
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） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

170,000円～280,000円

年齢不問

TEL 0854-56-0146 （従業員数 18人 ）

正社員 32050- 2542481 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 介護支援専門員

64歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

173,000円～243,000円

省令１号

TEL 0854-54-2200 （従業員数 6人 ）

正社員 32050- 2543781 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45分～17時45分

150,000円～150,000円 (2)10時00分～19時00分

年齢不問 (3) 8時45分～12時45分

TEL 0854-42-0046 （従業員数 5人 ）

正社員 32050- 2544881 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

月給 自動車整備士（３級）

不問 (1) 8時30分～17時30分

160,000円～280,000円

年齢不問

TEL 0854-45-2805 （従業員数 6人 ）

正社員 32050- 2539081 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～200,000円

年齢不問

TEL 0854-52-1435 （従業員数 30人 ）

正社員 32050- 2540981 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

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 16人 ）

正社員 32050- 2541581 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許ＡＴ

18歳以上 (1)17時00分～ 9時00分

800円～830円

省令２号

TEL 0854-45-5406 （従業員数 22人 ）

パート労働者 32050- 2536881 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～17時00分

770円～770円

年齢不問

TEL 0854-42-0445 （従業員数 57人 ）

パート労働者 32050- 2537281 就業場所 島根県雲南市

日給

18歳以上 (1)17時45分～ 8時15分

500円～500円 (2) 8時45分～17時45分

省令１号

TEL 0854-42-4165 （従業員数 100人 ）

パート労働者 32050- 2533581 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

190,100円～251,000円

年齢不問

TEL 0854-42-4165 （従業員数 100人 ）

正社員 32050- 2534481 就業場所 島根県雲南市

月給 准看護師

不問 (1) 8時15分～17時45分

186,700円～249,000円

年齢不問

TEL 0854-42-4165 （従業員数 100人 ）

正社員 32050- 2535781 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

300,000円～300,000円

年齢不問

TEL 0854-56-0558 （従業員数 17人 ）

正社員 32050- 2524981 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 社会福祉士

164,000円～290,900円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-45-9888 （従業員数 28人 ）

正社員 32050- 2527781 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 理学療法士

不問 (1) 8時30分～17時30分 作業療法士

164,000円～290,900円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-45-9888 （従業員数 28人 ）

正社員 32050- 2528881 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

164,000円～290,900円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-45-9888 （従業員数 28人 ）

正社員 32050- 2529281 就業場所 島根県雲南市

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

1,052円～1,052円

省令２号

TEL 0854-42-2391 （従業員数 20人 ）

パート労働者 32050- 2530381 就業場所 島根県雲南市

日給 交替制あり 栄養士

不問 (1) 8時30分～17時15分 調理師

163,800円～184,800円

年齢不問

TEL 0854-40-1000 （従業員数 37人 ）

正社員以外 32050- 2531681 就業場所 島根県雲南市

給食職員（臨時職員：栄養士・調
理師）

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）

看護師（３１年４月採用） 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

雇用期間の定めなし

新聞配達業務（下熊谷） 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（３１年４月採用） 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

雇用期間の定めなし

作業療法士（３１年４月採用） 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

雇用期間の定めなし

准看護師（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・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

施設警備業務（日勤・夜勤） 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

雇用期間の定めなし

正看護師（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・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

介護職員（夜間専従職員） 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

社員食堂の調理スタッフ 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）

事務員（横田） 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

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

調剤補助スタッフ 有限会社　藤原薬局 島根県雲南市木次町木次４１番地１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

自動車整備工 有限会社　柳原モーター 島根県雲南市三刀屋町乙加宮４６７－２ 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

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 仁多福祉会仁多福祉会居宅介護支
援事業所

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

所在地・就業場所

重機オペレーター 株式会社　サンテック 島根県仁多郡奥出雲町下阿井１７６６－１

◎ 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30分

160,000円～275,000円

年齢不問

TEL 0854-49-6211 （従業員数 28人 ）

正社員 32050- 2520181 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 0854-62-0311 （従業員数 58人 ）

パート労働者 32050- 2521081 就業場所 島根県雲南市

月給 交替制あり 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

132,720円～171,560円 (2) 7時30分～16時30分

年齢不問 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0854-72-9373 （従業員数 30人 ）

正社員 32050- 2522381 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問 (1) 6時30分～ 8時30分

1,000円～1,000円

年齢不問

TEL 080-5421-1355 （従業員数 19人 ）

パート労働者 32050- 2523681 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10分～17時10分

135,680円～169,600円

年齢不問

TEL 0854-49-9736 （従業員数 18人 ）

正社員 32050- 2519881 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- 2516581 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- 2517481 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 6時00分～11時00分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-42-0660 （従業員数 12人 ）

パート労働者 32050- 2518781 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- 2503181 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- 2504081 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)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- 2505381 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- 2506681 就業場所 島根県飯石郡飯南町

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- 2507981 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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- 2508581 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- 2510281 就業場所 島根県雲南市

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15分～17時00分

TEL 0854-40-1000 （従業員数 89人 ）

正社員以外 32050- 2511181 就業場所 島根県雲南市

日給 調理師

不問 (1) 8時30分～17時15分

163,800円～163,800円

年齢不問

TEL 0854-40-1000 （従業員数 21人 ）

正社員以外 32050- 2512081 就業場所 島根県雲南市

保育士（臨時職員） 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）

調理師（斐伊保育所） 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）

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）

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）

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）

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

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

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

商品の配送＜急募＞ 株式会社　小林茂商店 島根県雲南市木次町里方１３３９－４５ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

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）

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

仕分け作業（雲南・朝番） 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

雇用期間の定めなし

組立作業員（ＡＴＳ） 株式会社　サンキコーポレーショ
ン

島根県雲南市加茂町神原９１４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

事務職 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

雇用期間の定めなし

介護員（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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

現場作業員及び現場管理見習 雲南建設　株式会社 島根県雲南市加茂町南加茂５５０－１ 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。

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- 2513381 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- 2514681 就業場所 島根県飯石郡飯南町 厚生年金基金

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- 2515981 就業場所

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

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

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


