
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 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

157,612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 17人 ）

正社員以外 32050- 2319781 就業場所 島根県雲南市

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 17人 ）

正社員 32050- 2320081 就業場所 島根県雲南市

時給

不問

780円～780円

年齢不問

TEL 0854-43-6048 （従業員数 28人 ）

パート労働者 32050- 2317581 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～16時00分

835円～835円

年齢不問

TEL 0854-49-6363 （従業員数 404人 ）

パート労働者 32050- 2318481 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

月給

不問 (1) 8時15分～17時00分

160,000円～160,000円

年齢不問

TEL 0854-54-2288 （従業員数 62人 ）

正社員 32050- 2313081 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給

不問 (1) 8時15分～17時00分

160,000円～160,000円

年齢不問

TEL 0854-54-2288 （従業員数 62人 ）

正社員 32050- 2314381 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 4人 ）

正社員 32050- 2315681 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士

59歳以下 (1) 7時00分～16時00分

179,000円～279,000円 (2) 7時30分～16時30分

省令１号 (3) 7時45分～16時45分

TEL 0854-43-3129 （従業員数 35人 ）

正社員 32050- 2316981 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- 2308981 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- 2309581 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位）

50歳以下 (1) 8時30分～17時30分

170,000円～170,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-3782 （従業員数 8人 ）

正社員 32050- 2310881 就業場所 島根県雲南市

日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

145,600円～168,000円

年齢不問

TEL 0854-54-1065 （従業員数 9人 ）

正社員 32050- 2311281 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町 厚生年金基金

日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

145,600円～168,000円

年齢不問

TEL 0854-54-1065 （従業員数 9人 ）

正社員 32050- 2312181 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町 厚生年金基金

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- 2304181 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1)19時30分～ 8時00分

183,912円～212,200円

省令２号

TEL 0854-45-0101 （従業員数 11人 ）

正社員以外 32050- 2305081 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 普通自動車免許ＡＴ

163,100円～271,000円

年齢不問

TEL 0854-42-1635 （従業員数 45人 ）

正社員 32050- 2306381 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

250,000円～300,000円

年齢不問

TEL 0854-54-9087 （従業員数 7人 ）

正社員 32050- 2307681 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

総務人事担当管理職 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

夜間専門介護職（小規模多機能型
居宅介護事業所雲南）

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ヶ月以上）

生活支援員等 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

雇用期間の定めなし

醤油の製造 有限会社　森田醤油店 島根県仁多郡奥出雲町三成２７８ 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

梱包用・輸送用木枠の製造（第四
工場）

有限会社　ニシカワ 島根県雲南市木次町里方　１１０２－２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

商品出荷作業 有限会社　森田醤油店 島根県仁多郡奥出雲町三成２７８ 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

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

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

保育士 社会福祉法人　あおぞら福祉会 島根県雲南市大東町下阿用６９１番地２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

製造スタッフ 株式会社　加地 島根県仁多郡奥出雲町三成１２９５番地３ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

生産管理事務スタッフ 株式会社　加地 島根県仁多郡奥出雲町三成１２９５番地３ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

機械部品加工（７時間） 有限会社　大東電子 島根県雲南市大東町大東２３５４－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

品質管理スタッフ 日本コルマー　株式会社　出雲工
場

島根県雲南市加茂町猪尾３７９－５ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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（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

所在地・就業場所

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

◎ 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ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時15分

142,000円～142,000円

年齢不問

TEL 0854-54-2525 （従業員数 10人 ）

正社員以外 32050- 2302881 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) 8時30分～17時15分

142,000円～150,000円

年齢不問

TEL 0854-54-2525 （従業員数 10人 ）

正社員以外 32050- 2303281 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- 2298881 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00分

125,625円～128,256円

年齢不問

TEL 0854-52-2550 （従業員数 36人 ）

正社員以外 32050- 2299281 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1) 9時00分～15時00分

770円～770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- 2300481 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) 7時00分～16時00分

148,205円～198,360円 (2) 9時00分～18時00分

年齢不問 (3)11時00分～20時00分

TEL 0854-42-0076 （従業員数 5人 ）

正社員 32050- 2292381 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 管理栄養士

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

173,000円～243,000円 (2) 8時30分～17時30分

省令１号 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0854-56-0081 （従業員数 63人 ）

正社員 32050- 2293681 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

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 准看護師

173,000円～243,000円 (2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

省令１号 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0854-56-0081 （従業員数 63人 ）

正社員 32050- 2294981 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30分～17時15分 簿記検定（日商２級）

1,290円～1,290円

年齢不問

TEL 0854-42-2241 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050- 2296481 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～15時30分

880円～880円

年齢不問

TEL 0854-43-2360 （従業員数 18人 ）

パート労働者 32050- 2284681 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～15時30分

880円～880円

年齢不問

TEL 0854-43-2360 （従業員数 18人 ）

パート労働者 32050- 2285981 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～15時30分

880円～880円

年齢不問

TEL 0854-43-2360 （従業員数 18人 ）

パート労働者 32050- 2286581 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時30分～16時00分

880円～880円

年齢不問

TEL 0854-43-2360 （従業員数 18人 ）

パート労働者 32050- 2287481 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)10時00分～16時30分

880円～880円

年齢不問

TEL 0854-43-2360 （従業員数 18人 ）

パート労働者 32050- 2288781 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時30分～16時00分

880円～880円

年齢不問

TEL 0854-43-2360 （従業員数 18人 ）

パート労働者 32050- 2289881 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～16時00分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-72-0681 （従業員数 7人 ）

パート労働者 32050- 2290181 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１ヶ月単位） 理学療法士

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

173,000円～243,000円 (2) 8時30分～17時30分

省令１号 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0854-56-0081 （従業員数 63人 ）

正社員 32050- 2291081 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

福祉施設支援員 特定非営利活動法人　晴雲の里 島根県飯石郡飯南町頓原９７２－４ 労災

雇用期間の定めなし

理学療法士（正規職員・あいサン
ホーム）

社会福祉法人　仁多福祉会　あい
サンホ－ム

島根県仁多郡奥出雲町上阿井４２４－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

税務事務に関する補助業務Ｅ（１
／２８～３／２２）

大東税務署 島根県雲南市大東町飯田８６番７号 雇用・公災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

税務事務に関する補助業務Ｆ（２
／１～３／２２）

大東税務署 島根県雲南市大東町飯田８６番７号 雇用・公災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

税務事務に関する補助業務Ｃ（１
／２１～３／２２）

大東税務署 島根県雲南市大東町飯田８６番７号 雇用・公災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

税務事務に関する補助業務Ｄ（１
／２８～３／２２）

大東税務署 島根県雲南市大東町飯田８６番７号 雇用・公災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

税務事務に関する補助業務Ａ（１
／１７～３／２２）

大東税務署 島根県雲南市大東町飯田８６番７号 雇用・公災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

税務事務に関する補助業務Ｂ（１
２／１７～３／２２）

大東税務署 島根県雲南市大東町飯田８６番７号 雇用・公災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

看護師（正規職員・あいサンホー
ム）

社会福祉法人　仁多福祉会　あい
サンホ－ム

島根県仁多郡奥出雲町上阿井４２４－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

事務職（会計・登記） 雲南市土地開発公社 島根県雲南市木次町里方５２１番地１　雲南市役所
４階　建設部内

雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

給油所販売員（三刀屋給油所） 難波石油　株式会社 島根県雲南市木次町里方１０７２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

管理栄養士（正規職員・あいサン
ホーム）

社会福祉法人　仁多福祉会　あい
サンホ－ム

島根県仁多郡奥出雲町上阿井４２４－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

生産ラインオペレーター アキレス島根　株式会社 島根県仁多郡奥出雲町横田１３７６－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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

工務・技術職（嘱託職員） 奥出雲町情報通信協会 島根県仁多郡奥出雲町三成３５８－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

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番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

事務・技術職（嘱託職員） 奥出雲町情報通信協会 島根県仁多郡奥出雲町三成３５８－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）


