
年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

時給

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

126,000円～126,000円

省令１号

TEL 0854-43-2151 （従業員数 7人 ）

正社員 32050-  924591 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

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 自動車整備士（３級）

200,000円～300,000円 建設機械整備技能２級

省令１号

TEL 0854-52-1435 （従業員数 16人 ）

正社員 32050-  927391 就業場所 鳥取県日野郡日野町

時給

不問

1,100円～1,200円

年齢不問

TEL 0854-43-2316 （従業員数 12人 ）

パート労働者 32050-  929991 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

59歳以下 (1) 6時30分～15時30分 危険物取扱者（乙種）

180,000円～250,000円 (2)10時30分～19時30分

省令１号 (3)12時00分～21時00分

TEL 0854-43-2316 （従業員数 12人 ）

正社員 32050-  930891 就業場所 島根県雲南市

時給

18歳以上 (1)18時00分～ 0時00分

900円～1,000円

省令２号

TEL 0854-54-2535 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32050-  942091 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

59歳以下 (1) 8時00分～17時30分

160,000円～230,000円

省令１号

TEL 0854-62-0027 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  932591 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許ＡＴ

64歳以下 (1) 8時30分～17時30分

157,793円～157,793円

省令１号

TEL 0854-43-2113 （従業員数 7人 ）

正社員 32050-  934091 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-  935391 就業場所 島根県松江市

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

160,000円～220,000円 (2)21時00分～ 6時00分

年齢不問 (3) 6時30分～15時30分

TEL 0854-47-7622 （従業員数 6人 ）

正社員 32050-  937991 就業場所 島根県雲南市

その他 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1)17時25分～ 8時35分

1,083円～1,417円

省令２号

TEL 0854-52-2371 （従業員数 16人 ）

パート労働者 32050-  939791 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

その他 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1)17時00分～ 9時00分

1,071円～1,071円

省令２号

TEL 0854-49-8426 （従業員数 32人 ）

パート労働者 32050-  943391 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

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

165,750円～243,100円

省令１号

TEL 0854-52-1689 （従業員数 8人 ）

正社員 32050-  945991 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 准看護師

不問 (1) 8時45分～12時45分

1,000円～1,080円

年齢不問

TEL 0854-42-4165 （従業員数 100人 ）

パート労働者 32050-  946491 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

138,880円～138,880円

年齢不問

TEL 0854-42-4522 （従業員数 0人 ）

正社員 32050-  947791 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15分～17時30分

150,000円～180,000円

年齢不問

TEL 0854-54-2150 （従業員数 7人 ）

正社員 32050-  948891 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

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 9人 ）

パート労働者 32050-  949291 就業場所 島根県雲南市

月給 栄養士

59歳以下 (1) 8時20分～17時20分 管理栄養士

164,500円～166,500円 (2) 8時00分～17時00分

省令１号

TEL 0854-45-5552 （従業員数 3人 ）

正社員 32050-  950091 就業場所 島根県雲南市

栄養士、管理栄養士 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・財形

雇用期間の定めなし

一般事務員（経理・総務） 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

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）

准看護師（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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

調理・接客 ｎａｔｕｒａｌ・ｆｏｏｄｓ＆ｇ
ｏｏｄｓ　菜野花

島根県雲南市木次町木次１－５

雇用期間の定めなし

介護職員（夜勤専属） 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

土木作業及びドローン操作業務 有限会社　伊藤建設 島根県仁多郡奥出雲町中村１３６０番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

高速道路での保全作業・ドローン
パイロット・一般土木作業員

株式会社　ＥーＬｉｆｅ 島根県雲南市加茂町東谷５８０－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

夜間介護員（小規模多機能） 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）

商品の配送業務 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

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

ラーメン店での調理補助・接客 エイチ・アール 島根県仁多郡奥出雲町三成１６６２－１－１－１１
６

労災

雇用期間の定めなし

機械メンテナンス、建設現場補助
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

ガソリンスタンド販売員（日祝ア
ルバイト）

株式会社　トヤ商事 島根県雲南市大東町大東２４１７番地５ 労災

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド販売員 株式会社　トヤ商事 島根県雲南市大東町大東２４１７番地５ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

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

自動車および建設機械の整備・点
検（金持工場）

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

所在地・就業場所

和菓子の製造・加工・包装 金時堂　株式会社 島根県雲南市大東町大東９７７－４

℡ 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。

月給 変形（１年単位）

30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 10人 ）

正社員 32050-  951391 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時00分～17時00分

141,040円～141,040円

年齢不問

TEL 0854-52-1215 （従業員数 29人 ）

正社員以外 32050-  952691 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 大型自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～16時30分 小型移動式クレーン

168,000円～252,000円 玉掛技能者

年齢不問

TEL 0854-76-3245 （従業員数 13人 ）

正社員 32050-  953991 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 交替制あり

不問 (1) 8時30分～17時30分

132,440円～132,440円 (2)10時30分～19時30分

年齢不問

TEL 0854-52-1215 （従業員数 29人 ）

正社員以外 32050-  954491 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 トリマー

130,000円～250,000円 (2)10時30分～19時30分

年齢不問

TEL 0854-47-7369 （従業員数 6人 ）

正社員 32050-  955791 就業場所 島根県雲南市

時給 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 6人 ）

パート労働者 32050-  956891 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30分～17時30分

143,220円～143,220円

年齢不問

TEL 0854-45-3737 （従業員数 65人 ）

正社員以外 32050-  957291 就業場所

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問

770円～770円

年齢不問

TEL 0854-45-3737 （従業員数 65人 ）

パート労働者 32050-  958591 就業場所

月給 薬剤師

30歳以下 (1) 8時30分～17時15分

212,000円～244,700円

省令３号のイ

TEL 0854-47-7532 （従業員数 382人 ）

正社員 32050-  959191 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30分～17時30分

160,000円～230,000円

省令３号のイ

TEL 0854-72-0006 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  960691 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１ヶ月単位）

64歳以下 (1) 9時00分～20時00分

200,000円～250,000円

省令１号

TEL 0854-74-0500 （従業員数 0人 ）

正社員 32050-  961991 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30分～17時30分

180,000円～210,000円

省令１号

TEL 0854-72-0006 （従業員数 8人 ）

正社員 32050-  962491 就業場所 島根県飯石郡飯南町

製麺機械オペレーター（製麺工
場）

有限会社　一福 島根県飯石郡飯南町頓原２３２２番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

出雲そば・加工食品等の営業 有限会社　一福 島根県飯石郡飯南町頓原２３２２番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

調理スタッフ＜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

一般事務員 社会福祉法人　有隣会 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１３２６－８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

薬剤師（令和２年度） 雲南市立病院 雲南市大東町飯田９６－１ 公災・健康・厚生

雇用期間の定めなし

トリマー 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

一般事務員 社会福祉法人　有隣会 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１３２６－８ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

販売員：レジスタッフ 株式会社　エーコープ西日本　Ａ
コープよこた

島根県仁多郡奥出雲町横田１０９４－１０ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

トリマー さくら通り動物病院 島根県雲南市三刀屋町三刀屋９５－８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

水産部門員 株式会社　エーコープ西日本　Ａ
コープよこた

島根県仁多郡奥出雲町横田１０９４－１０ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

大型トラック運転手 有限会社　景山建設 島根県飯石郡飯南町上来島７５４－８ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

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


