
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) 6時30分～ 8時30分

950円～950円

年齢不問

TEL 080-5421-1355 （従業員数 19人 ）

パート労働者 32050- 2100281 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)12時30分～14時30分

900円～900円

年齢不問

TEL 080-5421-1355 （従業員数 19人 ）

パート労働者 32050- 2101181 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)17時30分～19時30分

900円～900円

年齢不問

TEL 080-5421-1355 （従業員数 19人 ）

パート労働者 32050- 2102081 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)11時00分～19時00分

900円～900円

年齢不問

TEL 080-5421-1355 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050- 2103381 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時30分～17時30分

168,400円～192,000円

年齢不問

TEL 0854-47-7037 （従業員数 30人 ）

正社員以外 32050- 2104681 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

18歳以上 (1)17時00分～ 9時00分

162,520円～162,520円 (2) 7時00分～16時00分

省令２号 (3)10時30分～19時30分

TEL 0854-49-8426 （従業員数 33人 ）

正社員以外 32050- 2105981 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

168,080円～168,080円

年齢不問

TEL 0854-54-0200 （従業員数 35人 ）

正社員以外 32050- 2096281 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

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- 2097181 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 6時00分～15時00分

146,200円～154,800円 (2) 7時00分～16時00分

年齢不問 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0854-45-5111 （従業員数 128人 ）

正社員以外 32050- 2098081 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） 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- 2085481 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) 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- 2086781 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

144,300円～144,300円 (2) 7時00分～16時00分

年齢不問 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-54-2200 （従業員数 30人 ）

正社員以外 32050- 2087881 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1)18時00分～22時00分

850円～890円

年齢不問

TEL 0854-47-7459 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32050- 2088281 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～12時00分

770円～830円 (2) 9時30分～14時00分

年齢不問 (3) 9時00分～17時00分

TEL 0854-42-0445 （従業員数 57人 ）

パート労働者 32050- 2089181 就業場所 島根県雲南市

時給

不問

1,100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- 2090681 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

900円～1,000円 (2)13時00分～17時00分

年齢不問 (3)15時00分～19時00分

TEL 0854-43-2316 （従業員数 12人 ）

パート労働者 32050- 2091981 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時10分～17時00分 自動車整備士（２級）

205,000円～265,000円

年齢不問

TEL 0854-43-2316 （従業員数 12人 ）

正社員 32050- 2092581 就業場所 島根県雲南市

自動車整備士 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

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

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 労災

雇用期間の定めなし

ホールスタッフ（ディナー接客業
務）

ビスト口　オーブ　　　　Ｂｉｓ
ｔｒｏｔ　ａｕｂｅ

島根県雲南市加茂町加茂中１３００－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

ギフト品出荷業務 木次乳業　有限会社 島根県雲南市木次町東日登２２８－２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

商品の配送業務 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

介護職員（老健・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）

調理員（臨時職員） 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

看護師（臨時職員） 社会福祉法人仁多福祉会立三成保
育所

島根県仁多郡奥出雲町三成６９０－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

乳製品製造オペレータ 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

調理士又は調理補助（大東保育
園・準職員・産休育休代替）

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）

介護職員（夜勤を主とした勤務・
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

仕分け作業（雲南・夕番短期アル
バイト）

ヤマト運輸株式会社　雲南支店 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１３９６－４ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

荷物発送業務・受付事務（短期・
雲南）

ヤマト運輸株式会社　雲南支店 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１３９６－４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

仕分け作業（雲南・昼番短期アル
バイト）

ヤマト運輸株式会社　雲南支店 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１３９６－４ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

所在地・就業場所

仕分け作業（雲南・朝番短期アル
バイト）

ヤマト運輸株式会社　雲南支店 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１３９６－４

◎ 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

不問 (1) 8時00分～17時00分

190,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-54-1701 （従業員数 22人 ）

正社員 32050- 2093481 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 22人 ）

正社員 32050- 2094781 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 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 普通自動車免許一種

134,480円～152,800円 (2) 9時00分～18時00分

年齢不問 (3)17時00分～ 9時30分

TEL 0854-52-2567 （従業員数 59人 ）

正社員以外 32050- 2080081 就業場所

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- 2081381 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 7時15分～16時00分

165,000円～181,000円 (2) 8時45分～17時30分

年齢不問 (3)10時15分～19時00分

TEL 0854-43-3125 （従業員数 70人 ）

正社員以外 32050- 2083981 就業場所 島根県雲南市

月給 中型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～16時55分 準中型自動車免許

200,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-42-2712 （従業員数 35人 ）

正社員 32050- 2078481 就業場所 島根県雲南市

月給

25歳以下 (1) 8時00分～18時00分

135,000円～170,000円

省令３号のイ

TEL 0854-47-7435 （従業員数 6人 ）

正社員 32050- 2079781 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～17時00分

140,000円～185,000円

年齢不問

TEL 0854-42-1554 （従業員数 2人 ）

正社員 32050- 2076981 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00分～ 9時00分

900円～900円 (2)15時00分～17時00分

年齢不問

TEL 0854-42-1554 （従業員数 2人 ）

パート労働者 32050- 2077581 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30分～17時30分 フォークリフト技能者

235,000円～235,000円 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0854-62-0317 （従業員数 13人 ）

正社員 32050- 2067681 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)14時00分～18時00分

800円～850円

年齢不問

TEL 0854-43-2143 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050- 2068981 就業場所 島根県松江市

時給

不問 (1) 9時00分～15時00分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-43-2143 （従業員数 25人 ）

パート労働者 32050- 2069581 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～14時00分

800円～900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- 2070881 就業場所 島根県松江市

時給

不問 (1) 8時30分～15時00分

1,000円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-43-2143 （従業員数 17人 ）

パート労働者 32050- 2071281 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00分

800円～900円 (2)14時00分～20時00分

年齢不問

TEL 0854-43-2143 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050- 2072181 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～17時00分

870円～920円 (2) 9時00分～18時00分

年齢不問 (3)10時00分～17時00分

TEL 090-4108-4685 （従業員数 0人 ）

パート労働者 32050- 2073081 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～15時00分

780円～1,050円

年齢不問

TEL 0854-42-1635 （従業員数 36人 ）

パート労働者 32050- 2075681 就業場所 島根県雲南市

食肉加工スタッフ＜出雲・新規ス
タッフ＞

お肉のなべさん 島根県雲南市掛合町掛合２１５０－１６　コア内 雇用・労災

雇用期間の定めなし

調理スタッフ（きすきの里） 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）

クリーニング工場内軽作業員（土
日限定）

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（みしまや三
刀屋店）

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

特殊しみ抜き作業（クリーニング
作業）

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（みしまや田
和山店）

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

長距離トラック運転手 長福運送　株式会社　島根営業所 島根県雲南市掛合町掛合１８４４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

クリーニング受付係（ホック山代
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

飼養管理スタッフ 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

飼養管理スタッフ 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

納品および集荷、運送業務 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

大工見習い 株式会社　ＳＴＭ総建 島根県雲南市三刀屋町三刀屋５４－４ 雇用・労災・健康・
厚生

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）

介護員（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）

トラック乗務員 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

雇用期間の定めなし

介護職員 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・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

解体工事及び産業廃棄物処理の営
業

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。

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

178,400円～223,000円

年齢不問

TEL 0854-49-6173 （従業員数 2人 ）

正社員 32050- 2060481 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許ＡＴ

29歳以下 (1) 8時30分～17時30分

140,100円～161,600円 (2)13時30分～22時30分

省令３号のイ

TEL 0854-49-8500 （従業員数 6人 ）

正社員 32050- 2061781 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～180,000円

年齢不問

TEL 0854-47-7366 （従業員数 18人 ）

正社員 32050- 2062881 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

210,000円～230,000円

年齢不問

TEL 0854-45-5406 （従業員数 1人 ）

正社員 32050- 2063281 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00分

770円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-52-2811 （従業員数 28人 ）

パート労働者 32050- 2064181 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 交替制あり

不問 (1) 8時30分～17時30分

142,000円～142,000円 (2) 6時00分～15時00分

年齢不問 (3)10時30分～19時30分

TEL 0854-42-3950 （従業員数 60人 ）

正社員 32050- 2056181 就業場所 島根県雲南市

時給 看護師

不問 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

1,400円～1,500円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-45-5406 （従業員数 22人 ）

パート労働者 32050- 2057081 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

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

191,600円～271,600円

省令１号

TEL 0854-45-3777 （従業員数 19人 ）

正社員 32050- 2058381 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30分～17時30分

171,680円～242,490円

省令３号のイ

TEL 0854-42-0711 （従業員数 15人 ）

正社員 32050- 2059681 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～18時00分

1,000円～1,200円 (2)11時00分～19時00分

年齢不問 (3)10時00分～18時00分

TEL 090-4108-4685 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050- 2051581 就業場所 鳥取県米子市

月給

不問 (1) 9時00分～18時00分

180,000円～250,000円 (2)11時00分～19時00分

年齢不問 (3)10時00分～18時00分

TEL 090-4108-4685 （従業員数 6人 ）

正社員 32050- 2052481 就業場所 鳥取県米子市

時給

不問 (1)18時00分～20時00分

900円～900円

年齢不問

TEL 080-5421-1355 （従業員数 19人 ）

パート労働者 32050- 2054881 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 6時30分～ 8時30分

900円～900円

年齢不問

TEL 080-5421-1355 （従業員数 19人 ）

パート労働者 32050- 2055281 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15分

175,000円～175,000円

年齢不問

TEL 0854-47-7000 （従業員数 32人 ）

正社員以外 32050- 2046881 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

180,000円～300,000円

年齢不問

TEL 0854-56-0146 （従業員数 19人 ）

正社員 32050- 2048181 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

984円～984円

年齢不問

TEL 090-1015-1381 （従業員数 0人 ）

パート労働者 32050- 2044481 就業場所 島根県出雲市

営業及び事務スタッフ 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

サンプル配布及び配達要員の欠員
補充

持田牛乳店 雲南市加茂町神原３６５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

仕分け作業（雲南・朝番短期アル
バイト）

ヤマト運輸株式会社　雲南支店 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１３９６－４ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

支援員（嘱託） 社会福祉法人　雲南広域福祉会 島根県雲南市木次町下熊谷１２５９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）

食肉加工スタッフ（スライサー） お肉のなべさん 島根県雲南市掛合町掛合２１５０－１６　コア内 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

仕分け作業（雲南・夕番短期アル
バイト）

ヤマト運輸株式会社　雲南支店 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１３９６－４ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

営業補助スタッフ 株式会社　えすみ 島根県雲南市木次町下熊谷１５４５－３ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

食肉加工スタッフ（スライサー） お肉のなべさん 島根県雲南市掛合町掛合２１５０－１６　コア内 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

看護師 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

雇用期間の定めなし

土木・建築工事現場作業員 梅木建設　株式会社 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１２２－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

調理スタッフ（９～１４時） 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 労災

雇用期間の定めなし

看護助手 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

就労支援員＜新規募集＞ 合同会社　ローズマリー 島根県雲南市木次町里方３０―２　マルシェリーズ
２Ｆ

雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

介護支援専門員（管理者候補） 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

土木作業員 有限会社　青木土建 島根県雲南市加茂町近松３５６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

企画員（正職員） 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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし


