
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) 8時30分～17時00分

850円～850円

年齢不問

TEL 0854-42-9000 （従業員数 140人 ）

パート労働者 32050- 1812981 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

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

172,800円～172,800円 (2)11時00分～20時00分

省令１号

TEL 0854-52-1080 （従業員数 10人 ）

正社員 32050- 1805581 就業場所

日給 変形（１ヶ月単位） 中型自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 フォークリフト技能者

202,800円～252,800円 (2)11時00分～20時00分

省令１号

TEL 0854-52-1080 （従業員数 10人 ）

正社員 32050- 1806481 就業場所

月給 変形（１週間単位非定型的） 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時30分～19時00分

180,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-45-2288 （従業員数 7人 ）

正社員 32050- 1807781 就業場所 島根県出雲市

日給 交替制あり 保育士

不問 (1) 7時30分～16時15分

163,800円～163,800円 (2) 7時45分～16時30分

年齢不問 (3) 8時00分～16時45分

TEL 0854-40-1000 （従業員数 31人 ）

正社員以外 32050- 1809281 就業場所 島根県雲南市

日給 交替制あり 保育士

不問 (1) 8時15分～17時00分 幼稚園教諭免許

163,800円～163,800円 (2) 9時30分～18時15分

年齢不問

TEL 0854-40-1000 （従業員数 8人 ）

正社員以外 32050- 1810381 就業場所 島根県雲南市

時給

不問

860円～900円

年齢不問

TEL 0854-47-7225 （従業員数 46人 ）

パート労働者 32050- 1811681 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 9時00分～18時00分

135,000円～140,000円 (2)10時00分～19時00分

年齢不問

TEL 0854-43-6321 （従業員数 27人 ）

正社員 32050- 1801081 就業場所 島根県雲南市

日給

不問 (1) 8時30分～17時15分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-54-1122 （従業員数 200人 ）

パート労働者 32050- 1803681 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15分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-54-1122 （従業員数 200人 ）

パート労働者 32050- 1804981 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00分～16時45分 電気主任技術者３種

220,000円～330,000円 電気工事士（第１種）

年齢不問

TEL 0854-56-0234 （従業員数 83人 ）

正社員 32050- 1794281 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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 フォークリフト技能者

300,000円～300,000円

年齢不問

TEL 0854-56-0558 （従業員数 16人 ）

正社員 32050- 1795181 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時00分～13時00分

765円～765円

年齢不問

TEL 0854-45-5515 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050- 1796081 就業場所

時給

不問

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-62-0311 （従業員数 58人 ）

パート労働者 32050- 1797381 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位） 中型自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～16時00分

155,720円～194,650円

年齢不問

TEL 0854-43-4213 （従業員数 12人 ）

正社員 32050- 1798681 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種

不問 (1) 6時00分～15時00分 フォークリフト技能者

183,200円～183,200円

年齢不問

TEL 0854-43-4213 （従業員数 12人 ）

正社員 32050- 1799981 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1)10時00分～15時00分

850円～850円 (2)12時00分～14時00分

年齢不問

TEL 0854-42-9000 （従業員数 14人 ）

パート労働者 32050- 1800181 就業場所 島根県雲南市

一般事務 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 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

運転手（４トン車） 株式会社　大南 島根県雲南市大東町上佐世２３７番地 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

運転手（１０ｔウィング車） 株式会社　大南 島根県雲南市大東町上佐世２３７番地 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

豆腐製造作業員 有限会社　石田豆腐店 島根県雲南市三刀屋町給下１９－７ 労災

雇用期間の定めなし

製造工 島根ナカバヤシ株式会社　掛合工
場

島根県雲南市掛合町掛合１８４４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

電気設備管理者 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・財形

雇用期間の定めなし

大型トラック運転手 有限会社　荒木資材運輸 島根県仁多郡奥出雲町下阿井１７７８ 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）

健康診断事務担当員 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）

レジ業務 株式会社　マルマン　雲南店 島根県雲南市木次町里方３０番地２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

食品スーパーフロアスタッフ 株式会社　グリーンシティ 島根県雲南市大東町大東９５６番地１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

保育士（臨時職員：木次こども
園）

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）

幼稚園講師（産休代替え：大東こ
ども園）

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）

運転手（４トン車） 有限会社　横田運送 島根県仁多郡奥出雲町横田１１８８－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

家電量販店販売スタッフ 株式会社　ダイイチ雲南家電 島根県雲南市三刀屋町下熊谷８５１－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

運転手（２トン車／３トン車） 有限会社　横田運送 島根県仁多郡奥出雲町横田１１８８－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

一般事務（インターネット販売受
付）

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

◎ 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。

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

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- 1785881 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１ヶ月単位） 保育士

不問 普通自動車免許ＡＴ

168,400円～168,400円

年齢不問

TEL 0854-47-7037 （従業員数 31人 ）

正社員以外 32050- 1786281 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～20時00分

160,000円～160,000円 (2) 7時00分～18時00分

年齢不問 (3)10時00分～20時00分

TEL 0854-54-1701 （従業員数 6人 ）

正社員以外 32050- 1787181 就業場所 島根県雲南市

時給 危険物取扱者（乙種）

不問

840円～840円

年齢不問

TEL 0854-54-1701 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050- 1788081 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）

160,000円～160,000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- 1789381 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- 1790581 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- 1791481 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～13時00分 普通自動車免許ＡＴ

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-56-0157 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050- 1792781 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) 6時30分～15時30分 危険物取扱者（乙種）

175,000円～250,000円 (2)10時30分～19時30分

年齢不問 (3)12時00分～21時00分

TEL 0854-43-2316 （従業員数 13人 ）

正社員 32050- 1778281 就業場所 島根県雲南市

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～180,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-8033 （従業員数 6人 ）

正社員 32050- 1779181 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00分～17時30分

130,000円～200,000円 (2) 9時00分～18時30分

省令３号のイ

TEL 0854-76-3000 （従業員数 5人 ）

正社員 32050- 1780681 就業場所

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- 1781981 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- 1782581 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

40歳以下 (1) 7時30分～16時30分

132,000円～134,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-0814 （従業員数 21人 ）

正社員 32050- 1783481 就業場所 島根県松江市

時給 原動機付自転車免許

18歳以上 (1) 2時30分～ 5時00分 普通自動車免許ＡＴ

1,200円～1,200円

省令２号

TEL 0854-42-2391 （従業員数 20人 ）

パート労働者 32050- 1773981 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- 1774581 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

180,000円～275,000円

年齢不問

TEL 0854-49-7121 （従業員数 25人 ）

正社員 32050- 1775481 就業場所 島根県雲南市 確定拠出年金

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

土木作業員 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

運転手（松江・２ｔ車（１ｔ車）
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

新聞配達業務 株式会社　中央新報サービス　木
次営業所

島根県雲南市木次町里方６３７－１ 労災

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

電子機器組立・工程管理 株式会社　ＭＴＩ 島根県雲南市木次町里方１１０７－１４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

営業 有限会社　赤来オートセンター
（ホンダカーズ飯石）

島根県飯石郡飯南町下赤名３０１－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

食料品　雑貨等の販売 奥出雲石油　有限会社 島根県仁多郡奥出雲町三沢　１２４３－７ 労災

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド販売員 株式会社　トヤ商事 島根県雲南市大東町大東２４１７番地５ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

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９７－２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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９７－２ 労災

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９７－２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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９７－２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

保育士（準職員／大東）＜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）

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９７－２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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



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30分

182,000円～300,000円

年齢不問

TEL 0854-49-7121 （従業員数 25人 ）

正社員 32050- 1776781 就業場所 島根県雲南市 確定拠出年金

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- 1761281 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１年単位）

不問 (1) 9時00分～12時00分

740円～760円 (2)13時00分～17時00分

年齢不問

TEL 0854-45-5518 （従業員数 10人 ）

パート労働者 32050- 1762181 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時00分～17時00分

135,000円～220,000円

年齢不問

TEL 0854-43-6321 （従業員数 27人 ）

正社員 32050- 1765681 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 9時00分～19時00分

147,560円～156,240円 (2)10時00分～20時00分

年齢不問 (3)11時00分～21時00分

TEL 0854-74-0717 （従業員数 7人 ）

正社員以外 32050- 1766981 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時00分～17時00分

135,000円～220,000円

年齢不問

TEL 0854-43-6321 （従業員数 27人 ）

正社員 32050- 1769781 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時00分～13時00分

765円～800円 (2)13時00分～18時00分

年齢不問

TEL 0854-43-6321 （従業員数 27人 ）

パート労働者 32050- 1770081 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- 1647781 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- 1648881 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 中型自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～17時00分

157,000円～190,000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- 1649281 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時15分～17時00分

172,000円～205,000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- 1650381 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- 1651681 就業場所 島根県雲南市

月給 看護師

不問 (1) 8時15分～17時45分

141,000円～162,100円

年齢不問

TEL 0854-42-4165 （従業員数 100人 ）

正社員以外 32050- 1652981 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- 1653581 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- 1654481 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～275,000円

年齢不問

TEL 0854-43-8711 （従業員数 50人 ）

正社員 32050- 1655781 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 7時30分～ 9時00分

1,000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- 1656881 就業場所 島根県安来市

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

労災

雇用期間の定めなし

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）

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

介護職員（木次デイサービスセン
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・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）

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

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

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

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

食品スーパー鮮魚部門スタッフ 株式会社　グリーンシティ 島根県雲南市大東町大東９５６番地１ 雇用・労災・健康・
厚生

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

セルフレストランでの調理補助
特産品販売業務＜新規募集＞

有限会社　木村有機農園 島根県雲南市吉田町民谷５４４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

食品スーパー鮮魚部門スタッフ 株式会社　グリーンシティ 島根県雲南市大東町大東９５６番地１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

トレーニングウエアの製造 インター治　有限会社 島根県雲南市三刀屋町三刀屋３３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

食品スーパー精肉部門スタッフ 株式会社　グリーンシティ 島根県雲南市大東町大東９５６番地１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

土木作業現場管理者 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

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）



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 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- 1657281 就業場所 島根県飯石郡飯南町

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- 1658181 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) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

140,000円～140,000円 介護職員初任者研修

年齢不問

TEL 0854-47-7370 （従業員数 26人 ）

正社員 32050- 1659081 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１年単位）

18歳以上 (1) 5時30分～13時50分

203,482円～203,482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- 1661581 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～200,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-0445 （従業員数 57人 ）

正社員 32050- 1662481 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- 1663781 就業場所 島根県雲南市

月給 交替制あり 普通自動車免許一種

不問 普通自動車免許ＡＴ

170,000円～220,000円

年齢不問

TEL 0854-49-9170 （従業員数 4人 ）

正社員 32050- 1664881 就業場所 鳥取県米子市

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- 1665281 就業場所 鳥取県米子市

月給 変形（１ヶ月単位） 消防設備点検資格１種

不問

170,000円～195,000円

年齢不問

TEL 0854-49-8400 （従業員数 6人 ）

正社員 32050- 1666181 就業場所 島根県雲南市

時給 交替制あり トリマー

不問 普通自動車免許ＡＴ

750円～850円

年齢不問

TEL 0854-47-7369 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050- 1667081 就業場所 島根県雲南市

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 0854-47-7369 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050- 1668381 就業場所 島根県雲南市

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- 1669681 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- 1670481 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) 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

省令２号 (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- 1671781 就業場所 島根県飯石郡飯南町

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- 1672881 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問 (1) 9時00分～15時00分

800円～850円

年齢不問

TEL 0854-43-2143 （従業員数 17人 ）

パート労働者 32050- 1673281 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

800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- 1674181 就業場所 島根県雲南市

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

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

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

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

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

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

動物看護師・トリマー さくら通り動物病院 島根県雲南市三刀屋町三刀屋９５－８ 労災

雇用期間の定めなし

獣医師補助 さくら通り動物病院 島根県雲南市三刀屋町三刀屋９５－８ 労災

雇用期間の定めなし

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

給油販売スタッフ 有限会社　八雲石油　加茂給油所 島根県雲南市加茂町加茂中３０－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

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）

管理責任者 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・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）

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

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

介護スタッフ 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

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



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- 1675081 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- 1676381 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- 1677681 就業場所

日給 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

173,250円～207,900円

年齢不問

TEL 0854-47-7120 （従業員数 1人 ）

正社員 32050- 1678981 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- 1679581 就業場所 島根県雲南市

時給 美容師

不問

850円～1,100円

年齢不問

TEL 0854-43-2378 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050- 1680881 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

180,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-43-2097 （従業員数 14人 ）

正社員 32050- 1681281 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- 1682181 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- 1683081 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

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分

142,400円～194,600円 (2)17時00分～ 9時00分

省令２号

TEL 0854-43-8880 （従業員数 26人 ）

正社員以外 32050- 1684381 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問

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- 1685681 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- 1686981 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

166,253円～282,990円 (2)17時00分～ 9時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-43-8880 （従業員数 30人 ）

正社員 32050- 1687581 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

39歳以下 (1) 8時30分～17時30分

150,000円～200,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-8133 （従業員数 14人 ）

正社員 32050- 1688481 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- 1689781 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- 1690081 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～15時00分

800円～850円

年齢不問

TEL 0854-52-2371 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32050- 1692681 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

調理員（ふるさとの家） 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）

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）

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）

看護職員（正職員） 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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

デザイン制作オペレーター 有限会社　木次印刷 島根県雲南市木次町山方６３０－５ 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　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）

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）

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

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）

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

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

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

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 労災・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

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

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

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



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

800円～850円

年齢不問

TEL 0854-52-2371 （従業員数 16人 ）

パート労働者 32050- 1693981 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ

不問

800円～850円

年齢不問

TEL 0854-52-2371 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32050- 1694581 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 看護師

不問 准看護師

1,000円～1,200円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-52-2371 （従業員数 10人 ）

パート労働者 32050- 1695481 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 変形（１ヶ月単位） 看護師

不問 (1) 9時00分～13時00分 准看護師

1,100円～1,400円 (2)10時00分～16時00分

年齢不問 (3)13時00分～17時00分

TEL 0854-42-3660 （従業員数 60人 ）

パート労働者 32050- 1696781 就業場所 島根県松江市 厚生年金基金

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- 1697881 就業場所 島根県松江市 厚生年金基金

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- 1698281 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) 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- 1699181 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

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- 1700781 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- 1701881 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- 1702281 就業場所 島根県雲南市

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 10人 ）

正社員 32050- 1703181 就業場所 島根県雲南市

時給 交替制あり

不問 (1) 6時00分～12時30分

890円～890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- 1704081 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- 1705381 就業場所 島根県雲南市

時給 大型自動車免許一種

60歳以上

1,125円～1,125円

省令３号のニ

TEL 0854-42-5560 （従業員数 16人 ）

パート労働者 32050- 1706681 就業場所 島根県雲南市

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- 1707981 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

156,800円～246,400円

年齢不問

TEL 0854-76-2361 （従業員数 11人 ）

正社員 32050- 1708581 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 その他の建設機械運転

179,200円～268,800円 車両系基礎工事用運転

年齢不問

TEL 0854-76-2361 （従業員数 10人 ）

正社員 32050- 1709481 就業場所 島根県飯石郡飯南町

一般土木作業員 松田建設　株式会社 島根県飯石郡飯南町上来島３８４－８ 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 松田建設　株式会社 島根県飯石郡飯南町上来島３８４－８ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

大型トラック運転手（６０歳以
上）

株式会社　雲南共同生コン生産会
社

島根県雲南市木次町里方１０９３－１７ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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）

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

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

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

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

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（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

厨房機器部品組立スタッフ（本館
工場・ホシザキ第一工場）

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）

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

看護スタッフ（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

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

介護職員（横田ふるさとの家） 有限会社　ブルーム 島根県仁多郡奥出雲町下横田８９３ 雇用・労災

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）

介護職員（小規模多機能） 有限会社　ブルーム 島根県仁多郡奥出雲町下横田８９３ 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。

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- 1711181 就業場所 島根県飯石郡飯南町

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- 1712081 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- 1713381 就業場所 島根県飯石郡飯南町

日給 普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 7時45分～17時30分

140,400円～151,200円

省令３号のイ

TEL 0854-43-9020 （従業員数 10人 ）

正社員 32050- 1714681 就業場所 島根県雲南市

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- 1715981 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- 1716581 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 6時30分～ 8時00分

770円～900円 (2) 6時30分～12時00分

年齢不問 (3) 6時30分～15時00分

TEL 0854-72-9373 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050- 1717481 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 (1) 8時30分～17時30分

770円～1,000円 (2) 6時30分～15時30分

年齢不問 (3) 7時00分～16時00分

TEL 0854-72-9373 （従業員数 30人 ）

パート労働者 32050- 1718781 就業場所 島根県飯石郡飯南町

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- 1719881 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） 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- 1720181 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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 83人 ）

正社員以外 32050- 1721081 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- 1722381 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- 1723681 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 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- 1724981 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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- 1725581 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- 1726481 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 0854-52-9233 （従業員数 18人 ）

正社員 32050- 1727781 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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下横田５４－２１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

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

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

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

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）

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

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

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

調理員（あゆみの杜） 株式会社　あゆみ 飯石郡飯南町頓原　１０７０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

介護職員（あゆみの杜） 株式会社　あゆみ 飯石郡飯南町頓原　１０７０ 雇用・労災

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）

清掃員 クリーンアメニックス　有限会社 島根県雲南市大東町新庄４１８－１ 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

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



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- 1730381 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- 1731681 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- 1732981 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 32人 ）

正社員 32050- 1733581 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 32人 ）

正社員 32050- 1734481 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）

40歳以下 (1) 8時20分～17時10分 フォークリフト技能者

160,000円～240,000円

省令３号のイ

TEL 0854-62-9700 （従業員数 32人 ）

正社員 32050- 1735781 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- 1736881 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

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- 1737281 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) 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- 1738181 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- 1739081 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- 1740981 就業場所 島根県雲南市

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- 1741581 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20分～17時30分

154,790円～182,085円 (2) 6時00分～14時00分

年齢不問 (3)14時00分～22時00分

TEL 0854-49-6543 （従業員数 59人 ）

正社員 32050- 1742481 就業場所 島根県雲南市

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- 1743781 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- 1744881 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- 1746181 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

134,000円～134,000円

年齢不問

TEL 0854-49-9545 （従業員数 9人 ）

正社員以外 32050- 1747081 就業場所 島根県雲南市

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

職業指導員 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・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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）

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

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

金属加工機械オペレータ 株式会社　山光 島根県雲南市加茂町猪尾２９７ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

管理者 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

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

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

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

トラックドライバー（４ｔウィン
グ車）

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

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

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

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

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

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

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



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

162,520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 35人 ）

正社員以外 32050- 1748381 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- 1749681 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- 1750481 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

135,450円～172,000円

年齢不問

TEL 0854-54-2248 （従業員数 12人 ）

正社員以外 32050- 1751781 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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- 1752881 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

18歳以上 (1) 6時00分～10時00分

780円～850円 (2)17時00分～22時00分

省令２号

TEL 0854-57-9222 （従業員数 10人 ）

パート労働者 32050- 1753281 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

18歳以上 (1) 6時00分～10時00分

780円～850円 (2)19時00分～23時59分

省令２号

TEL 0854-52-9958 （従業員数 9人 ）

パート労働者 32050- 1754181 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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- 1755081 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- 1756381 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～17時00分

117,618円～117,618円

年齢不問

TEL 0854-42-9000 （従業員数 27人 ）

正社員以外 32050- 1757681 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 交替制あり

不問 (1) 6時30分～15時00分

764円～764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- 1758981 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- 1759581 就業場所 島根県雲南市

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- 1760881 就業場所 島根県雲南市

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）

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）

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）

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

米の精米・積込作業員（農産加工
所）

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）

コンビニエンスストアスタッフ ポプラ横田中央店 島根県仁多郡奥出雲町横田１０２９－１ 労災

雇用期間の定めなし

調理スタッフ＜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）

通信販売事務員（臨時職員） 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）

コンビニエンスストアスタッフ 株式会社　加藤商店 島根県仁多郡奥出雲町三成１６６７－９ 労災

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

一般販売事務員 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

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）


