
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）

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

155,000円～175,000円

省令３号のイ

TEL 0854-62-0015 （従業員数 73人 ）

正社員 32050- 1866281 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位）

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

155,000円～175,000円

省令３号のイ

TEL 0854-62-0015 （従業員数 73人 ）

正社員 32050- 1867181 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～13時00分

870円～960円

年齢不問

TEL 0854-43-3125 （従業員数 70人 ）

パート労働者 32050- 1868081 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

770円～770円

年齢不問

TEL 0854-52-9839 （従業員数 7人 ）

パート労働者 32050- 1858281 就業場所 島根県邑智郡美郷町

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時15分

167,250円～223,000円

省令１号

TEL 0854-48-0361 （従業員数 6人 ）

正社員 32050- 1859181 就業場所 島根県雲南市

時給

18歳以上 (1) 4時00分～ 6時00分

1,584円～1,584円 (2) 4時00分～ 5時30分

省令２号

TEL 0854-49-7924 （従業員数 20人 ）

パート労働者 32050- 1860681 就業場所 島根県雲南市

月給 管理栄養士

不問 (1) 8時45分～17時30分

204,000円～204,000円

年齢不問

TEL 0854-43-3125 （従業員数 70人 ）

正社員以外 32050- 1861981 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 5時30分～14時15分

151,000円～158,000円 (2) 7時30分～16時15分

年齢不問 (3) 9時00分～17時45分

TEL 0854-43-3125 （従業員数 70人 ）

正社員以外 32050- 1862581 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

134,400円～157,600円

年齢不問

TEL 0854-49-7256 （従業員数 50人 ）

正社員 32050- 1853981 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

182,200円～182,200円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-45-9888 （従業員数 18人 ）

正社員以外 32050- 1854581 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

135,000円～175,000円

年齢不問

TEL 0854-52-1331 （従業員数 15人 ）

正社員 32050- 1855481 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町 厚生年金基金

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- 1856781 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- 1857881 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1)12時00分～15時00分

800円～850円

年齢不問

TEL 0854-42-1689 （従業員数 12人 ）

パート労働者 32050- 1844381 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問

1,000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- 1845681 就業場所 島根県雲南市

時給 看護師

不問 (1) 8時15分～17時15分 准看護師

1,200円～1,200円

年齢不問

TEL 0854-43-9174 （従業員数 15人 ）

パート労働者 32050- 1847581 就業場所 島根県雲南市

日給

不問 (1) 8時15分～17時15分

163,500円～185,300円

年齢不問

TEL 0854-76-2374 （従業員数 14人 ）

正社員以外 32050- 1850081 就業場所 島根県飯石郡飯南町

経理事務 有限会社　渡辺建設 島根県飯石郡飯南町野萱２２０２番地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）

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）

看護師または准看護師 医療法人社団　蛍雪会
（はまもと内科クリニック・デイ
ケアはまもと）

島根県雲南市大東町大東２４１６－６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

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）

一般事務 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

日本酒の出荷、発送、配達作業員
及び事務作業員

簸上清酒　合名会社 島根県仁多郡奥出雲町横田１２２２番地 雇用・労災・健康・
厚生・財形

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）

一般事務員（現場事務） 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

看護職員（掛合） 社会福祉法人　雲南市社会福祉協
議会

島根県雲南市三刀屋町三刀屋１２１２－３ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

管理栄養士（産休・育休代替） 社会福祉法人　島根県社会福祉事
業団　特別養護老人ホーム簸の上
園

島根県雲南市大東町中湯石８８ 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（準職員） 社会福祉法人　島根県社会福祉事
業団　特別養護老人ホーム簸の上
園

島根県雲南市大東町中湯石８８ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

鉄骨作業員 有限会社　江角鉄工所 島根県雲南市木次町湯村１２９５－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

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

介護サポートスタッフ 社会福祉法人　島根県社会福祉事
業団　特別養護老人ホーム簸の上
園

島根県雲南市大東町中湯石８８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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）

雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

機械オペレーターおよび現場作業 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

所在地・就業場所

製品検査・出荷・現場事務 協栄金属工業　株式会社 島根県雲南市掛合町掛合１８６５

◎ 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00分

900円～950円

年齢不問

TEL 0854-52-9870 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050- 1851381 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給

不問 (1) 8時00分～16時30分

130,000円～160,000円

年齢不問

TEL 0854-52-9870 （従業員数 6人 ）

正社員 32050- 1852681 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 美容師

不問

780円～830円

年齢不問

TEL 0854-52-1089 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050- 1839581 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 普通自動車免許ＡＴ

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

140,000円～150,000円

省令１号

TEL 0854-54-1113 （従業員数 12人 ）

正社員 32050- 1840881 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問

764円～800円

年齢不問

TEL 0854-52-0100 （従業員数 62人 ）

パート労働者 32050- 1841281 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- 1842181 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- 1821581 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- 1822481 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- 1823781 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

150,000円～170,000円

年齢不問

TEL 0854-56-0390 （従業員数 20人 ）

正社員 32050- 1824881 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- 1825281 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- 1826181 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～11時30分

1,500円～1,500円 (2) 8時30分～10時00分

年齢不問

TEL 0854-42-9499 （従業員数 40人 ）

パート労働者 32050- 1827081 就業場所 島根県飯石郡飯南町

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- 1828381 就業場所

時給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～16時50分

135,135円～138,600円

年齢不問

TEL 0854-57-0026 （従業員数 20人 ）

正社員 32050- 1830481 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

135,135円～135,135円

年齢不問

TEL 0854-57-0026 （従業員数 9人 ）

正社員 32050- 1831781 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 普通自動車免許ＡＴ

30歳以下 (1) 8時00分～17時00分

150,000円～250,000円

省令３号のイ

TEL 0854-49-8286 （従業員数 26人 ）

正社員 32050- 1832881 就業場所 島根県雲南市

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

食品製造スタッフ 株式会社アルプロン　島根工場 島根県雲南市加茂町南加茂１２０４－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

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

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（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）

日常清掃員（頓原・志津見ダム） 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

醤油・味噌の製造作業員 有限会社　井上醤油店 島根県仁多郡奥出雲町下阿井１４３０－２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

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）

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

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

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

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

一般事務 有限会社　三成マツダ 島根県仁多郡奥出雲町三成７０４－１５ 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

そば店員（一風庵） 有限会社　しまネット 島根県仁多郡奥出雲町八川１５３５番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

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）

そば店員（一風庵） 有限会社　しまネット 島根県仁多郡奥出雲町八川１５３５番地 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
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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

◎ 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15分～17時00分

136,500円～167,200円

年齢不問

TEL 0854-62-1520 （従業員数 8人 ）

正社員 32050- 1833281 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- 1834181 就業場所 島根県飯石郡飯南町

日給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～17時00分

137,344円～139,200円

年齢不問

TEL 0854-45-2778 （従業員数 18人 ）

正社員 32050- 1835081 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～250,000円

年齢不問

TEL 0854-54-0123 （従業員数 47人 ）

正社員 32050- 1836381 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- 1837681 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

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- 1838981 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

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 19人 ）

正社員 32050- 1815781 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

30歳以下 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～320,000円

省令３号のイ

TEL 0854-49-8650 （従業員数 3人 ）

正社員 32050- 1816881 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 6時00分～15時00分

770円～870円 (2)10時00分～19時00分

年齢不問

TEL 0854-45-0251 （従業員数 51人 ）

パート労働者 32050- 1817281 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) 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- 1818181 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 7時00分～17時30分

900円～900円

年齢不問

TEL 0854-45-0157 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050- 1813581 就業場所 島根県出雲市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 7時00分～12時30分

900円～900円 (2)13時00分～17時30分

年齢不問

TEL 0854-45-0157 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050- 1814481 就業場所 島根県出雲市

トマト栽培、出荷補助 ココロノファーム 島根県雲南市三刀屋町須所１２５－９ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

トマト栽培、出荷補助（短時間） ココロノファーム 島根県雲南市三刀屋町須所１２５－９ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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

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

電気工事作業員 栂電設　株式会社 島根県雲南市加茂町宇治４４９－２番地 雇用・労災・健康・
厚生

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

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

トレーニングウエア仕上スタッフ えのきグループ大樹繊維　株式会
社

島根県雲南市三刀屋町三刀屋１２１９－１ 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　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

きのこ生産作業員（舞茸セン
ター）

飯石森林組合 島根県雲南市掛合町掛合２１５２－１１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

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 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）


