円～243,200円

年齢不問

TEL 0854-52-0350 （従業員数 7人 ）

正社員 32050-  887581 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

179,600円～243,200円

年齢不問

TEL 0854-52-0350 （従業員数 7人 ）

正社員 32050-  888481 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 美容師

不問 (1) 8時30分～18時00分

155,000円～190,000円

年齢不問

TEL 0854-47-7350 （従業員数 0人 ）

正社員 32050-  889781 就業場所 島根県雲南市

時給 美容師

不問 (1) 9時00分～15時00分

900円～1,200円

年齢不問

TEL 0854-42-8822 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32050-  890081 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

176,000円～264,000円

年齢不問

TEL 0854-72-0102 （従業員数 4人 ）

正社員 32050-  891381 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) 6時40分～15時10分 普通自動車免許ＡＴ

154,000円～245,000円 (2) 8時00分～16時40分

年齢不問 (3)13時30分～22時00分

TEL 0854-76-9070 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  892681 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１年単位） 調理師

不問

230,000円～330,000円

年齢不問

TEL 0854-76-9070 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  893981 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ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時05分

141,275円～203,775円 (2)20時00分～ 5時05分

年齢不問

TEL 0854-45-2931 （従業員数 164人 ）

正社員 32050-  894581 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-  895481 就業場所 島根県雲南市

自動車部品製造工（溶接・プレス
交代制勤務）

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

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）

フロントおよびレストラン接客
（憩いの郷）

株式会社　飯南トータルサポート 島根県飯石郡飯南町上赤名３８－２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

レストラン調理人 株式会社　飯南トータルサポート 島根県飯石郡飯南町上赤名３８－２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

美容師 美容室ＭＯＲＩＫＡ 島根県雲南市木次町里方１０７２－１１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

トラック運転手・配送員 株式会社　堀江運送 島根県飯石郡飯南町頓原１６１０－２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

土木施工補助員 株式会社　ＹＯＫＯＴＡ 島根県仁多郡奥出雲町下横田９３－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

美容師 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｍｅｒ 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１６７８－４ 労災

雇用期間の定めなし

組立・検査・梱包作業員 株式会社　ニッポ－島根工場 島根県仁多郡奥出雲町下横田７５０－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

技術管理補助員 株式会社　ＹＯＫＯＴＡ 島根県仁多郡奥出雲町下横田９３－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

営業企画・広報、施設運営管理ス
タッフ

株式会社　飯南トータルサポート 島根県飯石郡飯南町上赤名３８－２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

ジーンズ加工 観業 島根県雲南市大東町新庄２７４－９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

厨房スタッフ及びホール担当 笑ら炎 島根県雲南市三刀屋町三刀屋３６－４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

介護職 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

受付業務及び調剤補助 有限会社　フジ　みなり薬局 島根県仁多郡奥出雲町三成１６２２－３ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

看護職員（小規模多機能居宅介護
事業所　雲南ゆりさわ）

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

雇用期間の定めなし

土木作業員、重機オペレーター 株式会社　藤原建設 島根県飯石郡飯南町都加賀６９ 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） 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-  896781 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-  897881 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～17時00分

135,000円～135,000円

年齢不問

TEL 0854-47-7176 （従業員数 52人 ）

正社員 32050-  870481 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-  871781 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00分～17時30分

750円～750円

年齢不問

TEL 0854-52-9839 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050-  872881 就業場所 島根県邑智郡美郷町

時給 変形（１ヶ月単位） 保育士

不問

780円～800円

年齢不問

TEL 0854-54-2200 （従業員数 20人 ）

パート労働者 32050-  873281 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師

不問 (1) 8時00分～17時00分 准看護師

145,000円～182,000円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0854-54-2200 （従業員数 60人 ）

正社員以外 32050-  874181 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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

176,000円～250,000円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-54-2200 （従業員数 60人 ）

正社員 32050-  875081 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士

64歳以下

196,000円～270,000円

省令１号

TEL 0854-54-2200 （従業員数 20人 ）

正社員 32050-  876381 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 変形（１ヶ月単位） 保育士

不問

171,520円～171,520円

年齢不問

TEL 0854-54-2200 （従業員数 20人 ）

正社員以外 32050-  877681 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士

不問

165,000円～202,000円

年齢不問

TEL 0854-54-2200 （従業員数 20人 ）

正社員以外 32050-  878981 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 7時00分～16時00分

147,160円～147,160円 (2) 8時30分～17時30分

省令２号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-54-2200 （従業員数 60人 ）

正社員以外 32050-  879581 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 7時00分～16時00分

147,000円～182,000円 (2) 8時30分～17時30分

省令２号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-54-2200 （従業員数 60人 ）

正社員以外 32050-  880881 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

18歳以上 (1) 4時00分～ 6時00分

1,584円～1,584円

省令２号

TEL 0854-49-7924 （従業員数 20人 ）

パート労働者 32050-  881281 就業場所 島根県雲南市

日給

不問 (1) 8時30分～17時00分

1,076円～1,076円

年齢不問

TEL 0854-49-7924 （従業員数 25人 ）

パート労働者 32050-  882181 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30分

171,000円～295,000円

省令３号のイ

TEL 0854-49-7121 （従業員数 24人 ）

正社員 32050-  883081 就業場所 島根県雲南市 確定拠出年金

月給

不問 (1) 8時30分～17時00分

150,000円～150,000円

年齢不問

TEL 0854-72-1025 （従業員数 15人 ）

正社員 32050-  857281 就業場所 島根県飯石郡飯南町

ゴミの選別作業員 有限会社　ユートピアつがか 島根県飯石郡飯南町都加賀２６６－２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

鶏舎の清掃作業（臨時アルバイ
ト）

有限会社　出雲畜産 島根県雲南市加茂町三代９９０ 労災

日雇

法面工 株式会社　常松土建 島根県雲南市加茂町神原１３８２番地１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

介護職員（嘱託職員） 社会福祉法人　仁多福祉会 島根県仁多郡奥出雲町三成２２６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

鶏の出荷作業（短期アルバイト） 有限会社　出雲畜産 島根県雲南市加茂町三代９９０ 労災

日雇

保育士（嘱託職員） 社会福祉法人　仁多福祉会 島根県仁多郡奥出雲町三成２２６ 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（臨時職員） 社会福祉法人　仁多福祉会 島根県仁多郡奥出雲町三成２２６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

保育士（正規職員） 社会福祉法人　仁多福祉会 島根県仁多郡奥出雲町三成２２６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

保育士（臨時職員） 社会福祉法人　仁多福祉会 島根県仁多郡奥出雲町三成２２６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

看護職員（嘱託職員） 社会福祉法人　仁多福祉会 島根県仁多郡奥出雲町三成２２６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

介護職員（正規職員） 社会福祉法人　仁多福祉会 島根県仁多郡奥出雲町三成２２６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

トマトの収穫と圃場管理（美郷） 株式会社アグリベスト　奥出雲農
園

島根県仁多郡奥出雲町横田１３７３－９０８ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

保育士（パート職員） 社会福祉法人　仁多福祉会 島根県仁多郡奥出雲町三成２２６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

自動車用シートカバーの縫製 株式会社デルタ・シー・アンド・
エス雲南工場

島根県雲南市木次町山方１２８５－２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

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

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）



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) 6時00分～ 9時30分

800円～900円

年齢不問

TEL 0854-42-1689 （従業員数 11人 ）

パート労働者 32050-  858181 就業場所 島根県雲南市

月給 薬剤師

35歳以下 (1) 8時30分～17時15分

207,978円～257,760円

省令３号のイ

TEL 0854-72-0221 （従業員数 94人 ）

正社員 32050-  859081 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給

50歳以下 (1) 8時00分～17時00分

170,000円～200,000円

省令３号のイ

TEL 0854-72-0147 （従業員数 22人 ）

正社員 32050-  860981 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-  861581 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-  863781 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) 7時30分～17時30分

172,800円～194,400円

年齢不問

TEL 0854-76-2616 （従業員数 3人 ）

正社員 32050-  864881 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ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

140,000円～160,000円

年齢不問

TEL 0854-74-0500 （従業員数 51人 ）

正社員 32050-  865281 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～15時30分

750円～750円

年齢不問

TEL 0854-52-1149 （従業員数 2人 ）

パート労働者 32050-  866181 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 変形（１週間単位非定型的）

不問

750円～750円

年齢不問

TEL 0854-45-5900 （従業員数 17人 ）

パート労働者 32050-  867081 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１週間単位非定型的）

18歳以上 (1)19時00分～ 0時00分

1,000円～1,500円

省令２号

TEL 0854-45-5900 （従業員数 17人 ）

パート労働者 32050-  868381 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１週間単位非定型的）

不問

750円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-45-5900 （従業員数 17人 ）

パート労働者 32050-  869681 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) 8時30分～17時45分 介護福祉士

135,400円～135,400円 (2) 9時30分～18時30分 介護職員初任者研修

年齢不問 (3) 7時00分～16時00分

TEL 0854-52-0896 （従業員数 28人 ）

正社員 32050-  782981 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1) 8時00分～17時00分

129,600円～138,240円

年齢不問

TEL 0854-48-9062 （従業員数 8人 ）

正社員 32050-  783581 就業場所 島根県雲南市

月給 建築施工管理技士１級

不問 (1) 8時00分～17時00分 建築施工管理技士２級

175,000円～270,000円 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0854-45-2521 （従業員数 53人 ）

正社員 32050-  784481 就業場所 島根県雲南市 確定拠出年金

日給 変形（１年単位） 土木施工管理技士１級

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

207,000円～276,000円

年齢不問

TEL 0854-43-2467 （従業員数 27人 ）

正社員 32050-  785781 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 9時30分～19時00分

150,000円～200,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-9898 （従業員数 4人 ）

正社員 32050-  786881 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

161,700円～231,000円

年齢不問

TEL 0854-42-0506 （従業員数 23人 ）

正社員 32050-  787281 就業場所 島根県雲南市

ピット作業及び販売 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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

土木作業員 幸和建設　株式会社 島根県雲南市木次町新市１７６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

建築施工管理技術者 株式会社　都間土建 島根県雲南市三刀屋町給下６２２－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

土木施工管理技士 有限会社　山根建設 雲南市大東町中湯石９３６－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

介護職員 有限会社　クオリティライフ 島根県仁多郡奥出雲町下横田２７－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

調理補助 特定非営利活動法人　ふる里雲南 島根県雲南市木次町北原１６０３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

接客スタッフ 有限会社　上代 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１１１２番地 労災

雇用期間の定めなし

宴会スタッフ 有限会社　上代 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１１１２番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし

そば打ち、調理、接客 奥出雲の手打　山県そば 島根県仁多郡奥出雲町大呂５１５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

宴会準備、片付けスタッフ 有限会社　上代 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１１１２番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし

建築板金工（補助） 有限会社　中山板金 島根県飯石郡飯南町下赤名１３８０－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

経理事務補助 株式会社　吉田ふるさと村 島根県雲南市吉田町吉田１０４７番地２ 雇用・労災・健康・
厚生

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

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

薬剤師 飯南町立飯南病院 島根県飯石郡飯南町頓原２０６０ 公災・健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

機械オペレーター 頓原精機株式会社 島根県飯石郡飯南町頓原１９９０－４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

調理補助（仕出し弁当・社員食堂
昼食）

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 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 土木施工管理技士１級

不問 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士２級

180,000円～270,000円 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0854-45-2521 （従業員数 53人 ）

正社員 32050-  788181 就業場所 島根県雲南市 確定拠出年金

時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～16時45分

740円～800円

年齢不問

TEL 0854-43-3503 （従業員数 9人 ）

パート労働者 32050-  789081 就業場所 島根県雲南市

月給 保健師

不問 (1) 8時30分～17時15分 助産師

187,000円～187,000円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-40-1000 （従業員数 17人 ）

正社員以外 32050-  790981 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

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

165,000円～235,000円

省令３号のイ

TEL 0854-54-1555 （従業員数 20人 ）

正社員 32050-  791581 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 建築士（２級）

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 建築施工管理技士２級

183,000円～275,000円 普通自動車免許一種

省令３号のイ

TEL 0854-54-1555 （従業員数 20人 ）

正社員 32050-  792481 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 土木施工管理技士１級

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士２級

183,000円～275,000円 普通自動車免許一種

省令３号のイ

TEL 0854-54-1555 （従業員数 20人 ）

正社員 32050-  793781 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 土木施工管理技士２級

不問 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士１級

210,000円～330,000円

年齢不問

TEL 0854-62-0061 （従業員数 10人 ）

正社員 32050-  794881 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00分～15時00分

900円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-42-9499 （従業員数 40人 ）

パート労働者 32050-  796181 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15分

205,000円～270,000円 (2)16時15分～ 1時00分

年齢不問 (3) 0時30分～ 9時15分

TEL 0854-45-5111 （従業員数 128人 ）

正社員 32050-  797081 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

時給

不問 (1) 6時30分～ 9時00分

800円～900円 (2)10時30分～13時30分

年齢不問 (3)17時00分～19時30分

TEL 0854-49-9170 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32050-  798381 就業場所 島根県松江市

月給 普通自動車免許一種

不問

140,000円～190,000円

年齢不問

TEL 0854-42-1554 （従業員数 2人 ）

正社員 32050-  799681 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

44歳以下 (1) 8時45分～18時00分

150,000円～200,000円

省令３号のイ

TEL 0854-45-2131 （従業員数 10人 ）

正社員 32050-  800681 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-  801981 就業場所 島根県出雲市

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-  802581 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 124人 ）

パート労働者 32050-  803481 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-  804781 就業場所 島根県出雲市

月給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 9時45分～18時00分

148,000円～152,000円 (2) 9時45分～17時00分

年齢不問 (3)13時30分～22時00分

TEL 0854-40-0620 （従業員数 14人 ）

正社員 32050-  805881 就業場所 島根県出雲市

電話オペレーター（出雲：一般
職）

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

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）

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（出雲） 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（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

飼養管理 農事組合法人　日登牧場 島根県雲南市木次町木次６２２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

営業スタッフ ホンダ雲南販売有限会社 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１４６２－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

看護師 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

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

雇用期間の定めなし

現場技術者 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

清掃員 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

雇用期間の定めなし

建築技術者 有限会社　糸賀工務店 島根県仁多郡奥出雲町三成２８５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

土木技術者 有限会社　糸賀工務店 島根県仁多郡奥出雲町三成２８５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

母子保健コーディネーター 雲南市役所 島根県雲南市木次町里方５２１－１ 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　糸賀工務店 島根県仁多郡奥出雲町三成２８５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

土木施工管理技術者 株式会社　都間土建 島根県雲南市三刀屋町給下６２２－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

養鶏作業員 有限会社　長澤養鶏園 島根県雲南市大東町下佐世１４０５ 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ヶ月単位）

不問 (1) 9時45分～18時00分

148,000円～152,000円 (2) 9時45分～17時00分

年齢不問 (3)13時30分～22時00分

TEL 0854-40-0620 （従業員数 44人 ）

正社員 32050-  806281 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-  807181 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) 7時30分～16時30分

132,000円～132,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-0814 （従業員数 21人 ）

正社員 32050-  808081 就業場所 島根県松江市

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

132,000円～132,000円

年齢不問

TEL 0854-42-0814 （従業員数 21人 ）

正社員 32050-  809381 就業場所 島根県松江市

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-  810581 就業場所 島根県出雲市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

157,793円～157,793円

年齢不問

TEL 0854-43-2113 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  811481 就業場所 島根県雲南市

時給 交替制あり

不問 (1) 6時30分～13時30分

750円～750円 (2)13時30分～20時00分

年齢不問

TEL 0854-52-2811 （従業員数 28人 ）

パート労働者 32050-  812781 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～12時00分 普通自動車免許ＡＴ

800円～900円 (2)12時00分～16時00分

年齢不問 (3)16時00分～20時00分

TEL 0854-52-2811 （従業員数 28人 ）

パート労働者 32050-  813881 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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-  814281 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 9時45分～18時00分

155,000円～160,000円 (2) 9時45分～17時00分

年齢不問 (3)13時30分～22時00分

TEL 0854-40-0620 （従業員数 44人 ）

正社員 32050-  815181 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

153,300円～183,500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-  816081 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) 7時30分～16時30分

130,100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-  817381 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 その他の建設機械運転

190,000円～240,000円

年齢不問

TEL 0854-54-1701 （従業員数 11人 ）

正社員以外 32050-  818681 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1) 9時00分～14時00分

750円～800円 (2)14時00分～19時00分

年齢不問

TEL 0854-43-2143 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050-  819981 就業場所 島根県松江市

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-  820781 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-  821881 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士

不問 (1) 7時30分～16時30分

156,500円～173,500円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

TEL 0854-49-8122 （従業員数 21人 ）

正社員以外 32050-  822281 就業場所 島根県雲南市

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）

保育士 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

雇用期間の定めなし

クリーニング受付係（みしまや上
乃木店）

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 労災

雇用期間の定めなし

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ヶ月以上）

介護業務（一般） 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

産業廃棄物処理場オペレーター 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）

電話オペレーター（総合職） 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

介護業務（介護福祉士） 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

介護業務（パート） 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

雇用期間の定めなし

電話オペレーター＜産休＞（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）

ルートセールス 株式会社　藤原茶問屋 島根県雲南市大東町大東１６７７－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

調理員 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

雇用期間の定めなし

運転手（松江２ｔ車資材） 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

電話オペレーター＜産休＞（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）

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

運転手（松江・本社２ｔ・４ｔ車
雑貨７：３０～）

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

電話オペレーター（雲南：一般
職）

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



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 看護師

不問 (1) 9時00分～12時00分

1,533円～1,533円 (2)12時00分～15時00分

年齢不問 (3)15時00分～18時00分

TEL 0854-49-8122 （従業員数 21人 ）

パート労働者 32050-  823181 就業場所 島根県雲南市

日給 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

135,600円～151,880円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-52-2567 （従業員数 12人 ）

正社員以外 32050-  824081 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 変形（１ヶ月単位） 看護師

不問 (1) 8時00分～17時00分 准看護師

135,600円～151,880円 (2) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 (3)11時30分～20時30分

TEL 0854-52-2567 （従業員数 64人 ）

正社員以外 32050-  825381 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 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

135,600円～151,880円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-52-2567 （従業員数 14人 ）

正社員以外 32050-  826681 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-  827981 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

190,000円～303,000円 (2)17時00分～ 9時00分

年齢不問

TEL 0854-42-3950 （従業員数 60人 ）

正社員 32050-  828581 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分

175,000円～263,000円 (2)17時00分～ 9時00分

省令２号

TEL 0854-42-3950 （従業員数 60人 ）

正社員 32050-  829481 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許一種

29歳以下 (1) 8時30分～17時00分

185,000円～235,000円

省令３号のイ

TEL 0854-49-8450 （従業員数 3人 ）

正社員 32050-  831181 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時25分

150,000円～150,000円

年齢不問

TEL 0854-42-2712 （従業員数 35人 ）

正社員 32050-  832081 就業場所 島根県雲南市

時給 フォークリフト技能者

不問 (1) 7時00分～16時10分 普通自動車免許一種

169,425円～173,010円 (2)18時50分～ 4時00分

年齢不問

TEL 0854-42-2712 （従業員数 35人 ）

正社員 32050-  833381 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50分～17時00分 准看護師

210,000円～220,000円 (2)16時50分～ 9時00分

年齢不問

TEL 0854-42-3660 （従業員数 60人 ）

正社員 32050-  834681 就業場所 島根県松江市 厚生年金基金

時給 看護師

不問 (1) 8時15分～17時15分 准看護師

1,200円～1,300円 (2) 8時15分～12時45分

年齢不問 (3) 9時30分～12時30分

TEL 0854-43-8008 （従業員数 36人 ）

パート労働者 32050-  835981 就業場所 島根県雲南市

時給 介護福祉士

不問 ホームヘルパー２級

800円～1,150円 介護職員初任者研修

年齢不問

TEL 0854-47-7370 （従業員数 18人 ）

パート労働者 32050-  836581 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 土木施工管理技士２級

不問 (1) 8時00分～17時00分 建設機械施工技士２級

200,000円～350,000円 (2) 8時00分～17時30分

年齢不問

TEL 0854-43-6156 （従業員数 35人 ）

正社員 32050-  837481 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 建築士（２級）

不問 (1) 8時00分～17時00分 建築施工管理技士２級

200,000円～400,000円 (2) 8時00分～17時30分

年齢不問

TEL 0854-43-6156 （従業員数 35人 ）

正社員 32050-  838781 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-  839881 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-  840181 就業場所 島根県雲南市

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）

建築技術者 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

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ヶ月以上）

介護職 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

土木技術者 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

看護師（ケアセンター喜南） 医療法人同仁会　介護老人保健施
設ケアセンタ－きすき

島根県雲南市木次町山方１１１１番地 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

看護員（看護師） 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 労災

雇用期間の定めなし

資材管理 有限会社　メイコー　雲南工場 島根県雲南市木次町里方１１０７－６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

納品および集荷、資材管理業務 有限会社　メイコー　雲南工場 島根県雲南市木次町里方１１０７－６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

准看護師 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

通信設備工事作業員（技術職） 大亜通信工業　株式会社　雲南営
業所

島根県雲南市加茂町南加茂６８７－１６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

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

看護師 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

看護職員（むらくも） 社会福祉法人よこた福祉会 島根県仁多郡奥出雲町稲原５７－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

看護職員（ほのぼの） 社会福祉法人よこた福祉会 島根県仁多郡奥出雲町稲原５７－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

看護師 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

雇用期間の定めなし

看護職員（にこにこ） 社会福祉法人よこた福祉会 島根県仁多郡奥出雲町稲原５７－１ 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 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修

不問 (1) 7時00分～16時00分 介護福祉士

160,600円～185,200円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0854-45-5406 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  841081 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～16時45分

180,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-62-0219 （従業員数 26人 ）

正社員 32050-  842381 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

131,200円～139,400円 (2)20時00分～ 5時00分

年齢不問

TEL 0854-52-0100 （従業員数 63人 ）

正社員 32050-  843681 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 普通自動車免許ＡＴ

35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

150,000円～200,000円

省令３号のイ

TEL 0854-76-3711 （従業員数 60人 ）

正社員 32050-  844981 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ＡＴ

不問 (1) 8時00分～18時30分

206,000円～234,000円 (2)20時00分～ 6時30分

年齢不問

TEL 0854-76-3711 （従業員数 60人 ）

正社員 32050-  845581 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 普通自動車免許ＡＴ

不問

160,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-74-0034 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  847781 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町 厚生年金基金

月給 変形（１ヶ月単位） 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 9人 ）

正社員 32050-  848881 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) 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-  849281 就業場所 島根県雲南市

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-  850381 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時15分～17時30分

800円～860円 (2) 8時45分～15時45分

年齢不問

TEL 0854-54-2150 （従業員数 50人 ）

パート労働者 32050-  851681 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 変形（１週間単位非定型的） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～12時00分

750円～850円 (2)12時00分～16時00分

年齢不問 (3)16時00分～20時00分

TEL 0854-45-5900 （従業員数 17人 ）

パート労働者 32050-  852981 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１週間単位非定型的） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

120,000円～136,000円 (2)12時00分～21時00分

年齢不問

TEL 0854-45-5900 （従業員数 17人 ）

正社員 32050-  853581 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 8人 ）

正社員 32050-  854481 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～17時30分

132,000円～132,000円

年齢不問

TEL 0854-52-9839 （従業員数 20人 ）

正社員以外 32050-  856881 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

トマトの収穫と管理 株式会社アグリベスト　奥出雲農
園

島根県仁多郡奥出雲町横田１３７３－９０８ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

フロント係 有限会社　上代 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１１１２番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

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

雇用期間の定めなし

椎茸選別・包装ライン作業 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

フロント係 有限会社　上代 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１１１２番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

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

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

コンビニエンスストア店長（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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

店舗マネージャー　ファミマ横田
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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

一般事務 オージェイケイ株式会社　島根工
場

島根県飯石郡飯南町上来島２３－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

プラスチックシート製造オペレー
ター

オージェイケイ株式会社　島根工
場

島根県飯石郡飯南町上来島２３－１ 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 株式会社　中澤建設 島根県雲南市掛合町掛合２４２９－２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

自動車用窓枠部品の製造 株式会社　イワクラ 島根県仁多郡奥出雲町横田１４７５－１３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

介護職員 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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし


