
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 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時15分～17時15分

150,000円～170,000円

年齢不問

TEL 0854-62-1520 （従業員数 3人 ）

正社員以外 32050- 1213181 就業場所 島根県飯石郡飯南町

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- 1214081 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～16時30分

800円～900円 (2) 9時00分～16時45分

年齢不問

TEL 0854-47-7108 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050- 1215381 就業場所 島根県雲南市

時給 保育士

不問 (1) 7時30分～12時00分

980円～1,080円 (2)13時00分～18時30分

年齢不問

TEL 0854-49-8122 （従業員数 15人 ）

パート労働者 32050- 1216681 就業場所 島根県雲南市

その他

18歳以上 (1)17時45分～ 8時45分

800円～1,050円

省令２号

TEL 0854-42-1635 （従業員数 10人 ）

パート労働者 32050- 1211881 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～17時00分

1,000円～1,100円

年齢不問

TEL 0854-42-1635 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050- 1212281 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 5人 ）

正社員 32050- 1201481 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-42-9499 （従業員数 41人 ）

パート労働者 32050- 1203881 就業場所 島根県松江市

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- 1204281 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 社会福祉士

不問 (1) 7時00分～16時00分 介護福祉士

203,600円～228,200円 (2) 8時30分～17時30分 介護支援専門員

年齢不問 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0854-45-5406 （従業員数 22人 ）

正社員 32050- 1205181 就業場所 島根県雲南市

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

183,600円～208,200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 22人 ）

正社員 32050- 1206081 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～12時30分

780円～780円

年齢不問

TEL 0854-54-2200 （従業員数 12人 ）

パート労働者 32050- 1207381 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

780円～780円 (2) 9時30分～18時00分

年齢不問

TEL 0854-42-9000 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32050- 1208681 就業場所 島根県雲南市

時給 中型一種（８ｔ限定）

不問 (1) 7時00分～15時30分 準中型自動車免許

850円～850円 (2) 8時00分～15時00分

年齢不問 (3) 8時30分～15時30分

TEL 0854-42-0445 （従業員数 57人 ）

パート労働者 32050- 1209981 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

173,000円～196,000円

年齢不問

TEL 0854-47-7176 （従業員数 66人 ）

正社員 32050- 1210781 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00分～17時00分

170,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-47-7120 （従業員数 1人 ）

正社員 32050- 1190881 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1) 8時50分～17時00分 介護職員初任者研修

154,000円～174,200円 (2)16時50分～ 9時00分 介護職員実務者研修

省令１号

TEL 0854-42-3660 （従業員数 60人 ）

正社員 32050- 1191281 就業場所 島根県松江市 厚生年金基金

介護スタッフ（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

製造管理責任者 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

営業事務及び軽作業 リサイクルスタジオやまね 雲南市大東町新庄　６７２番地４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

店舗スタッフ（大東グリーンセン
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）

ルート配送員 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

サービス提供責任者＜急募＞ 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

保育補助（亀嵩パート） 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）

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

管理者＜急募＞ 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

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

日常清掃員（松江市内のべ５ヶ
所）

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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

生活支援員（夜勤専従） 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）

指導員（ひなたぼっこきすき） 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

食料品、日用品の訪問販売員 Ｔ＆Ｃエンタープライズ 島根県雲南市木次町新市３９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

保育士（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）

雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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 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

一般事務・経理事務 飯石森林組合 島根県雲南市掛合町掛合２１５２－１１

◎ 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。

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 26人 ）

正社員以外 32050- 1192181 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～17時00分

138,880円～138,880円

年齢不問

TEL 0854-43-9092 （従業員数 11人 ）

正社員以外 32050- 1193081 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～17時00分

127,680円～127,680円

年齢不問

TEL 0854-43-9092 （従業員数 11人 ）

正社員以外 32050- 1194381 就業場所 島根県雲南市

日給 普通自動車免許一種

30歳以下 (1) 8時00分～17時00分

174,000円～290,000円

省令３号のイ

TEL 0854-45-2898 （従業員数 8人 ）

正社員 32050- 1196981 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

TEL 0854-49-8122 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32050- 1197581 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

TEL 0854-49-8122 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050- 1198481 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

TEL 0854-49-8122 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050- 1199781 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

TEL 0854-49-8122 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050- 1200581 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 7時30分～11時30分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-42-9499 （従業員数 41人 ）

パート労働者 32050- 1202781 就業場所 島根県出雲市

月給 介護支援専門員

不問 (1) 8時30分～17時15分 社会福祉士

1,161円～1,161円 保健師

年齢不問

TEL 0854-54-1221 （従業員数 113人 ）

パート労働者 32050- 1183281 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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- 1184181 就業場所 島根県雲南市

月給 美容師

不問 (1) 9時00分～18時30分

200,000円～230,000円 (2) 8時30分～18時30分

年齢不問

TEL 0854-43-2378 （従業員数 4人 ）

正社員 32050- 1185081 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時00分～18時00分

772円～772円 (2) 8時00分～12時00分

年齢不問 (3)13時00分～18時00分

TEL 0854-43-3902 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32050- 1186381 就業場所

時給

不問 (1) 9時00分～15時00分

750円～750円

年齢不問

TEL 0854-43-2143 （従業員数 17人 ）

パート労働者 32050- 1187681 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

59歳以下 (1) 8時30分～17時00分

160,000円～200,000円

省令１号

TEL 0854-54-0070 （従業員数 1人 ）

正社員 32050- 1188981 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

1,000円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-54-0070 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32050- 1189581 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 交替制あり

不問 (1) 9時00分～14時00分

740円～750円 (2)14時00分～18時00分

年齢不問

TEL 0854-45-5020 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050- 1181781 就業場所 島根県雲南市

事務員＜急募＞ ＩＳＫソリューション株式会社 島根県仁多郡奥出雲町三成１３９２番地２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

コインランドリーアドバイザ一 ランドリーハウス三刀屋店 島根県雲南市三刀屋町三刀屋７３－１ 労災

雇用期間の定めなし

クリーニング工場内軽作業員 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

品質管理および事務＜急募＞ ＩＳＫソリューション株式会社 島根県仁多郡奥出雲町三成１３９２番地２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

美容師 有限会社　みつや美容室 島根県雲南市大東町飯田９１－１４ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

鶏卵の出荷配達作業員 有限会社　森脇鶏農場 島根県雲南市大東町畑鵯３２０番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし

認知症地域支援推進員（嘱託員） 奥出雲町役場 仁多郡奥出雲町三成３５８－１ 雇用・公災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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）

（短期：きすき）放課後児童クラ
ブ支援員

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）

日常清掃員（出雲科学館） 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

（短期：加茂２）放課後児童クラ
ブ支援員

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）

（短期：寺領）放課後児童クラブ
支援員

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）

クレーン運転助手 有限会社　堀江クレーン 島根県雲南市三刀屋町古城１２８０－１番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

（短期：加茂）放課後児童クラブ
支援員

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）

インターネット販売受付業務 有限会社　テクノマーチ 島根県雲南市大東町飯田３６１－１０ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

お菓子のピッキング・梱包・発送
準備業務

有限会社　テクノマーチ 島根県雲南市大東町飯田３６１－１０ 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（準職員／かもめ）＜急募
＞

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）



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 普通自動車免許ＡＴ

不問

750円～850円

年齢不問

TEL 0854-52-2131 （従業員数 17人 ）

パート労働者 32050- 1182881 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 大型自動車免許一種

50歳以下 (1) 8時15分～17時15分

165,000円～165,000円

省令３号のイ

TEL 0854-43-2532 （従業員数 18人 ）

正社員 32050- 1180481 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30分

171,000円～312,000円

年齢不問

TEL 0854-43-5997 （従業員数 5人 ）

正社員 32050- 1175281 就業場所 島根県雲南市

時給

不問

850円～900円

年齢不問

TEL 0854-43-2499 （従業員数 0人 ）

パート労働者 32050- 1176181 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30分

150,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-42-0981 （従業員数 6人 ）

正社員 32050- 1177081 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

時給 薬剤師

不問 (1) 9時00分～15時00分 普通自動車免許ＡＴ

3,000円～3,000円 (2)12時00分～17時00分

年齢不問

TEL 0854-49-8811 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050- 1178381 就業場所 島根県雲南市

時給 大型自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～10時15分

950円～954円 (2)16時00分～18時00分

年齢不問

TEL 0854-42-4165 （従業員数 100人 ）

パート労働者 32050- 1166881 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15分～10時15分

800円～850円 (2) 8時30分～12時30分

年齢不問 (3) 9時00分～12時30分

TEL 0854-42-4165 （従業員数 100人 ）

パート労働者 32050- 1167281 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00分

1,000円～1,050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- 1168181 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1) 8時30分～11時30分

750円～750円

年齢不問

TEL 0854-42-9499 （従業員数 41人 ）

パート労働者 32050- 1169081 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～12時30分

750円～750円

年齢不問

TEL 0854-42-9499 （従業員数 41人 ）

パート労働者 32050- 1170981 就業場所 島根県出雲市

時給

不問 (1) 9時00分～16時00分

750円～800円

年齢不問

TEL 0854-43-4006 （従業員数 16人 ）

パート労働者 32050- 1173781 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30分～17時30分

150,000円～300,000円

年齢不問

TEL 0854-45-5357 （従業員数 12人 ）

正社員 32050- 1159281 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 0854-43-6541 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050- 1160381 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

165,000円～220,000円

年齢不問

TEL 0854-52-0130 （従業員数 5人 ）

正社員 32050- 1161681 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 準中型自動車免許

不問 (1) 7時30分～16時30分 フォークリフト技能者

170,000円～170,000円

年齢不問

TEL 0854-42-0202 （従業員数 20人 ）

正社員以外 32050- 1162981 就業場所 島根県雲南市

土木作業員 株式会社　まるみ建設工業 島根県仁多郡奥出雲町横田１３１４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

ドライバー（４ｔ以下・準中型） 日本通運　株式会社　木次営業所 島根県雲南市木次町里方１０８９－２４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

会計事務 しまね中央税理士法人　安部事務
所

島根県雲南市三刀屋町下熊谷１３０１－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

建築図面作成業務及び確認申請業
務

有限会社　ニプコ山陰 島根県雲南市大東町上佐世１１０８番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

日常清掃員（出雲弥生の森博物
館）

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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

結束作業員 イズミ電装 雲南市大東町遠所９４４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

調理員＜急募・短期＞ 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

日常清掃員（アスパル） 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

送迎運転手（木次町デイサービス
センター）

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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

介護職員（木次町デイサービスセ
ンター）

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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

塗材の製造及び二次製品の加工製
造スタッフ

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

薬剤師 有限会社　トリム薬局 島根県雲南市加茂町加茂中１３２１－６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

電気通信設備工事及び消防設備工
事作業員

石原通信システム株式会社 島根県雲南市大東町飯田１３２－５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

家事 吾郷　文夫 島根県雲南市大東町下佐世２５番地

雇用期間の定めなし

菓子販売 有限会社　松葉屋 島根県仁多郡奥出雲町下横田１２８－２５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

大型バキューム車運転手 有限会社　雲南環境衛生センター 島根県雲南市大東町前原３６４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし


