
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 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時05分

143,775円～203,775円 (2)20時00分～ 5時05分

年齢不問

TEL 0854-45-2931 （従業員数 164人 ）

正社員 32050-  418191 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-  419091 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～17時30分

800円～800円 (2)11時15分～20時15分

年齢不問

TEL 0854-49-8500 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050-  411691 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位）

不問

780円～780円

年齢不問

TEL 0854-47-7225 （従業員数 68人 ）

パート労働者 32050-  412991 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時00分

850円～850円 (2) 8時30分～11時00分

年齢不問 (3)14時30分～17時00分

TEL 0854-52-1073 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32050-  413491 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

不問 (1) 8時00分～17時30分

145,000円～330,000円

年齢不問

TEL 0854-62-0027 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  415891 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15分～11時15分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-45-5515 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050-  416291 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20分～15時20分

875円～875円

年齢不問

TEL 0854-45-5552 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32050-  403691 就業場所 島根県雲南市

時給

不問

900円～900円

年齢不問

TEL 0854-42-0116 （従業員数 127人 ）

パート労働者 32050-  404991 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１週間単位非定型的） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

127,296円～149,600円 (2)12時00分～21時00分

年齢不問 (3)10時00分～18時00分

TEL 0854-45-5900 （従業員数 17人 ）

正社員 32050-  405491 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１週間単位非定型的） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～12時00分

780円～900円 (2)12時00分～16時00分

年齢不問 (3)16時00分～20時00分

TEL 0854-45-5900 （従業員数 17人 ）

パート労働者 32050-  406791 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１週間単位非定型的）

不問

780円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-45-5900 （従業員数 17人 ）

パート労働者 32050-  407891 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１週間単位非定型的）

18歳以上 (1)19時00分～ 0時00分

1,000円～1,500円

省令２号

TEL 0854-45-5900 （従業員数 17人 ）

パート労働者 32050-  408291 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１週間単位非定型的）

不問

780円～850円

年齢不問

TEL 0854-45-5900 （従業員数 17人 ）

パート労働者 32050-  409591 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～17時00分

1,000円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-42-9000 （従業員数 25人 ）

パート労働者 32050-  410391 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15分～17時15分

135,000円～155,000円

年齢不問

TEL 0854-52-1073 （従業員数 8人 ）

正社員以外 32050-  414791 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時30分～17時30分

134,000円～136,000円

年齢不問

TEL 0854-49-9545 （従業員数 28人 ）

正社員以外 32050-  395291 就業場所 島根県雲南市

支援員（宇寿荘） 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

農業用生産資材店舗業務 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 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

生活支援員 ＮＰＯ法人　ふきのとう 島根県仁多郡奥出雲町横田１１２８番地２８ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

接客スタッフ 有限会社　上代 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１１１２番地 労災

雇用期間の定めなし

宴会準備、片付けスタッフ 有限会社　上代 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１１１２番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし

フロント係 有限会社　上代 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１１１２番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

宴会スタッフ 有限会社　上代 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１１１２番地 雇用・労災

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）

フロント係 有限会社　上代 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１１１２番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

豆腐等配達員 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

調理員（木次） 株式会社　給食雲南 島根県雲南市三刀屋町三刀屋７５－９ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

世話人 ＮＰＯ法人　ふきのとう 島根県仁多郡奥出雲町横田１１２８番地２８ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

山林作業員 株式会社　田部 島根県雲南市吉田町吉田２４０７ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

窓口対応・受付スタッフ（Ｂ＆Ｇ
海洋センター『ラソンテ』）

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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

海産スタッフ 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・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

雇用・労災・健康・
厚生・財形

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）

所在地・就業場所

自動車部品製造工（溶接・プレス
交代制勤務）

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

◎ 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。
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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-  396591 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40分～15時00分

800円～900円

年齢不問

TEL 0854-49-9736 （従業員数 17人 ）

パート労働者 32050-  397191 就業場所 島根県雲南市

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 33人 ）

正社員以外 32050-  398091 就業場所 島根県雲南市

月給

不問 (1) 8時30分～17時15分

956円～956円

年齢不問

TEL 0854-54-1122 （従業員数 200人 ）

パート労働者 32050-  399391 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

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-  400191 就業場所 島根県雲南市

日給 保健師

不問 (1) 8時30分～17時15分

168,000円～168,000円

年齢不問

TEL 0854-40-1000 （従業員数 17人 ）

正社員以外 32050-  401091 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-  390691 就業場所 島根県雲南市

日給

不問 (1) 9時00分～16時30分

766円～785円 (2)10時30分～16時00分

年齢不問

TEL 0854-52-2567 （従業員数 59人 ）

パート労働者 32050-  391991 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00分～17時00分

850円～1,000円 (2) 7時00分～16時00分

年齢不問

TEL 0854-62-1561 （従業員数 29人 ）

パート労働者 32050-  392491 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問

151,200円～151,200円

年齢不問

TEL 0854-62-1561 （従業員数 29人 ）

正社員以外 32050-  393791 就業場所 島根県雲南市

時給 ホームヘルパー２級

不問 (1) 9時00分～12時00分 介護福祉士

1,200円～1,500円 (2)15時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-49-9545 （従業員数 120人 ）

パート労働者 32050-  394891 就業場所 島根県雲南市

時給 歯科衛生士

不問 (1) 8時30分～12時30分

1,000円～1,000円 (2)14時00分～19時30分

年齢不問

TEL 0854-42-0039 （従業員数 9人 ）

パート労働者 32050-  379291 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

不問 (1)10時00分～19時15分

140,000円～150,000円

年齢不問

TEL 0854-45-3355 （従業員数 27人 ）

正社員 32050-  380091 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30分

150,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-43-2033 （従業員数 31人 ）

正社員以外 32050-  381391 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

不問 (1) 8時30分～18時00分

160,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-43-2033 （従業員数 31人 ）

正社員 32050-  382691 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位） 土木施工管理技士１級

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

207,000円～276,000円

年齢不問

TEL 0854-43-2467 （従業員数 27人 ）

正社員 32050-  383991 就業場所

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

184,000円～230,000円

年齢不問

TEL 0854-43-2467 （従業員数 27人 ）

正社員 32050-  384491 就業場所 島根県雲南市

土木施工管理技士 有限会社　山根建設 雲南市大東町中湯石９３６－１ 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　山根建設 雲南市大東町中湯石９３６－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

（生鮮、青果・水産）担当 株式会社　Ａコープ西日本　だい
とう店

島根県雲南市大東町大東２４２７―１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

水産担当（正社員） 株式会社　Ａコープ西日本　だい
とう店

島根県雲南市大東町大東２４２７―１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 秦野歯科医院 島根県雲南市木次町下熊谷１５４１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

店舗スタッフ（シャディギフトこ
ばやし三刀屋店）

株式会社　こばやし 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１７２４－１０ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

接客（フロント受付、精算）　事
務作業

株式会社ゴルフレボリューション 島根県雲南市掛合町多根３３２５番地３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

訪問介護員 社会福祉法人　かも福祉会 島根県雲南市加茂町加茂中９１５ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

洗濯業務員 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 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

コース管理業務 株式会社ゴルフレボリューション 島根県雲南市掛合町多根３３２５番地３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

保健師（育休代替） 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

医療事務（嘱託職員） 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）

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）

経理事務及び製造手伝い 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

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

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）
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◎ 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ＡＴ

50歳以下 (1) 8時15分～17時15分

186,400円～186,400円 (2) 8時15分～16時45分

省令３号のイ

TEL 0854-62-1520 （従業員数 54人 ）

正社員 32050-  385791 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問 (1) 6時00分～ 9時30分

800円～900円

年齢不問

TEL 0854-42-1689 （従業員数 11人 ）

パート労働者 32050-  386891 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

178,400円～223,000円

年齢不問

TEL 0854-49-6173 （従業員数 2人 ）

正社員 32050-  388591 就業場所 島根県雲南市

月給 美容師

不問 (1) 8時30分～18時00分

155,000円～190,000円

年齢不問

TEL 0854-47-7350 （従業員数 0人 ）

正社員 32050-  389191 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

140,000円～180,000円

年齢不問

TEL 0854-45-2405 （従業員数 20人 ）

正社員以外 32050-  371191 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 その他の建設機械運転

190,000円～240,000円

年齢不問

TEL 0854-54-1701 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  372091 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) 9時30分～16時00分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-43-2143 （従業員数 17人 ）

パート労働者 32050-  373391 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00分

178,405円～285,600円 (2) 8時00分～12時00分

年齢不問

TEL 0854-72-0102 （従業員数 2人 ）

正社員 32050-  374691 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) 9時00分～15時00分

1,500円～1,500円 (2)12時00分～17時00分

年齢不問 (3)13時00分～18時30分

TEL 0854-49-8811 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050-  375991 就業場所 島根県雲南市

時給

不問

900円～900円

年齢不問

TEL 0854-54-9580 （従業員数 21人 ）

パート労働者 32050-  376491 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給

不問 (1)11時30分～21時30分

135,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-45-2985 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  377791 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15分～17時15分

145,000円～165,000円

省令３号のイ

TEL 0854-54-9580 （従業員数 21人 ）

正社員 32050-  378891 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 建築施工管理技士１級

不問 (1) 8時00分～17時00分 建築施工管理技士２級

175,000円～270,000円 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0854-45-2521 （従業員数 53人 ）

正社員 32050-  352891 就業場所 島根県雲南市 確定拠出年金

月給 土木施工管理技士１級

不問 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士２級

180,000円～270,000円 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0854-45-2521 （従業員数 53人 ）

正社員 32050-  353291 就業場所 島根県雲南市 確定拠出年金

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～260,000円

年齢不問

TEL 0854-45-2521 （従業員数 51人 ）

正社員 32050-  354591 就業場所 島根県雲南市 確定拠出年金

月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時20分～18時05分

993円～993円

年齢不問

TEL 0854-54-1221 （従業員数 22人 ）

パート労働者 32050-  356091 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 看護師

不問 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

1,259円～1,259円

年齢不問

TEL 0854-54-1221 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050-  357391 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

訪問看護ステーション看護師（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）

トラック・重機運転手 株式会社　都間土建 島根県雲南市三刀屋町給下６２２－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

図書司書（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）

建築施工管理技術者 株式会社　都間土建 島根県雲南市三刀屋町給下６２２－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

土木施工管理技術者 株式会社　都間土建 島根県雲南市三刀屋町給下６２２－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

ホール及び調理補助 笑ら炎 島根県雲南市三刀屋町三刀屋３６－４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

一般事務 株式会社ガット 島根県仁多郡奥出雲町三沢１９５２－３ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

調剤補助・受付スタッフ（産休補
助）

有限会社　トリム薬局 島根県雲南市加茂町加茂中１３２１－６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

樹脂部品加工作業スタッフ 株式会社ガット 島根県仁多郡奥出雲町三沢１９５２－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

クリーニング集配業務（本社・金
土日）

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

農林業機械の修理、販売 有限会社　ホリエ 島根県飯石郡飯南町頓原１６１２－５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

一般事務（嘱託） 雲南市商工会 島根県雲南市三刀屋町三刀屋２７４番地１０ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

産業廃棄物処理作業員 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

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

美容師 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｍｅｒ 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１６７８－４ 労災

雇用期間の定めなし

山林作業員（ザ・モリト） 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

調理補助＜早朝＞（仕出し弁当・
社員食堂昼食）

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



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

不問 (1) 9時00分～14時00分

770円～770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-  358691 就業場所 島根県雲南市

月給 看護師

不問 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

1,161円～1,161円

年齢不問

TEL 0854-54-1221 （従業員数 113人 ）

パート労働者 32050-  359991 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

993円～993円

年齢不問

TEL 0854-54-1221 （従業員数 22人 ）

パート労働者 32050-  360891 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

993円～993円

年齢不問

TEL 0854-54-1221 （従業員数 10人 ）

パート労働者 32050-  361291 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

1,267円～1,267円

年齢不問

TEL 0854-54-1221 （従業員数 2人 ）

パート労働者 32050-  362591 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

960円～960円

年齢不問

TEL 0854-62-1500 （従業員数 29人 ）

パート労働者 32050-  363191 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

18歳以上 (1) 6時00分～15時00分 普通自動車免許一種

185,000円～245,000円 (2) 8時30分～17時30分

省令２号 (3)12時00分～21時00分

TEL 0854-73-0362 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  364091 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

18歳以上 (1) 6時00分～15時00分 普通自動車免許一種

210,000円～285,000円 (2) 8時30分～17時30分

省令２号 (3)12時00分～21時00分

TEL 0854-73-0362 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  365391 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

850円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-73-0362 （従業員数 16人 ）

パート労働者 32050-  366691 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

850円～1,000円 (2)17時00分～21時00分

省令２号 (3)21時00分～ 7時00分

TEL 0854-73-0362 （従業員数 18人 ）

パート労働者 32050-  367991 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 普通自動車免許一種

29歳以下 (1) 8時30分～17時00分

185,000円～220,000円

省令３号のイ

TEL 0854-49-8450 （従業員数 3人 ）

正社員 32050-  368491 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)14時00分～19時00分

800円～800円

年齢不問

TEL 080-5421-1355 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050-  369791 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

39歳以下

167,040円～173,760円

省令３号のイ

TEL 080-5421-1355 （従業員数 30人 ）

正社員 32050-  370591 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

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 14人 ）

正社員 32050-  245891 就業場所 島根県松江市

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 30人 ）

正社員 32050-  246291 就業場所 鳥取県日野郡日野町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 6時00分～15時00分 中型自動車免許一種

132,000円～140,000円 (2) 8時00分～17時00分

省令３号のイ (3)15時00分～ 0時00分

TEL 0854-42-0814 （従業員数 30人 ）

正社員 32050-  249091 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

不問 (1) 8時30分～17時30分 看護師

155,000円～174,490円 (2) 9時30分～18時30分 准看護師

年齢不問 (3)13時00分～22時00分

TEL 0854-75-0346 （従業員数 16人 ）

正社員以外 32050-  251491 就業場所 島根県雲南市

運転手（地場４ｔ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

看護職員（嘱託） 社会福祉法人　よしだ福祉会 島根県雲南市吉田町深野８４－６ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

事務員（熊野工場・松江営業所） 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

一般作業員（横田工場） 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

荷物発送業務・受付事務（横田） 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

雇用期間の定めなし

セールスドライバー 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・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

介護職員（ブナの木） 有限会社　いおり 島根県飯石郡飯南町八神６３９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

通信設備工事作業員（技術職） 大亜通信工業　株式会社　雲南営
業所

島根県雲南市加茂町南加茂６８７－１６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

介護主任職（庵） 有限会社　いおり 島根県飯石郡飯南町八神６３９－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

介護職員（庵） 有限会社　いおり 島根県飯石郡飯南町八神６３９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

清掃員（山楽園） 社会福祉法人　仁寿会 島根県雲南市掛合町松笠２１５４－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

介護主任職（ブナの木） 有限会社　いおり 島根県飯石郡飯南町八神６３９－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

校務技師（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）

まち、ひと・しごとセンター職員
（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ヶ月未満）

医療社会指導員（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）

公民館主事（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）

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



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

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

150,000円～230,000円

省令１号

TEL 0854-54-1113 （従業員数 12人 ）

正社員 32050-  252791 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～17時30分

184,800円～207,900円

年齢不問

TEL 0854-45-2453 （従業員数 8人 ）

正社員 32050-  253891 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-  255591 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-  256191 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00分～16時00分

138,000円～182,000円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-56-0081 （従業員数 63人 ）

正社員以外 32050-  257091 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

64歳以下 (1) 7時00分～16時00分

176,000円～250,000円 (2) 8時30分～17時30分

省令１号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-56-0081 （従業員数 63人 ）

正社員 32050-  258391 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 介護福祉士

不問 (1) 7時00分～16時00分

176,000円～250,000円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-56-0081 （従業員数 63人 ）

正社員以外 32050-  259691 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 6時00分～15時15分

138,000円～182,000円 (2) 8時30分～17時30分

省令２号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-57-0101 （従業員数 30人 ）

正社員以外 32050-  260491 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

64歳以下 (1) 6時00分～15時15分

176,000円～250,000円 (2) 8時30分～17時30分

省令１号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-57-0101 （従業員数 30人 ）

正社員 32050-  261791 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 変形（１年単位）

18歳以上 (1) 6時00分～15時15分

149,340円～149,340円 (2) 8時30分～17時30分

省令２号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-57-0101 （従業員数 30人 ）

正社員以外 32050-  262891 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

不問 (1) 8時00分～17時00分 准看護師

145,000円～182,000円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0854-54-2200 （従業員数 60人 ）

正社員以外 32050-  263291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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-  264591 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士

不問

165,000円～202,000円

年齢不問

TEL 0854-54-2200 （従業員数 20人 ）

正社員以外 32050-  265191 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 変形（１ヶ月単位） 保育士

不問

171,520円～171,520円

年齢不問

TEL 0854-54-2200 （従業員数 20人 ）

正社員以外 32050-  266091 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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-  267391 就業場所 島根県松江市

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-  268691 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

130,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-52-1242 （従業員数 4人 ）

正社員 32050-  269991 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

自動車整備エまたは見習 有限会社　ダイハツ横田カー
ショップ

島根県仁多郡奥出雲町下横田２２９番地 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

クリーニング受付係（みしまや上
乃木店）

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

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

保育士（嘱託職員） 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ヶ月未満）

保育士（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ヶ月未満）

看護職員（嘱託職員） 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）

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

介護職員（正規職員） 社会福祉法人　仁多福祉会　養護
老人ホーム玉峰苑

島根県仁多郡奥出雲町亀嵩１４０１－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

介護職員（臨時職員） 社会福祉法人　仁多福祉会　養護
老人ホーム玉峰苑

島根県仁多郡奥出雲町亀嵩１４０１－３ 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（あいサンホーム・臨時
職員）

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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

介護職員（嘱託職員） 社会福祉法人　仁多福祉会　養護
老人ホーム玉峰苑

島根県仁多郡奥出雲町亀嵩１４０１－３ 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（あいサンホーム・嘱託
職員）

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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

介護職員（あいサンホーム・正規
職員）

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

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

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

自動車修理工及び板金工　
又は見習

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

塗装工（または塗装工見習） 有限会社　千原コ－テック 島根県雲南市三刀屋町三刀屋３３番地３ 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30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

200,000円～400,000円

年齢不問

TEL 0854-42-5580 （従業員数 10人 ）

正社員 32050-  270891 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

35歳以下 (1) 9時30分～19時00分

150,000円～200,000円 (2) 9時30分～18時00分

省令３号のイ

TEL 0854-42-9898 （従業員数 4人 ）

正社員 32050-  271291 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～12時00分

820円～850円 (2)13時00分～14時00分

年齢不問

TEL 0854-49-9517 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050-  272591 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

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-  273191 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-  274091 就業場所 島根県雲南市

日給 普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

210,000円～273,000円

省令３号のイ

TEL 0854-72-0154 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  275391 就業場所 島根県飯石郡飯南町 厚生年金基金

月給 変形（１ヶ月単位） 作業療法士

不問 (1) 9時00分～18時00分

202,100円～220,100円

年齢不問

TEL 0854-72-0214 （従業員数 74人 ）

正社員 32050-  276691 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師

不問 (1) 9時00分～18時00分 准看護師

209,200円～260,400円 (2) 7時00分～16時00分

年齢不問 (3) 7時30分～16時30分

TEL 0854-72-0214 （従業員数 13人 ）

正社員 32050-  277991 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

35歳以下 (1) 8時00分～17時30分

182,000円～305,000円

省令３号のイ

TEL 0854-49-7121 （従業員数 24人 ）

正社員 32050-  278491 就業場所 島根県雲南市 確定拠出年金

月給 介護福祉士

不問 (1) 7時00分～16時00分 介護職員初任者研修

172,000円～187,000円 (2) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

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 32050-  279791 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

不問 (1)10時00分～19時15分

140,000円～150,000円

年齢不問

TEL 0854-45-3355 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  280591 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 車両系整地掘削用運転

184,000円～248,400円

年齢不問

TEL 0854-45-2918 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  281191 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～17時00分

141,798円～144,768円

年齢不問

TEL 0854-45-2778 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  282091 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

44歳以下 (1) 8時45分～18時00分

150,000円～200,000円

省令３号のイ

TEL 0854-45-2131 （従業員数 10人 ）

正社員 32050-  283391 就業場所 島根県雲南市

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-  284691 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位） 看護師

不問 准看護師

970円～1,010円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-45-0251 （従業員数 51人 ）

パート労働者 32050-  285991 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 6時50分～15時50分

143,000円～185,000円 (2) 8時00分～17時00分

省令２号 (3)11時00分～20時00分

TEL 0854-45-0251 （従業員数 51人 ）

正社員 32050-  287791 就業場所 島根県雲南市

看護職員（パート） 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・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

介護職（正社員） 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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

営業スタッフ ホンダ雲南販売有限会社 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１４６２－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

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

土木作業員 有限会社　小畑土建 島根県雲南市三刀屋町多久和１９６６番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

刺繍工 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

介護職員（正職員） 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

店舗スタッフ（シャディギフトこ
ばやし斐川店）

株式会社　こばやし 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１７２４－１０ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

看護職員（正職員） 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

法面工 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

土木作業員、重機オペレーター 株式会社　藤原建設 島根県飯石郡飯南町都加賀６９ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

作業療法士 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

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 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

ピット作業及び販売 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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

繊維製品の裁断オペレータ 杉原カッティング 島根県雲南市加茂町加茂中３３０－８ 労災

雇用期間の定めなし

住宅建築施工管理・現場管理 有限会社　松原産業 島根県雲南市木次町木次９４－１ 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 変形（１年単位） 土木施工管理技士２級

不問 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士１級

210,000円～360,000円

年齢不問

TEL 0854-62-0061 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  288891 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

200,000円～270,000円

年齢不問

TEL 0854-62-0061 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  289291 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～16時45分

180,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-62-0219 （従業員数 26人 ）

正社員 32050-  290091 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許ＡＴ

不問

160,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-74-0034 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  292691 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） 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時00分～17時30分

150,000円～250,000円

省令３号のイ

TEL 0854-62-0214 （従業員数 6人 ）

正社員 32050-  293991 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

150,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-62-0214 （従業員数 6人 ）

正社員 32050-  294491 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

不問 (1) 8時00分～18時30分

206,000円～234,000円 (2)20時00分～ 6時30分

年齢不問

TEL 0854-76-3711 （従業員数 66人 ）

正社員 32050-  295791 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-  296891 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) 6時40分～15時10分 普通自動車免許ＡＴ

154,000円～245,000円 (2) 8時00分～16時40分

年齢不問 (3)13時30分～22時00分

TEL 0854-76-9070 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  297291 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～800円

年齢不問

TEL 0854-42-8033 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32050-  298591 就業場所 島根県雲南市

時給 中型自動車免許一種

不問 大型自動車免許一種

1,200円～1,400円

年齢不問

TEL 0854-76-2065 （従業員数 7人 ）

パート労働者 32050-  299191 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～16時30分

154,000円～255,000円

年齢不問

TEL 0854-76-9070 （従業員数 3人 ）

正社員 32050-  300791 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１ヶ月単位） 中型自動車免許一種

69歳以下 大型自動車免許一種

192,600円～292,600円

省令１号

TEL 0854-76-2065 （従業員数 7人 ）

正社員 32050-  301891 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問

764円～800円

年齢不問

TEL 0854-43-5873 （従業員数 13人 ）

パート労働者 32050-  302291 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～14時00分

800円～850円 (2)11時00分～15時00分

年齢不問 (3)16時00分～21時00分

TEL 0854-74-0717 （従業員数 7人 ）

パート労働者 32050-  303591 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1) 8時40分～18時30分 准看護師

200,000円～240,000円 (2) 8時40分～13時00分

省令１号 (3) 8時40分～16時45分

TEL 0854-45-3387 （従業員数 7人 ）

正社員 32050-  304191 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) 7時30分～17時30分

172,800円～194,400円

年齢不問

TEL 0854-76-2616 （従業員数 3人 ）

正社員 32050-  305091 就業場所 島根県飯石郡飯南町

建築板金工（補助） 有限会社　中山板金 島根県飯石郡飯南町下赤名１３８０－１ 雇用・労災・健康・
厚生

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 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

看護師（正・准） むらた耳鼻咽喉科 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１２１２－５４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

乗用自動車運転手
（タクシー・マイクロバス）

有限会社　赤来交通 島根県飯石郡飯南町野萱２９８－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

ジーンズ加工 観業 島根県雲南市大東町新庄２７４－９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

乗用自動車運転手
（タクシー・マイクロバス）

有限会社　赤来交通 島根県飯石郡飯南町野萱２９８－３ 労災

雇用期間の定めなし

営業企画・広報、施設運営管理ス
タッフ

株式会社　飯南トータルサポート 島根県飯石郡飯南町上赤名３８－２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

フロントおよびレストラン接客
（憩いの郷）

株式会社　飯南トータルサポート 島根県飯石郡飯南町上赤名３８－２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

電子機器組立等軽作業（アルバイ
ト）

株式会社　ＭＴＩ 島根県雲南市木次町里方１１０７－１４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

プラスチックシート製造オペレー
ター

オージェイケイ株式会社　島根工
場

島根県飯石郡飯南町上来島２３－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

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

自動車営業員 掛合マツダ　有限会社 島根県雲南市掛合町掛合２４２２－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

自動車板金塗装スタッフ 掛合マツダ　有限会社 島根県雲南市掛合町掛合２４２２－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

土木・建築工事現場作業員 株式会社　中澤建設 島根県雲南市掛合町掛合２４２９－２ 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長（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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

現場技術者 有限会社　香川建設 島根県雲南市掛合町掛合１８６８ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

土木スタッフ 有限会社　香川建設 島根県雲南市掛合町掛合１８６８ 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 薬剤師

35歳以下 (1) 8時30分～17時15分

207,978円～257,760円

省令３号のイ

TEL 0854-72-0221 （従業員数 94人 ）

正社員 32050-  306391 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05分～17時00分

174,000円～207,000円

年齢不問

TEL 0854-54-0231 （従業員数 104人 ）

正社員 32050-  307691 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05分～17時00分

205,000円～245,000円

年齢不問

TEL 0854-54-0231 （従業員数 104人 ）

正社員 32050-  308991 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

179,600円～243,200円

年齢不問

TEL 0854-52-0350 （従業員数 7人 ）

正社員 32050-  309491 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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

135,600円～151,880円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-52-2567 （従業員数 12人 ）

正社員以外 32050-  310291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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

135,600円～151,880円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-52-2567 （従業員数 15人 ）

正社員以外 32050-  311591 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 建築士（２級）

不問 (1) 8時00分～17時00分 建築施工管理技士２級

183,000円～275,000円 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0854-54-1555 （従業員数 20人 ）

正社員 32050-  312191 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

不問 (1) 7時30分～16時30分

165,500円～235,000円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-45-5111 （従業員数 25人 ）

正社員 32050-  313091 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

165,000円～235,000円

省令３号のイ

TEL 0854-54-1555 （従業員数 20人 ）

正社員 32050-  314391 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

不問 (1) 8時30分～17時15分

205,000円～270,000円 (2)16時15分～ 1時00分

年齢不問 (3) 0時30分～ 9時15分

TEL 0854-45-5111 （従業員数 128人 ）

正社員 32050-  315691 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

月給 変形（１年単位） 土木施工管理技士１級

不問 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士２級

183,000円～275,000円 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0854-54-1555 （従業員数 20人 ）

正社員 32050-  316991 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1)17時00分～19時30分

800円～900円

年齢不問

TEL 0854-49-9170 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32050-  317491 就業場所 島根県松江市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 9時00分～17時00分

170,000円～200,000円

省令３号のイ

TEL 0854-49-9170 （従業員数 3人 ）

正社員 32050-  318791 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-  319891 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時15分～17時30分

800円～860円 (2) 8時45分～15時45分

年齢不問

TEL 0854-54-2150 （従業員数 50人 ）

パート労働者 32050-  320191 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 看護師

不問 (1) 8時15分～17時15分 准看護師

1,200円～1,300円 (2) 8時15分～12時45分

年齢不問 (3) 9時30分～12時30分

TEL 0854-43-8008 （従業員数 36人 ）

パート労働者 32050-  321091 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

不問 (1) 7時30分～16時30分

153,300円～183,500円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3)12時00分～21時00分

TEL 0854-52-2811 （従業員数 28人 ）

正社員 32050-  322391 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

看護員（看護師） 特定非営利活動法人　ほっと大東 島根県雲南市大東町新庄２８３－１ 労災

雇用期間の定めなし

介護業務（介護福祉士） 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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

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

椎茸選別・包装ライン作業 有限会社　奥出雲椎茸 島根県仁多郡奥出雲町三沢９８番地３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

調理補助（東出雲） 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

ルート配送（調理済食材） 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

看護師 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

土木技術者 有限会社　糸賀工務店 島根県仁多郡奥出雲町三成２８５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

准看護師（正職員） 医療法人陶朋会　介護老人保健施
設　平成苑

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

土木作業員 有限会社　糸賀工務店 島根県仁多郡奥出雲町三成２８５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

看護職員（ほのぼの） 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

建築技術者 有限会社　糸賀工務店 島根県仁多郡奥出雲町三成２８５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

土木施工補助員 株式会社　ＹＯＫＯＴＡ 島根県仁多郡奥出雲町下横田９３－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

看護職員（にこにこ） 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

製造スタッフ 株式会社ベッセル島根 島根県仁多郡奥出雲町三沢１０３番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

技術開発（生産技術） 株式会社ベッセル島根 島根県仁多郡奥出雲町三沢１０３番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

薬剤師 飯南町立飯南病院 島根県飯石郡飯南町頓原２０６０ 公災・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 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 7時30分～16時30分

132,500円～182,500円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3)12時00分～21時00分

TEL 0854-52-2811 （従業員数 28人 ）

正社員 32050-  323691 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問

800円～850円

年齢不問

TEL 0854-52-2811 （従業員数 28人 ）

パート労働者 32050-  324991 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～12時00分 普通自動車免許ＡＴ

800円～900円 (2)12時00分～16時00分

年齢不問 (3)16時00分～20時00分

TEL 0854-52-2811 （従業員数 28人 ）

パート労働者 32050-  325491 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分

175,000円～263,000円 (2)17時00分～ 9時00分

省令２号

TEL 0854-42-3950 （従業員数 60人 ）

正社員 32050-  326791 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

190,000円～303,000円 (2)17時00分～ 9時00分

年齢不問

TEL 0854-42-3950 （従業員数 60人 ）

正社員 32050-  327891 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00分～17時00分

155,100円～253,100円

年齢不問

TEL 0854-42-0215 （従業員数 5人 ）

正社員 32050-  328291 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) 9時00分～18時00分

170,000円～300,000円 (2) 6時00分～15時00分

省令３号のイ (3)13時30分～22時30分

TEL 0854-40-0540 （従業員数 19人 ）

正社員 32050-  329591 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時00分～13時30分

770円～880円 (2)11時00分～16時30分

年齢不問

TEL 0854-40-0540 （従業員数 15人 ）

パート労働者 32050-  330391 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30分

135,520円～135,520円

年齢不問

TEL 0854-52-9839 （従業員数 20人 ）

正社員以外 32050-  331691 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～17時00分

131,200円～139,400円 (2)20時00分～ 5時00分

年齢不問

TEL 0854-52-0100 （従業員数 68人 ）

正社員 32050-  332991 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～17時00分

125,789円～128,420円

年齢不問

TEL 0854-52-2550 （従業員数 36人 ）

正社員以外 32050-  333491 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 建築士（２級）

不問 (1) 8時00分～17時00分 建築施工管理技士２級

200,000円～400,000円 (2) 8時00分～17時30分 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0854-43-6156 （従業員数 35人 ）

正社員 32050-  334791 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

200,000円～350,000円 (2) 8時00分～17時30分

年齢不問

TEL 0854-43-6156 （従業員数 35人 ）

正社員 32050-  335891 就業場所 島根県雲南市

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-  336291 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～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-  338191 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～17時00分

150,000円～172,500円

年齢不問

TEL 0854-42-9000 （従業員数 20人 ）

正社員以外 32050-  339091 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-  340991 就業場所 島根県雲南市

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）

集配業務及び事務 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 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

農業機械の修理・整備 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・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

土木技術者 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

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

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）

建築技術者 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

トマトの収穫と管理 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）

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

雇用期間の定めなし

販売員及び調理スタッフ（幹部候
補）

さくらの里株式会社 島根県雲南市木次町山方１１３４番地３１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

調理スタッフ及び販売補助 さくらの里株式会社 島根県雲南市木次町山方１１３４番地３１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

看護師 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

電気工事技術者または技術者補助 大成電気水道工業株式会社
雲南営業所

島根県雲南市木次町新市５３２一２４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

介護業務（パート） 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

雇用期間の定めなし

准看護師 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

介護業務（一般・交代制あり） 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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

一般・経理補助 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ヶ月以上）



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

205,000円～260,000円

年齢不問

TEL 0854-42-1436 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  341491 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

206,000円～258,200円

年齢不問

TEL 0854-42-4165 （従業員数 100人 ）

正社員 32050-  342791 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

161,700円～231,000円

年齢不問

TEL 0854-42-0506 （従業員数 23人 ）

正社員 32050-  343891 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 9人 ）

正社員 32050-  344291 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

135,000円～135,000円

年齢不問

TEL 0854-47-7176 （従業員数 52人 ）

正社員 32050-  345591 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 建築施工管理技士１級

不問 (1) 8時00分～17時00分 建築施工管理技士２級

190,000円～300,000円 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0854-42-0001 （従業員数 12人 ）

正社員 32050-  346191 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

時給 美容師

不問 (1) 9時00分～15時00分

900円～1,200円

年齢不問

TEL 0854-42-8822 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32050-  347091 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)15時30分～19時30分

770円～800円

年齢不問

TEL 090-7130-0932 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32050-  348391 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

770円～850円

年齢不問

TEL 0854-47-7369 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050-  349691 就業場所 島根県雲南市

日給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～16時30分

1,121円～1,266円 (2) 9時30分～17時00分

年齢不問

TEL 0854-42-0751 （従業員数 18人 ）

パート労働者 32050-  350491 就業場所 島根県雲南市

雇用保険相談員 雲南公共職業安定所 島根県雲南市木次町里方５１４－２ 雇用・公災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

採点アシスタント 公文式　きすき教室 島根県雲南市木次町新市６８ 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

建築技術者 株式会社　スヤマ産業 島根県雲南市木次町東日登１８１－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

美容師 美容室ＭＯＲＩＫＡ 島根県雲南市木次町里方１０７２－１１ 雇用・労災

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

自動車用シートカバーの縫製 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

准看護師（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

土木作業員 幸和建設　株式会社 島根県雲南市木次町新市１７６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

土木スタッフ 田本建設　有限会社 島根県雲南市木次町寺領７３２－２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし


