
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ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

132,720円～196,560円 (2) 6時30分～15時30分

省令１号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-72-9373 （従業員数 21人 ）

正社員 32050-  915591 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

150,000円～250,000円

省令３号のイ

TEL 0854-52-0010 （従業員数 7人 ）

正社員 32050-  916191 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30分

140,000円～300,000円

年齢不問

TEL 0854-49-7874 （従業員数 0人 ）

正社員 32050-  917091 就業場所 島根県雲南市

日給

不問 (1)10時00分～17時45分

1,000円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-47-0362 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32050-  918391 就業場所 島根県雲南市

日給

不問 (1)10時00分～17時45分

1,000円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-47-0362 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32050-  919691 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

152,000円～152,000円

年齢不問

TEL 0854-76-9050 （従業員数 5人 ）

正社員以外 32050-  920491 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

35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

170,000円～200,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-5580 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  921791 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)13時00分～18時00分

1,500円～1,500円

年齢不問

TEL 0854-42-9499 （従業員数 0人 ）

パート労働者 32050-  923291 就業場所 島根県松江市

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1)13時00分～19時00分

764円～780円

年齢不問

TEL 0854-45-3355 （従業員数 9人 ）

パート労働者 32050-  905891 就業場所 島根県出雲市

月給 交替制あり

64歳以下 (1) 6時45分～15時30分

159,200円～159,200円 (2) 8時30分～17時15分

省令１号 (3)12時15分～21時00分

TEL 0854-47-7532 （従業員数 369人 ）

正社員以外 32050-  906291 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許ＡＴ

64歳以下

160,000円～200,000円

省令１号

TEL 0854-74-0034 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  907591 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町 厚生年金基金

その他

18歳以上 (1)17時45分～ 8時45分

880円～1,280円

省令２号

TEL 0854-42-1635 （従業員数 10人 ）

パート労働者 32050-  908191 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00分～15時15分

114,920円～114,920円 (2) 8時30分～15時45分

年齢不問

TEL 0854-49-7521 （従業員数 4人 ）

正社員 32050-  909091 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～1,500円

年齢不問

TEL 0854-72-1080 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32050-  911491 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

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-49-7521 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050-  912791 就業場所 島根県雲南市

月給 歯科衛生士

45歳以下 (1) 9時00分～18時30分

165,000円～185,000円 (2) 9時00分～17時00分

省令３号のイ

TEL 0854-45-2024 （従業員数 6人 ）

正社員 32050-  913891 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

135,000円～220,000円

省令１号

TEL 0854-43-6321 （従業員数 27人 ）

正社員 32050-  914291 就業場所 島根県雲南市

食品スーパー鮮魚部門スタッフ 株式会社　グリーンシティ 島根県雲南市大東町大東９５６番地１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

作業指導員 一般財団法人　空外記念館 島根県雲南市加茂町大崎３９－８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 医療法人社団　上代歯科 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１０６１番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

作業指導員 一般財団法人　空外記念館 島根県雲南市加茂町大崎３９－８ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

バイオマス製造機の製造 株式会社　いいなん 島根県飯石郡飯南町長谷１―１ 雇用・労災・健康・
厚生

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

生活支援員（夜勤専従） 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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

雇用期間の定めなし

看護助手（嘱託職員） 雲南市立病院 雲南市大東町飯田９６－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

現場作業員 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

期間限定清掃員（由志園） 合同会社ＧＯＬＤＥＮＣＨＩＴＯ
ＳＥ広島本社雲南支店

島根県雲南市木次町里方１０２７－１　　小林魚問
屋内

雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

釣堀作業員（臨時アルバイト） やまめの村 島根県雲南市大東町上久野３９４－１ 労災

日雇

観光案内 一般社団法人　飯南町観光協会 島根県飯石郡飯南町下赤名８８０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）

左官職人 多々納左官 島根県雲南市加茂町砂子原６２１－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

釣堀作業員（臨時アルバイト） やまめの村 島根県雲南市大東町上久野３９４－１ 労災

日雇

雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

農業作業員 有限会社　コスモ２１ 島根県仁多郡奥出雲町下横田１３６－２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

障害者支援員 株式会社　あゆみ 飯石郡飯南町頓原　１０７０

℡ 0854-42-0751

ハローワーク雲南

（雲南公共職業安定所）◎ 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。



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

℡ 0854-42-0751

ハローワーク雲南

（雲南公共職業安定所）◎ 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）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

151,200円～196,344円

省令１号

TEL 0854-49-6112 （従業員数 23人 ）

正社員 32050-  888091 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 美容師

不問 (1) 9時00分～19時00分

140,000円～250,000円 (2) 9時00分～18時00分

年齢不問

TEL 0854-45-3036 （従業員数 4人 ）

正社員 32050-  889391 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00分～17時00分

250,800円～296,400円

年齢不問

TEL 0854-43-2373 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  890791 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 助産師

不問 (1) 8時30分～17時15分

1,168円～1,282円 (2)15時45分～ 9時30分

年齢不問

TEL 0854-54-1122 （従業員数 220人 ）

パート労働者 32050-  891891 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位） 助産師

不問 (1) 8時30分～17時15分

1,168円～1,282円 (2)15時45分～ 9時30分

年齢不問

TEL 0854-54-1122 （従業員数 220人 ）

パート労働者 32050-  892291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 調理師

不問 (1)10時00分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ

230,000円～330,000円 (2)11時30分～20時00分

年齢不問 (3)10時00分～20時00分

TEL 0854-76-9070 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  893591 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 変形（１ヶ月単位） 看護師

不問 (1)10時00分～15時00分 准看護師

1,000円～1,200円 (2)13時30分～16時30分

年齢不問

TEL 0854-43-3129 （従業員数 39人 ）

パート労働者 32050-  894191 就業場所 島根県雲南市

時給 保育士

不問 (1) 7時30分～12時00分

980円～1,080円 (2)13時00分～18時30分

年齢不問

TEL 0854-49-8122 （従業員数 15人 ）

パート労働者 32050-  896391 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

64歳以下 (1) 8時00分～17時30分

160,000円～275,000円

省令１号

TEL 0854-49-7984 （従業員数 14人 ）

正社員 32050-  897691 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

64歳以下 (1) 8時00分～17時30分 土木施工管理技士２級

200,000円～330,000円

省令１号

TEL 0854-49-7984 （従業員数 14人 ）

正社員 32050-  898991 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 中型自動車免許一種

59歳以下

174,000円～177,500円

省令１号

TEL 0854-54-1047 （従業員数 20人 ）

正社員 32050-  900391 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給

40歳以下 (1) 8時15分～17時15分

170,000円～250,000円

省令３号のイ

TEL 0854-54-9580 （従業員数 21人 ）

正社員 32050-  901691 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

765円～800円

年齢不問

TEL 0854-43-6321 （従業員数 27人 ）

パート労働者 32050-  902991 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～13時00分

765円～800円

年齢不問

TEL 0854-43-6321 （従業員数 27人 ）

パート労働者 32050-  903491 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～17時00分

211,600円～284,800円 (2) 8時00分～17時30分

年齢不問

TEL 0854-45-3777 （従業員数 19人 ）

正社員 32050-  904791 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00分

134,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-49-7151 （従業員数 3人 ）

正社員 32050-  877291 就業場所 島根県雲南市

月給 交替制あり 看護師

35歳以下 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

197,016円～257,459円 (2)11時00分～19時45分

省令３号のイ (3)16時30分～ 9時00分

TEL 0854-72-0221 （従業員数 94人 ）

正社員 32050-  880691 就業場所 島根県飯石郡飯南町 確定拠出年金

税理士補助 しまね中央税理士法人　加藤事務
所

島根県雲南市加茂町南加茂３９０番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

看護師 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

食品スーパー惣菜部門スタッフ 株式会社　グリーンシティ 島根県雲南市大東町大東９５６番地１ 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

樹脂部品加工作業員（マシンオペ
レーター）

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

事務職員＜急募＞ 株式会社　グリーンシティ 島根県雲南市大東町大東９５６番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

現場施工管理者 雲南道路サービス　株式会社 島根県雲南市加茂町加茂中２９－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

路線バス運転手（乗務員） 奥出雲交通　株式会社 島根県仁多郡奥出雲町三成２１１番地４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

保育士（たちばら保育園） 社会福祉法人　たんぽぽ 島根県雲南市加茂町立原４３８番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

現場作業員 雲南道路サービス　株式会社 島根県雲南市加茂町加茂中２９－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

レストラン調理人 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

看護職員（高齢者デイサービス・
グループホーム）

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 労災

雇用期間の定めなし

助産師 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

雇用期間の定めなし

助産師 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

雇用期間の定めなし

ヘアアシスタント・
スタイリスト

有限会社　ミーツ 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１７４８－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

土木技術者 有限会社　細貝組 島根県雲南市大東町東阿用１１１－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

機械加工（機械オペレーター） 有限会社　林精工 島根県雲南市加茂町大竹７９１－２ 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

℡ 0854-42-0751

ハローワーク雲南

（雲南公共職業安定所）◎ 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） 大型自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～16時50分

177,600円～177,600円

省令１号

TEL 0854-74-0056 （従業員数 7人 ）

正社員 32050-  881991 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-  875791 就業場所 島根県雲南市

月給 介護福祉士

69歳以下 (1) 8時15分～17時15分 ホームヘルパー２級

170,000円～249,000円

省令１号

TEL 0854-43-8008 （従業員数 36人 ）

正社員 32050-  876891 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～18時00分

251,100円～351,020円

年齢不問

TEL 0957-76-2109 （従業員数 2人 ）

正社員 32050-  879191 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1) 8時30分～12時00分

850円～850円

年齢不問

TEL 0854-42-9499 （従業員数 2人 ）

パート労働者 32050-  882491 就業場所 島根県松江市

月給 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時00分

135,000円～150,000円

省令１号

TEL 0854-42-0207 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  884891 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

150,000円～170,000円

省令１号

TEL 0854-56-0157 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  885291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時15分

160,000円～160,000円

年齢不問

TEL 0854-47-7000 （従業員数 8人 ）

正社員以外 32050-  866491 就業場所 島根県雲南市

時給

18歳以上 (1)21時00分～23時00分

1,000円～1,000円

省令２号

TEL 0854-42-9499 （従業員数 0人 ）

パート労働者 32050-  869291 就業場所 島根県松江市

時給

不問 (1)10時30分～11時00分

1,500円～1,500円 (2)14時30分～15時00分

年齢不問

TEL 0854-42-9499 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050-  870091 就業場所 島根県松江市

月給 普通自動車免許ＡＴ

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

150,000円～200,000円

省令１号

TEL 0854-72-1995 （従業員数 4人 ）

正社員 32050-  871391 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)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-  872691 就業場所 島根県飯石郡飯南町

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-  873991 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-  874491 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 6時00分～19時30分

200,000円～250,000円 (2) 6時00分～21時00分

年齢不問

TEL 0854-76-9074 （従業員数 5人 ）

正社員 32050-  878591 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問 (1) 8時00分～15時00分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-42-3343 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050-  848691 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～16時00分

770円～770円 (2) 9時00分～16時00分

年齢不問

TEL 0854-74-0311 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32050-  849991 就業場所 島根県雲南市

博物館管理業務 公益財団法人鉄の歴史村地域振興
事業団

島根県雲南市吉田町吉田８９２－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

乳牛の飼養 株式会社　カワヨコーポレーショ
ン　いいなん牧場

島根県飯石郡飯南町下来島３００４－６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

揚げ物製造（パート職員） 有限会社　豆腐工房しろうさぎ 島根県雲南市木次町寺領２９５９番地２ 労災

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

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）

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

多久の湯施設清掃（松江市鹿島
町）＜急募＞

合同会社ＧＯＬＤＥＮＣＨＩＴＯ
ＳＥ広島本社雲南支店

島根県雲南市木次町里方１０２７－１　　小林魚問
屋内

労災

雇用期間の定めなし

清掃員（堀川遊覧船管理事務所）
＜急募＞

合同会社ＧＯＬＤＥＮＣＨＩＴＯ
ＳＥ広島本社雲南支店

島根県雲南市木次町里方１０２７－１　　小林魚問
屋内

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

総務・経理事務 奥出雲石油　有限会社 島根県仁多郡奥出雲町三沢　１２４３－７ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

支援員（臨時職員） 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）

日常清掃員（松江国道事務所） 合同会社ＧＯＬＤＥＮＣＨＩＴＯ
ＳＥ広島本社雲南支店

島根県雲南市木次町里方１０２７－１　　小林魚問
屋内

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

事務員 株式会社　陶山建設 島根県雲南市木次町寺領４６８－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

介護員 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 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

農業ＩＯＴシステム（みどりクラ
ウド）の開発

株式会社　セラク　奥出雲農業Ｉ
Ｔ研究所

島根県仁多郡奥出雲町三沢５０１番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

運転手 吉田運送　有限会社 島根県雲南市吉田町吉田２３３４－１０ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

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



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

℡ 0854-42-0751

ハローワーク雲南

（雲南公共職業安定所）◎ 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）

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-  850891 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-  851291 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-  852591 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-  853191 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-  854091 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-  855391 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

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-  856691 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) 8時30分～17時30分

176,000円～250,000円 (2) 7時00分～16時00分

省令１号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-54-2200 （従業員数 30人 ）

正社員 32050-  857991 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

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分

138,000円～182,000円 (2) 7時00分～16時00分

省令２号 (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-  858491 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00分～15時30分

800円～900円

年齢不問

TEL 0854-42-3800 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050-  859791 就業場所 島根県雲南市

時給 ホームヘルパー２級

不問 介護職員初任者研修

1,000円～1,000円 介護福祉士

年齢不問

TEL 0854-54-2200 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050-  860591 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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-  861191 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

150,000円～180,000円

省令３号のイ

TEL 0854-43-2161 （従業員数 3人 ）

正社員 32050-  863391 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)18時00分～22時00分

900円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-45-2985 （従業員数 11人 ）

パート労働者 32050-  865991 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～17時00分

900円～900円

年齢不問

TEL 0854-42-9000 （従業員数 12人 ）

パート労働者 32050-  839691 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1) 8時30分～17時00分

900円～900円

年齢不問

TEL 0854-42-9000 （従業員数 12人 ）

パート労働者 32050-  840491 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

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-  841791 就業場所 島根県雲南市

一般事務（横田育苗センター） 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）

商品サンプル配布・営業、配達ス
タッフ

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

ホールスタッフ及び調理補助 笑ら炎 島根県雲南市三刀屋町三刀屋３６－４ 労災

雇用期間の定めなし

水稲、野菜の育苗、灌水 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）

産直市の販売員（たたらば壱番
地）

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

雇用期間の定めなし

建設資材配送業務員 有限会社　大東建材店 島根県雲南市大東町大東９７７ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

支援員（木次事業所さくらんぼ） 特定非営利活動法人　ふれんど 島根県雲南市木次町新市３番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし

訪問介護スタッフ 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）

介護職員（老健・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（老健・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（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）

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）

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（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）

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・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）



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

℡ 0854-42-0751

ハローワーク雲南

（雲南公共職業安定所）◎ 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ヶ月単位）

18歳以上 (1)19時00分～ 8時00分

179,710円～207,250円

省令２号

TEL 0854-45-0101 （従業員数 17人 ）

正社員以外 32050-  842891 就業場所 島根県雲南市

日給 準中型一種（５トン限

64歳以下 (1) 8時30分～17時00分 準中型自動車免許

171,200円～171,200円 中型一種（８ｔ限定）

省令１号

TEL 0854-72-1025 （従業員数 12人 ）

正社員 32050-  847391 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問 (1) 8時30分～17時30分

800円～800円 (2)17時00分～22時00分

年齢不問

TEL 0854-49-8500 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050-  864691 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

130,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-45-3863 （従業員数 4人 ）

正社員 32050-  815491 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～15時30分

800円～900円

年齢不問

TEL 0854-52-0066 （従業員数 90人 ）

パート労働者 32050-  823491 就業場所

時給

不問 (1)10時00分～15時00分

770円～800円

年齢不問

TEL 0854-48-9062 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32050-  824791 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時00分～17時00分

133,056円～138,240円

年齢不問

TEL 0854-48-9062 （従業員数 8人 ）

正社員 32050-  825891 就業場所 島根県雲南市

月給 建築士（２級）

不問 (1) 8時00分～17時30分 建築施工管理技士２級

220,000円～300,000円 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0854-53-0718 （従業員数 5人 ）

正社員 32050-  826291 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

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-  827591 就業場所 島根県出雲市

時給 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-  828191 就業場所 島根県松江市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時45分～18時00分

170,000円～250,000円

省令１号

TEL 0854-45-3355 （従業員数 6人 ）

正社員 32050-  829091 就業場所 島根県松江市

月給 変形（１年単位）

45歳以下 (1) 8時10分～17時10分

140,000円～180,000円

省令３号のイ

TEL 0854-73-0131 （従業員数 22人 ）

正社員 32050-  830991 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

136,960円～136,960円

年齢不問

TEL 0854-62-0027 （従業員数 8人 ）

正社員以外 32050-  831491 就業場所 島根県雲南市

時給

不問

850円～850円

年齢不問

TEL 0854-62-0027 （従業員数 7人 ）

パート労働者 32050-  833891 就業場所 島根県出雲市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時30分～17時00分

127,178円～250,058円 (2) 8時30分～12時00分

省令３号のイ

TEL 0854-42-9000 （従業員数 22人 ）

正社員 32050-  835591 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位）

不問 (1) 7時30分～16時00分

125,678円～192,953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 32050-  836191 就業場所 島根県雲南市

時給 特定曜日のみ(2)(3)

不問 (1) 8時30分～14時00分

880円～880円 (2)14時00分～19時15分

年齢不問

TEL 0854-76-2118 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050-  887191 就業場所 広島県三次市

店頭販売スタッフ（土日祝） 有限責任事業組合　飯南パート
ナーズ

島根県飯石郡飯南町下赤名８７７－１ 労災

雇用期間の定めなし

ＪＡ業務全般（正規職員） 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

雇用期間の定めなし

施設介護職（正職員・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・財形

雇用期間の定めなし

養鶏場スタッフ 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

店頭での接客・販売、スイーツの
製造業務

株式会社　田部 島根県雲南市吉田町吉田２４０７ 労災

雇用期間の定めなし

外商スタッフ（松江店ギフトアド
バイザー）

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・財形

雇用期間の定めなし

製造工 株式会社　ニチフレ島根 島根県飯石郡飯南町八神６６１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

商品サンプル配布・営業、配達ス
タッフ

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

商品サンプル配布・営業、配達ス
タッフ

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

調理補助 特定非営利活動法人　ふる里雲南 島根県雲南市木次町北原１６０３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

建築現場管理 有限会社　三沢建設 島根県仁多郡奥出雲町小馬木４３番地 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

電子機器の組立工 株式会社　ニッポ－島根工場 島根県仁多郡奥出雲町下横田７５０－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

調理補助 特定非営利活動法人　ふる里雲南 島根県雲南市木次町北原１６０３ 労災

雇用期間の定めなし

プール監視・清掃スタッフ（Ｂ＆
Ｇ海洋センター）

株式会社　キラキラ雲南 島根県雲南市加茂町宇治３０３ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

税務申告書作成業務 渡部税理士事務所 島根県雲南市三刀屋町給下１０６８－２　フルハウ
ス１０１

雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

夜間専門介護職（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ヶ月以上）

ゴミ収集、選別作業 有限会社　ユートピアつがか 島根県飯石郡飯南町都加賀２６６－２ 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

℡ 0854-42-0751

ハローワーク雲南

（雲南公共職業安定所）◎ 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

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-  794691 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-  795991 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～850円 (2)14時00分～19時00分

年齢不問

TEL 0854-43-2143 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050-  796491 就業場所 島根県松江市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

790円～830円 (2) 7時00分～16時00分

年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

TEL 0854-52-0896 （従業員数 16人 ）

パート労働者 32050-  797791 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30分 准看護師

174,000円～189,100円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-52-0896 （従業員数 7人 ）

正社員 32050-  798891 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時15分～17時30分

129,000円～160,000円

年齢不問

TEL 0854-54-2150 （従業員数 50人 ）

正社員 32050-  799291 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30分～17時00分 自動車整備士（３級）

160,000円～220,000円

年齢不問

TEL 0854-57-0222 （従業員数 4人 ）

正社員 32050-  800291 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

不問 (1) 6時00分～15時00分

165,000円～220,000円 (2)13時00分～22時00分

年齢不問

TEL 0854-74-0500 （従業員数 0人 ）

正社員 32050-  801591 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) 6時00分～15時00分

160,000円～190,000円 (2)13時00分～22時00分

年齢不問

TEL 0854-74-0500 （従業員数 0人 ）

正社員 32050-  802191 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 調理師

不問 (1) 9時00分～20時00分

300,000円～350,000円

年齢不問

TEL 0854-74-0500 （従業員数 0人 ）

正社員 32050-  803091 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

150,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-74-0500 （従業員数 51人 ）

正社員 32050-  804391 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～230,000円

年齢不問

TEL 0854-74-0500 （従業員数 39人 ）

正社員 32050-  806991 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

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 車両系基礎工事用運転

184,000円～276,000円 車両系解体用運転

省令３号のイ

TEL 0854-76-3511 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  811091 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) 7時00分～16時00分

770円～840円 (2)12時00分～20時00分

年齢不問

TEL 0854-54-1701 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050-  822991 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～11時30分

1,200円～1,200円 (2) 7時30分～10時30分

年齢不問

TEL 0854-42-9499 （従業員数 0人 ）

パート労働者 32050-  713791 就業場所 島根県雲南市

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

224,000円～336,000円 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0854-76-2361 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  714891 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許二種

64歳以下 (1) 8時30分～17時30分

190,000円～217,000円

省令１号

TEL 0854-49-8430 （従業員数 15人 ）

正社員 32050-  715291 就業場所 島根県雲南市

土木技術職員 松田建設　株式会社 島根県飯石郡飯南町上来島３８４－８ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

貸切バス運転手 奥出雲観光 島根県雲南市加茂町南加茂８７７－１１ 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店員（加
茂）

株式会社　丸共 島根県仁多郡奥出雲町馬馳９７－２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

清掃（志津見ダム・頓原維持出張
所・掛合郵便局・掛合交番）

合同会社ＧＯＬＤＥＮＣＨＩＴＯ
ＳＥ広島本社雲南支店

島根県雲南市木次町里方１０２７－１　　小林魚問
屋内

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

農産加工品の営業 株式会社　吉田ふるさと村 島根県雲南市吉田町吉田１０４７番地２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

土木作業員及び重機オペレーター 田村工業　　有限会社 島根県飯石郡飯南町上来島３１８－３ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

料理課長・料理長＜新規・清嵐荘
＞

株式会社　吉田ふるさと村 島根県雲南市吉田町吉田１０４７番地２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

水道配管工・技術者 株式会社　吉田ふるさと村 島根県雲南市吉田町吉田１０４７番地２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

清嵐荘企画・営業・フロント・レ
ストラン業務＜新規募集＞

株式会社　吉田ふるさと村 島根県雲南市吉田町吉田１０４７番地２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

清嵐荘フロント業務・レストラン
業務・浴室業務＜新規募集＞

株式会社　吉田ふるさと村 島根県雲南市吉田町吉田１０４７番地２ 雇用・労災・健康・
厚生

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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

自動車整備工 有限会社　内田商会 島根県仁多郡奥出雲町亀嵩２２１５－１２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

グループホーム介護職員 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

デイサービス看護職員 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

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

クリーニング受付係（ＨＤ八雲
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



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

℡ 0854-42-0751

ハローワーク雲南

（雲南公共職業安定所）◎ 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） 大型自動車免許二種

不問 (1) 8時30分～17時30分

1,000円～1,250円

年齢不問

TEL 0854-49-8430 （従業員数 15人 ）

パート労働者 32050-  716591 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

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

156,800円～246,400円

省令３号のイ

TEL 0854-49-7517 （従業員数 5人 ）

正社員 32050-  717191 就業場所 島根県雲南市

時給 フォークリフト技能者

不問 (1) 7時00分～16時10分 普通自動車免許一種

169,425円～173,010円 (2)18時50分～ 4時00分

年齢不問

TEL 0854-42-2712 （従業員数 35人 ）

正社員 32050-  718091 就業場所 島根県雲南市

時給

不問

880円～920円

年齢不問

TEL 0854-47-7225 （従業員数 46人 ）

パート労働者 32050-  719391 就業場所 島根県雲南市

月給 交替制あり 普通自動車免許一種

不問 普通自動車免許ＡＴ

170,000円～220,000円

年齢不問

TEL 0854-49-9170 （従業員数 4人 ）

正社員 32050-  720791 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

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-  721891 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) 5時40分～14時40分

132,000円～136,400円

年齢不問

TEL 0854-42-0814 （従業員数 21人 ）

正社員 32050-  722291 就業場所 島根県松江市

時給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時40分～15時00分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-49-9736 （従業員数 19人 ）

パート労働者 32050-  723591 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

1,150円～1,250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-  724191 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

45歳以下 (1) 8時30分～17時30分

175,000円～250,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-8133 （従業員数 14人 ）

正社員 32050-  725091 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時45分～17時00分

850円～980円 (2) 9時45分～18時00分

年齢不問 (3) 9時45分～16時00分

TEL 0854-40-0620 （従業員数 42人 ）

パート労働者 32050-  726391 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

184,000円～299,000円

年齢不問

TEL 0854-42-5431 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  727691 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 土木施工管理技士１級

240,000円～350,000円 土木施工管理技士２級

年齢不問

TEL 0854-42-5431 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  728991 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位）

64歳以下 (1) 9時45分～18時00分

235,000円～250,000円 (2) 9時45分～17時00分

省令１号 (3)13時30分～22時00分

TEL 0854-40-0620 （従業員数 42人 ）

正社員 32050-  729491 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時45分～15時45分

800円～803円

年齢不問

TEL 0854-42-4165 （従業員数 100人 ）

パート労働者 32050-  731591 就業場所 島根県雲南市

月給 建築施工管理技士１級

不問 (1) 7時45分～16時45分 建築施工管理技士２級

265,000円～360,000円 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0854-72-0103 （従業員数 19人 ）

正社員 32050-  732191 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 土木施工管理技士１級

不問 (1) 7時45分～16時45分 土木施工管理技士２級

265,000円～360,000円 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0854-72-0103 （従業員数 19人 ）

正社員 32050-  733091 就業場所 島根県飯石郡飯南町

土木施工管理技術者 株式会社　後藤建設 島根県飯石郡飯南町頓原２１４４ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

調理員（９：４５～１５：４５） 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

建築施工管理技術者 株式会社　後藤建設 島根県飯石郡飯南町頓原２１４４ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

土木施工管理技士 有限会社　板持土木 島根県雲南市木次町寺領３４１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

コールセンター管理者（管理職） 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

電話オペレーター（カスタマー課
／テクニカル課）

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・財形

雇用期間の定めなし

一般土木作業 有限会社　板持土木 島根県雲南市木次町寺領３４１ 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

営業 有限会社　木次印刷 島根県雲南市木次町山方６３０－５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

運転手（松江２ｔ車雑貨） 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

電子機器組立作業員 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

エリアマネージャー（本社勤務） 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

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

納品および集荷、資材管理業務
（交代制）

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

レジ業務 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

貸切バス運転手 奥出雲観光 島根県雲南市加茂町南加茂８７７－１１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

溶接工・製缶工 有限会社　田中工業 島根県雲南市加茂町南加茂８８３－５ 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

℡ 0854-42-0751

ハローワーク雲南

（雲南公共職業安定所）◎ 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 大型特殊自動車一種

不問 (1) 7時45分～16時45分 普通自動車免許一種

215,000円～260,000円 その他の建設機械運転

年齢不問

TEL 0854-72-0103 （従業員数 19人 ）

正社員 32050-  734391 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 歯科衛生士

不問 (1) 8時30分～18時00分

200,000円～230,000円 (2) 8時30分～12時30分

年齢不問

TEL 0854-72-1500 （従業員数 3人 ）

正社員 32050-  735691 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問 (1) 7時00分～13時00分

800円～900円

年齢不問

TEL 0854-76-9290 （従業員数 15人 ）

パート労働者 32050-  736991 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問 (1)13時00分～19時00分

800円～900円

年齢不問

TEL 0854-76-9290 （従業員数 15人 ）

パート労働者 32050-  737491 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

18歳以上 (1)19時00分～ 0時00分

800円～900円

省令２号

TEL 0854-76-9290 （従業員数 15人 ）

パート労働者 32050-  738791 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

18歳以上 (1) 0時00分～ 8時00分

800円～900円

省令２号

TEL 0854-76-9290 （従業員数 15人 ）

パート労働者 32050-  739891 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

18歳以上 (1) 7時30分～16時30分

154,700円～214,400円 (2)10時30分～19時30分

省令２号 (3)17時30分～10時00分

TEL 0854-42-4165 （従業員数 100人 ）

正社員 32050-  740191 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～12時30分

830円～880円 (2) 8時00分～12時00分

年齢不問 (3) 9時00分～12時30分

TEL 0854-42-4165 （従業員数 100人 ）

パート労働者 32050-  741091 就業場所 島根県雲南市

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-  742391 就業場所 島根県雲南市

時給 交替制あり

不問 (1) 6時00分～12時30分

890円～890円 (2) 8時30分～15時00分

年齢不問 (3)13時00分～19時30分

TEL 0854-42-3950 （従業員数 60人 ）

パート労働者 32050-  743691 就業場所 島根県雲南市

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

250,000円～350,000円 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0854-42-0506 （従業員数 21人 ）

正社員 32050-  744991 就業場所 島根県雲南市

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

200,000円～350,000円 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0854-42-0506 （従業員数 21人 ）

正社員 32050-  745491 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00分～17時00分

161,000円～161,000円

年齢不問

TEL 0854-47-7081 （従業員数 20人 ）

正社員 32050-  746791 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

40歳以下 (1) 8時00分～16時45分

174,400円～261,600円

省令３号のイ

TEL 0854-56-0234 （従業員数 83人 ）

正社員 32050-  747891 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

160,000円～220,000円

年齢不問

TEL 0854-42-1045 （従業員数 33人 ）

正社員 32050-  748291 就業場所 島根県雲南市

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-  749591 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～16時30分 フォークリフト技能者

170,000円～175,000円

年齢不問

TEL 0854-42-0202 （従業員数 20人 ）

正社員以外 32050-  750391 就業場所 島根県雲南市

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

ドライバー（大型） 日本通運　株式会社　木次営業所 島根県雲南市木次町里方１０８９－２４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

鋳仕上げ工（正社員） 東洋製鉄株式会社　出雲仁多工場 島根県仁多郡奥出雲町上阿井２４６７ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

電気通信設備工 有限会社　北陽通信 島根県雲南市木次町里方１０９３－１４７ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

土木施工管理 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

交通誘導員 株式会社エステイケイ 島根県雲南市木次町里方１０９３－１４７ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

調理員 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

建築施工管理 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

介護職員（桜花） 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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

コンビニエンスストア店員（夜
勤）

株式会社　コンビニエンス飯南
（ローソン・ポプラ飯南赤名店）

島根県飯石郡飯南町下赤名３０４－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

介護職員（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

コンビニエンスストア店員（昼
勤）

株式会社　コンビニエンス飯南
（ローソン・ポプラ飯南赤名店）

島根県飯石郡飯南町下赤名３０４－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

コンビニエンスストア店員（夕方
勤務）

株式会社　コンビニエンス飯南
（ローソン・ポプラ飯南赤名店）

島根県飯石郡飯南町下赤名３０４－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 ふくま歯科医院 島根県飯石郡飯南町佐見７６８－８ 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員（朝
勤）

株式会社　コンビニエンス飯南
（ローソン・ポプラ飯南赤名店）

島根県飯石郡飯南町下赤名３０４－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

重機オペレーター 株式会社　後藤建設 島根県飯石郡飯南町頓原２１４４ 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

℡ 0854-42-0751

ハローワーク雲南

（雲南公共職業安定所）◎ 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） 介護福祉士

不問 (1) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級

160,000円～220,000円 (2) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修

年齢不問 (3)11時00分～20時00分

TEL 0854-47-7370 （従業員数 26人 ）

正社員 32050-  751691 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

190,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-54-1701 （従業員数 22人 ）

正社員 32050-  752991 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

180,000円～240,000円

年齢不問

TEL 0854-54-1701 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  753491 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

不問 (1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

140,000円～140,000円 介護職員初任者研修

年齢不問

TEL 0854-47-7370 （従業員数 26人 ）

正社員 32050-  754791 就業場所 島根県雲南市

時給

18歳以上 (1)19時30分～ 0時00分

1,200円～1,600円 (2)20時00分～ 1時00分

省令２号

TEL 0854-43-2535 （従業員数 2人 ）

パート労働者 32050-  755891 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

130,000円～170,000円

年齢不問

TEL 0854-43-8181 （従業員数 5人 ）

正社員 32050-  756291 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

64歳以下 (1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

191,400円～268,400円

省令１号

TEL 0854-54-0021 （従業員数 54人 ）

正社員 32050-  757591 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 管理栄養士

不問 (1) 8時45分～17時30分

204,000円～204,000円

年齢不問

TEL 0854-43-3125 （従業員数 70人 ）

正社員以外 32050-  758191 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時15分～17時15分 車両系整地掘削用運転

174,400円～218,000円

省令１号

TEL 0854-54-0021 （従業員数 54人 ）

正社員 32050-  759091 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 交替制あり 看護師

不問 (1) 8時30分～17時15分

202,000円～202,000円 (2)16時00分～ 0時45分

年齢不問 (3) 0時15分～ 9時00分

TEL 0854-47-7532 （従業員数 369人 ）

正社員以外 32050-  762791 就業場所 島根県雲南市

日給 交替制あり 准看護師

18歳以上 (1) 8時30分～17時15分

169,680円～169,680円 (2)16時00分～ 0時45分

省令２号 (3) 0時15分～ 9時00分

TEL 0854-47-7532 （従業員数 369人 ）

正社員以外 32050-  763891 就業場所

日給 交替制あり 看護師

不問 (1) 8時30分～17時15分

202,000円～202,000円

年齢不問

TEL 0854-47-7532 （従業員数 369人 ）

正社員以外 32050-  764291 就業場所 島根県雲南市

日給 看護師

不問 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

202,000円～202,000円

年齢不問

TEL 0854-47-7532 （従業員数 369人 ）

正社員以外 32050-  765591 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-  766191 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-  767091 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～16時00分

880円～880円

年齢不問

TEL 0854-49-6363 （従業員数 454人 ）

パート労働者 32050-  768391 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～16時00分

840円～840円

年齢不問

TEL 0854-49-6363 （従業員数 454人 ）

パート労働者 32050-  769691 就業場所 島根県雲南市

化粧品製造スタッフ（週３日） 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 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

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

化粧品製造スタッフ（９－１６
時）

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

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

看護師（訪問看護）＜急募＞ 雲南市立病院 雲南市大東町飯田９６－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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

准看護師 雲南市立病院 雲南市大東町飯田９６－１ 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（日勤のみ病棟） 雲南市立病院 雲南市大東町飯田９６－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

重機オペ及び大型トラック運転手
（木材運搬作業員）

仁多郡森林組合 島根県仁多郡奥出雲町三成４４４番地２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

看護師（病棟） 雲南市立病院 雲南市大東町飯田９６－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

山林現場作業員 仁多郡森林組合 島根県仁多郡奥出雲町三成４４４番地２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

管理栄養士（Ｈ３１年度産休・育
休代替）

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）

接客 スナック　よりみち 島根県雲南市大東町大東１０７３－６ 労災

雇用期間の定めなし

アミューズメントパーク運営ス
タッフ

株式会社　丸隆 島根県雲南市大東町下佐世１００１－５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

解体工事作業員 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

介護スタッフ 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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

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

℡ 0854-42-0751

ハローワーク雲南

（雲南公共職業安定所）◎ 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20分～17時30分

173,500円～210,500円 (2) 6時00分～14時00分

年齢不問 (3)14時00分～22時00分

TEL 0854-49-6543 （従業員数 59人 ）

正社員 32050-  770491 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～17時00分 土木施工管理技士１級

250,000円～300,000円 土木施工管理技士２級

年齢不問

TEL 0854-52-9233 （従業員数 17人 ）

正社員 32050-  771791 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 17人 ）

正社員 32050-  772891 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 17人 ）

正社員 32050-  773291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 自動車整備士（３級）

170,000円～280,000円 建設機械整備技能２級

年齢不問

TEL 0854-56-0146 （従業員数 17人 ）

正社員 32050-  774591 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 17人 ）

正社員 32050-  775191 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30分 介護支援専門員

166,500円～232,400円

年齢不問

TEL 0854-52-2567 （従業員数 4人 ）

正社員 32050-  776091 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

198,000円～319,000円

年齢不問

TEL 0854-49-7313 （従業員数 5人 ）

正社員 32050-  777391 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15分 建築施工管理技士２級

200,000円～400,000円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-62-0219 （従業員数 26人 ）

正社員 32050-  778691 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)10時00分～18時00分

870円～920円 (2)10時00分～19時00分

年齢不問 (3)11時00分～18時00分

TEL 090-4108-4685 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050-  779991 就業場所 鳥取県米子市

時給

不問 (1)16時00分～18時00分

870円～920円 (2)16時00分～19時00分

年齢不問 (3)17時00分～19時00分

TEL 090-4108-4685 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050-  780891 就業場所 鳥取県米子市

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-  781291 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-  782591 就業場所 鳥取県米子市

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-  783191 就業場所 島根県出雲市

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-  784091 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15分

900円～1,000円 (2) 6時30分～15時15分

年齢不問 (3) 7時30分～16時15分

TEL 0854-45-5111 （従業員数 128人 ）

パート労働者 32050-  785391 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

時給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 7時30分～16時15分

900円～1,000円 (2) 8時30分～17時15分

年齢不問 (3) 9時45分～18時30分

TEL 0854-45-5111 （従業員数 128人 ）

パート労働者 32050-  786691 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

看護助手 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）

看護補助者 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

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

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

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

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

レジ係・品出し＜急募＞ 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

レジ係・品出し（夕方） 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

建築技術者 有限会社　今岡工務店 島根県雲南市加茂町東谷４３－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

建築施工管理技術者 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

採石現場作業員 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

介護支援専門員 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

雇用期間の定めなし

砕石プラント修理及びメンテナン
ス

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

自動車整備工 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

監理技術者 有限会社　吉川工務店 島根県仁多郡奥出雲町下横田５４－２１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

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

金属加工機械オペレータ（ＮＣ旋
盤）

株式会社　山光 島根県雲南市加茂町猪尾２９７ 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

℡ 0854-42-0751

ハローワーク雲南

（雲南公共職業安定所）◎ 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-  787991 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）

不問 (1) 8時30分～17時15分

134,500円～213,000円 (2) 6時30分～15時15分

年齢不問 (3) 7時30分～16時15分

TEL 0854-45-5111 （従業員数 128人 ）

正社員 32050-  788491 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） 准看護師

不問 (1) 7時00分～16時00分

165,500円～235,000円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3)13時45分～22時30分

TEL 0854-45-5111 （従業員数 128人 ）

正社員 32050-  789791 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） 看護師

不問 (1) 7時00分～16時00分

205,000円～270,000円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3)13時45分～22時30分

TEL 0854-45-5111 （従業員数 128人 ）

正社員 32050-  790591 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）

18歳以上 (1) 7時30分～16時15分

134,500円～213,000円 (2) 8時30分～17時15分

省令２号 (3) 9時45分～18時30分

TEL 0854-45-5111 （従業員数 128人 ）

正社員 32050-  791191 就業場所 厚生年金基金

月給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 7時30分～16時30分

134,500円～213,000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-  792091 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

日給 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

135,600円～151,880円 (2) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 (3)11時00分～20時00分

TEL 0854-52-2567 （従業員数 59人 ）

正社員以外 32050-  793391 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

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-  807491 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) 8時30分～17時15分

174,360円～216,660円 (2) 7時00分～15時45分

省令２号 (3) 7時30分～16時15分

TEL 0854-62-1500 （従業員数 29人 ）

正社員以外 32050-  808791 就業場所 島根県雲南市

時給 交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 5時30分～14時30分 普通自動車免許ＡＴ

157,440円～157,440円 (2) 7時30分～16時15分

年齢不問 (3)11時00分～20時00分

TEL 0854-62-1500 （従業員数 29人 ）

正社員以外 32050-  809891 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

285,000円～364,800円

省令３号のイ

TEL 0854-72-0154 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  812391 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） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分 介護福祉士

179,000円～279,000円 社会福祉士

年齢不問

TEL 0854-43-3129 （従業員数 13人 ）

正社員 32050-  813691 就業場所 島根県雲南市

時給 看護師

不問 准看護師

1,000円～1,000円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-52-2371 （従業員数 9人 ）

パート労働者 32050-  816791 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ

不問

800円～850円

年齢不問

TEL 0854-52-2371 （従業員数 9人 ）

パート労働者 32050-  817891 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1)17時00分～ 9時00分

800円～800円

省令２号

TEL 0854-52-2811 （従業員数 27人 ）

パート労働者 32050-  818291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 交替制あり 栄養士

不問 (1) 9時00分～13時00分

1,000円～1,200円

年齢不問

TEL 0854-52-2811 （従業員数 28人 ）

パート労働者 32050-  819591 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 変形（１ヶ月単位） 薬剤師

不問 (1) 8時30分～12時30分

1,600円～2,000円 (2)13時30分～17時30分

年齢不問

TEL 0854-45-5111 （従業員数 128人 ）

パート労働者 32050-  820391 就業場所 島根県雲南市

薬剤師（パート） 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

夜間専門介護員 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

栄養士 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

雇用期間の定めなし

看護職員（パート・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）

介護職員（三沢デイサービス） 有限会社　ブルーム 島根県仁多郡奥出雲町下横田８９３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

土木施工管理者 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

生活支援員（正職員・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・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

生活介助員（山楽園：交替制あ
り）

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・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

調理員（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・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

看護職員（むらくも） 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）

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ヶ月以上）

看護補助者（正職員） 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

雇用期間の定めなし

介護員（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

准看護師（正職員・透析看護業
務）

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

看護師（正職員・透析看護業務） 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

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）

看護助手（正職員） 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

℡ 0854-42-0751

ハローワーク雲南

（雲南公共職業安定所）◎ 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-  821691 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 9時45分～18時00分

136,000円～156,800円 (2) 9時45分～19時00分

年齢不問 (3)13時30分～22時00分

TEL 0854-40-0620 （従業員数 42人 ）

正社員以外 32050-  843291 就業場所 島根県雲南市

時給

不問

800円～850円

年齢不問

TEL 0854-45-3610 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050-  844591 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 中型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

205,000円～260,000円

年齢不問

TEL 0854-54-2535 （従業員数 20人 ）

正社員 32050-  845191 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

収集運搬作業員（運転手含む）＜
現場責任者＞

エイチ・アール 島根県仁多郡奥出雲町三成１６６２－１－１－１１
６

雇用・労災

雇用期間の定めなし

電話オペレーター（テクニカルサ
ポート課／アルバイト）

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

紳士服・婦人服販売スタッフ はるやま商事　株式会社　島根三
刀屋店

島根県雲南市三刀屋町三刀屋６４－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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）


