
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

日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時10分～17時30分

130,797円～136,960円

年齢不問

TEL 0854-42-0209 （従業員数 15人 ）

正社員 32050-  474891 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30分

154,000円～255,000円

年齢不問

TEL 0854-76-9070 （従業員数 4人 ）

正社員 32050-  475291 就業場所 島根県飯石郡飯南町

日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～17時00分

112,000円～122,000円

年齢不問

TEL 0854-52-9958 （従業員数 8人 ）

正社員 32050-  476591 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45分

800円～850円 (2)10時00分～16時45分

年齢不問

TEL 0854-52-2371 （従業員数 17人 ）

パート労働者 32050-  477191 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

764円～764円

年齢不問

TEL 0854-62-0321 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050-  478091 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45分～17時30分

180,000円～240,000円

年齢不問

TEL 0854-45-2709 （従業員数 4人 ）

正社員 32050-  480791 就業場所 島根県雲南市

月給

不問 (1) 8時30分～17時15分

1,148円～1,148円

年齢不問

TEL 0854-42-9503 （従業員数 11人 ）

パート労働者 32050-  481891 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-  472491 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 9時00分～18時00分

235,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-40-0620 （従業員数 42人 ）

正社員 32050-  473791 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～17時30分

900円～900円 (2) 8時30分～13時00分

年齢不問 (3)13時00分～17時30分

TEL 0854-43-2113 （従業員数 9人 ）

パート労働者 32050-  463991 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 74人 ）

正社員 32050-  465791 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 管理栄養士

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

159,320円～159,320円

年齢不問

TEL 0854-45-0251 （従業員数 51人 ）

正社員 32050-  466891 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～16時30分

770円～810円

年齢不問

TEL 0854-45-0251 （従業員数 51人 ）

パート労働者 32050-  467291 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1)11時00分～20時00分

780円～850円 (2) 9時30分～18時30分

年齢不問

TEL 0854-74-0717 （従業員数 7人 ）

パート労働者 32050-  468591 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

142,567円～142,567円

年齢不問

TEL 0854-43-2113 （従業員数 7人 ）

正社員 32050-  469191 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

180,000円～180,000円

年齢不問

TEL 0854-47-7340 （従業員数 2人 ）

正社員以外 32050-  470691 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

145,000円～180,000円

年齢不問

TEL 0854-54-0008 （従業員数 8人 ）

正社員 32050-  471991 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

ガソリンスタンド販売員・配達 佐藤産業　株式会社 島根県仁多郡奥出雲町三成４４４－４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

お茶の生産管理（有期実習型訓
練）

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

環境衛生課事務（Ｈ３１年度嘱託
職員）

雲南広域連合 島根県雲南市木次町里方１１００－６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

洗濯・清掃職員 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

産直市の販売員 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

雇用期間の定めなし

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 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

管理栄養士（正職員） 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

電話サポート（総合職） 株式会社　ジェイハウス　コール
センター事業部

島根県雲南市木次町里方３０－２
　マルシェリーズ　３階

雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

商品の配送 株式会社　藤原茶問屋 島根県雲南市大東町大東１６７７－１ 労災

雇用期間の定めなし

納税業務または総務課業務 島根県東部県民センター　雲南事
務所

島根県雲南市木次町里方５３１－１ 雇用・公災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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

ガソリンスタンド販売員 有限会社　落部商店 島根県雲南市掛合町掛合２１７７一１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

自動車修理・板金・塗装工 有限会社　共和鈑金塗装工場 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１２６１－３ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

出張販売員及びコンビニエンスス
トアスタッフ

ポプラ横田中央店 島根県仁多郡奥出雲町横田１０２９－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

調理員＜三沢＞ 有限会社　ブルーム 島根県仁多郡奥出雲町下横田８９３ 労災

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

所在地・就業場所

お菓子の製造 西八製菓　株式会社 島根県雲南市木次町里方８６５－６

◎ 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。
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◎ 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 介護福祉士

不問 ホームヘルパー２級

800円～1,150円 介護職員初任者研修

年齢不問

TEL 0854-47-7370 （従業員数 18人 ）

パート労働者 32050-  455991 就業場所 島根県雲南市

月給

45歳以下 (1) 8時15分～17時00分

102,015円～150,690円

省令３号のイ

TEL 0854-54-2424 （従業員数 14人 ）

正社員 32050-  456491 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

18歳以上 (1)19時30分～ 8時00分 介護職員初任者研修

183,912円～212,200円 介護福祉士

省令２号

TEL 0854-45-0101 （従業員数 11人 ）

正社員以外 32050-  457791 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 介護福祉士

141,000円～145,000円 介護職員初任者研修

年齢不問

TEL 0854-52-0896 （従業員数 7人 ）

正社員 32050-  458891 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) 7時00分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ

165,000円～206,000円 (2) 8時30分～18時00分 介護福祉士

年齢不問 (3)10時30分～20時00分

TEL 0854-45-0101 （従業員数 11人 ）

正社員以外 32050-  459291 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

165,000円～206,000円

年齢不問

TEL 0854-45-0101 （従業員数 12人 ）

正社員以外 32050-  460091 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～17時30分

800円～900円 (2) 8時30分～12時30分

年齢不問

TEL 0854-45-0101 （従業員数 12人 ）

パート労働者 32050-  461391 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時30分～18時30分

800円～900円

年齢不問

TEL 0854-45-0101 （従業員数 11人 ）

パート労働者 32050-  462691 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 7時30分～16時30分

132,440円～132,440円 (2)11時00分～20時00分

年齢不問

TEL 0854-43-2033 （従業員数 32人 ）

正社員以外 32050-  453391 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～16時00分

770円～770円 (2) 7時00分～16時00分

年齢不問

TEL 0854-43-2033 （従業員数 32人 ）

パート労働者 32050-  454691 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

154,000円～260,000円

省令３号のイ

TEL 0854-43-3042 （従業員数 13人 ）

正社員 32050-  444091 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

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～250,000円 (2)13時00分～21時00分

年齢不問

TEL 0854-43-3042 （従業員数 13人 ）

正社員 32050-  445391 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

131,000円～205,000円

年齢不問

TEL 0854-43-3042 （従業員数 13人 ）

正社員 32050-  448491 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

月給 普通自動車免許ＡＴ

50歳以下 (1) 8時30分～17時30分

154,000円～245,000円

省令３号のイ

TEL 0854-43-3042 （従業員数 13人 ）

正社員 32050-  449791 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

月給 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

154,000円～245,000円

省令３号のイ

TEL 0854-43-3042 （従業員数 13人 ）

正社員 32050-  450591 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

日給

不問 (1) 8時30分～17時15分

774円～774円

年齢不問

TEL 0854-42-9587 （従業員数 82人 ）

パート労働者 32050-  451191 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修

不問 (1) 7時00分～16時00分 介護福祉士

163,600円～188,200円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0854-45-5406 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  434591 就業場所 島根県雲南市

一般事務補助員（臨時） 島根県雲南県土整備事務所 島根県雲南市木次町里方５３１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

介護職員 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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

自動車板金塗装 有限会社　オートボデー・ケイ 島根県雲南市大東町大東下分１８０－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

自動車整備士 有限会社　オートボデー・ケイ 島根県雲南市大東町大東下分１８０－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

レッカー、ロードサービス隊員 有限会社　オートボデー・ケイ 島根県雲南市大東町大東下分１８０－１ 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　オートボデー・ケイ 島根県雲南市大東町大東下分１８０－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

配達及び青果担当 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）

自動車販売 有限会社　オートボデー・ケイ 島根県雲南市大東町大東下分１８０－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

調理及び清掃 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

レジ係及び日配・グローサリー係 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）

介護職員（デイサービスだんだ
ん・契約社員）

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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

介護職員（デイサービスだんだ
ん・パート）

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 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

デイサービス介護職員 有限会社　クオリティライフ 島根県仁多郡奥出雲町下横田２７－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

介護職員（契約職員・グループ
ホーム雲南）

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）

給食調理員 奥出雲町学校給食会 仁多郡奥出雲町三成　１６３４番地７ 雇用・労災・健康・
厚生

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）

介護職 株式会社さくら長寿会（シニア
コートなごみ大東）

島根県雲南市大東町飯田９２番地１ 雇用・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 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 7時00分～16時00分

860円～910円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0854-45-5406 （従業員数 22人 ）

パート労働者 32050-  435191 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時30分～17時00分

764円～764円

年齢不問

TEL 0854-45-5406 （従業員数 20人 ）

パート労働者 32050-  436091 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～14時00分

850円～850円

年齢不問

TEL 0854-43-3129 （従業員数 13人 ）

パート労働者 32050-  439991 就業場所 島根県雲南市

日給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時30分

140,700円～140,700円

年齢不問

TEL 0854-49-9545 （従業員数 15人 ）

正社員以外 32050-  440891 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-  441291 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-  442591 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1)10時00分～15時00分

800円～1,000円 (2)18時00分～21時30分

年齢不問

TEL 0854-76-9277 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050-  443191 就業場所 島根県飯石郡飯南町

日給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

179,409円～209,325円

年齢不問

TEL 0854-42-0172 （従業員数 39人 ）

正社員 32050-  428391 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１年単位）

不問 (1) 9時00分～15時30分

764円～764円

年齢不問

TEL 0854-49-7290 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050-  429691 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) 9時00分～18時00分

160,000円～160,000円

年齢不問

TEL 0854-57-0888 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  430491 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1)18時00分～21時00分

1,000円～1,100円

年齢不問

TEL 0854-45-5820 （従業員数 2人 ）

パート労働者 32050-  431791 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30分

200,880円～291,600円

年齢不問

TEL 0854-45-3944 （従業員数 5人 ）

正社員 32050-  432891 就業場所 島根県出雲市

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

130,000円～160,800円 (2) 9時30分～18時30分

年齢不問 (3)18時15分～ 8時35分

TEL 0854-75-0346 （従業員数 16人 ）

正社員以外 32050-  433291 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～170,000円 (2) 9時30分～18時30分

年齢不問

TEL 0854-52-1039 （従業員数 3人 ）

正社員 32050-  438691 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 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

166,000円～166,000円

年齢不問

TEL 0854-49-9545 （従業員数 4人 ）

正社員以外 32050-  421491 就業場所 島根県雲南市

時給 看護師

不問 (1) 9時00分～18時00分 准看護師

1,000円～1,300円 (2) 9時00分～12時00分

年齢不問

TEL 0854-54-1011 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050-  422791 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00分

220,000円～225,000円

年齢不問

TEL 0854-49-7924 （従業員数 28人 ）

正社員 32050-  424291 就業場所 島根県雲南市

ブロイラー養鶏農場スタッフ 有限会社　出雲畜産 島根県雲南市加茂町三代９９０ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

介護支援専門員（居宅事業所） 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・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

看護師 医療法人　一陽会
（加藤医院）

島根県仁多郡奥出雲町三成３５８－６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

介護職員（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）

受付業務及び調剤補助（古市店） 有限会社　小林薬局 島根県仁多郡奥出雲町横田９４６番地２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

接客及び調理補助（ディナー） パスタ　フェリーチェ 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１０６－１ 労災

雇用期間の定めなし

土木作業員（出雲市） 三幸工業 雲南市三刀屋町古城４４２－６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

麺類袋詰め作業 株式会社　出雲たかはし 島根県雲南市加茂町東谷３７１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

道の駅販売スタッフ 奥出雲酒造　株式会社 島根県仁多郡奥出雲町亀嵩１３８０番地１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

ホール係、調理補助 株式会社　ボウストフル・ファー
マー　ミセス・ロビンフッド

島根県飯石郡飯南町上来島　　　１２０５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

事務員 有限会社　本田商店 島根県雲南市木次町木次３２３番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

事務職（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）

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）

調理補助（生活介護事業所野の
花）

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

雇用期間の定めなし

介護職員（加茂デイサービスセン
ター）

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）

介護職員（交替勤務あり） 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 労災

雇用期間の定めなし

キッチンスタッフ 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



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 変形（１年単位）

不問 (1) 8時30分～17時30分

138,240円～158,976円

年齢不問

TEL 0854-49-7290 （従業員数 26人 ）

正社員 32050-  425591 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

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 7人 ）

正社員 32050-  426191 就業場所 島根県雲南市

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

製造工・出荷補助 株式会社　出雲たかはし 島根県雲南市加茂町東谷３７１－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし


