
年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

月給 変形（１年単位）

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 11人 ）

正社員 32050-  964891 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

69歳以下 (1) 8時30分～17時30分

149,700円～190,000円

省令１号

TEL 0854-52-2811 （従業員数 31人 ）

正社員 32050-  966591 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

145,000円～145,000円

省令１号

TEL 0854-47-7176 （従業員数 66人 ）

正社員 32050-  967191 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位）

61歳以下 (1) 8時00分～17時00分

131,200円～139,400円 (2)20時00分～ 5時00分

省令１号

TEL 0854-52-0100 （従業員数 68人 ）

正社員 32050-  968091 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-  969391 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-  970791 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-  971891 就業場所 島根県雲南市

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-  972291 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分

190,000円～303,000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-  973591 就業場所 島根県雲南市

時給 交替制あり

64歳以下 (1) 9時00分～14時00分

800円～900円 (2)14時00分～19時00分

省令１号

TEL 0854-43-2143 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050-  974191 就業場所 島根県雲南市

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-  975091 就業場所 島根県雲南市

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-  976391 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-  977691 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時30分～17時30分

142,567円～142,567円

省令１号

TEL 0854-43-2113 （従業員数 7人 ）

正社員 32050-  978991 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

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

180,000円～240,000円 (2) 8時00分～17時30分

省令３号のイ

TEL 0854-43-6156 （従業員数 35人 ）

正社員 32050-  979491 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-  980291 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-  981591 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

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

土木作業員 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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）

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）

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

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

雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

経理事務員 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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

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

℡ 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 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-  982191 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

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-  983091 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 6人 ）

パート労働者 32050-  984391 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

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-  985691 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-  986991 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

211,000円～274,300円

省令３号のイ

TEL 0854-72-0154 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  987491 就業場所 島根県飯石郡飯南町 厚生年金基金

月給 変形（１年単位） 建築施工管理技士１級

64歳以下 (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

省令１号

TEL 0854-42-0001 （従業員数 12人 ）

正社員 32050-  988791 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

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

200,000円～400,000円

省令１号

TEL 0854-42-5580 （従業員数 10人 ）

正社員 32050-  989891 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

161,700円～231,000円

省令１号

TEL 0854-42-0506 （従業員数 23人 ）

正社員 32050-  990191 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

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

205,000円～260,000円

省令１号

TEL 0854-42-1436 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  991091 就業場所 島根県雲南市

日給 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

179,409円～209,325円

省令１号

TEL 0854-42-0172 （従業員数 39人 ）

正社員 32050-  992391 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

64歳以下 (1) 8時00分～17時20分

150,000円～250,000円

省令１号

TEL 0854-62-0214 （従業員数 6人 ）

正社員 32050-  993691 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

64歳以下 (1) 8時00分～16時45分

180,000円～250,000円

省令１号

TEL 0854-62-0219 （従業員数 26人 ）

正社員 32050-  994991 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２級

64歳以下 (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

省令１号

TEL 0854-62-0061 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  995491 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

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～270,000円

省令１号

TEL 0854-62-0061 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  996791 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

64歳以下 (1) 8時00分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ

154,000円～255,000円

省令１号

TEL 0854-76-9070 （従業員数 4人 ）

正社員 32050-  997891 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

64歳以下 (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

省令１号 (3)13時30分～22時00分

TEL 0854-76-9070 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  998291 就業場所 島根県飯石郡飯南町

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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）

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

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



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） 作業療法士

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

202,100円～220,100円

省令１号

TEL 0854-72-0214 （従業員数 74人 ）

正社員 32050-  999591 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

59歳以下 (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

省令１号 (3) 7時30分～16時30分

TEL 0854-72-0214 （従業員数 13人 ）

正社員 32050- 1000691 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問 (1) 9時00分～18時00分

145,152円～145,152円 (2)13時00分～22時00分

年齢不問

TEL 0854-42-2221 （従業員数 15人 ）

正社員以外 32050- 1001991 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～18時30分

206,000円～234,000円 (2)20時00分～ 6時30分

省令１号

TEL 0854-76-3711 （従業員数 66人 ）

正社員 32050- 1002491 就業場所 島根県飯石郡飯南町

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 7時30分～17時30分

172,800円～194,400円

省令１号

TEL 0854-76-2616 （従業員数 3人 ）

正社員 32050- 1003791 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

178,405円～285,600円 (2) 8時00分～12時00分

省令１号

TEL 0854-72-0102 （従業員数 2人 ）

正社員 32050- 1004891 就業場所 島根県飯石郡飯南町

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

45歳以下 (1) 8時10分～17時10分

149,100円～181,050円

省令３号のイ

TEL 0854-49-9736 （従業員数 18人 ）

正社員 32050- 1005291 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 建築士（２級）

64歳以下 (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

省令１号

TEL 0854-43-6156 （従業員数 35人 ）

正社員 32050- 1006591 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

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～350,000円 (2) 8時00分～17時30分

省令１号

TEL 0854-43-6156 （従業員数 35人 ）

正社員 32050- 1007191 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師

64歳以下 (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

省令１号

TEL 0854-43-8880 （従業員数 30人 ）

正社員 32050- 1008091 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

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

207,000円～276,000円

省令１号

TEL 0854-43-2467 （従業員数 27人 ）

正社員 32050- 1009391 就業場所

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00分

184,000円～230,000円

省令１号

TEL 0854-43-2467 （従業員数 27人 ）

正社員 32050- 1010791 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

59歳以下 (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

省令１号

TEL 0854-54-1701 （従業員数 11人 ）

正社員 32050- 1011891 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

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

160,000円～200,000円

省令１号

TEL 0854-52-1435 （従業員数 14人 ）

正社員 32050- 1012291 就業場所 島根県松江市

月給 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

130,000円～200,000円

省令１号

TEL 0854-52-1242 （従業員数 4人 ）

正社員 32050- 1013591 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

59歳以下 (1) 8時05分～17時00分

205,000円～245,000円

省令１号

TEL 0854-54-0231 （従業員数 104人 ）

正社員 32050- 1015091 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

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～300,000円

省令１号

TEL 0854-52-1435 （従業員数 30人 ）

正社員 32050- 1016391 就業場所

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

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

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

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

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

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

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

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

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・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

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

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

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

フロントスタッフ（おろち湯った
り館）

雲南都市開発　株式会社 島根県雲南市木次町木次９５２－２９ 雇用・労災・健康・
厚生

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

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

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



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 普通自動車免許ＡＴ

18歳～59歳 (1) 8時00分～17時05分

143,775円～203,775円 (2)20時00分～ 5時05分

省令２号

TEL 0854-45-2931 （従業員数 164人 ）

正社員 32050- 1017691 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

69歳以下 (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

省令１号 (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- 1018991 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

69歳以下 (1) 7時30分～16時30分

153,300円～183,500円 (2) 8時30分～17時30分

省令１号 (3)12時00分～21時00分

TEL 0854-52-2811 （従業員数 28人 ）

正社員 32050- 1019491 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

69歳以下 (1) 7時30分～16時30分

132,500円～182,500円 (2) 8時30分～17時30分

省令１号 (3)12時00分～21時00分

TEL 0854-52-2811 （従業員数 28人 ）

正社員 32050- 1020291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 変形（１週間単位非定型的） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

127,296円～149,600円 (2)12時00分～21時00分

省令１号 (3)10時00分～18時00分

TEL 0854-45-5900 （従業員数 17人 ）

正社員 32050- 1021591 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

64歳以下 (1)10時00分～19時15分

140,000円～150,000円

省令１号

TEL 0854-45-3355 （従業員数 9人 ）

正社員 32050- 1023091 就業場所 島根県出雲市

月給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 7時15分～16時00分

165,000円～181,000円 (2) 8時45分～17時30分

省令２号 (3)10時15分～19時00分

TEL 0854-43-3125 （従業員数 70人 ）

正社員以外 32050- 1024391 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) 7時30分～16時30分

165,500円～235,000円 (2) 8時30分～17時30分

省令１号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-45-5111 （従業員数 25人 ）

正社員 32050- 1025691 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

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

205,000円～270,000円 (2)16時15分～ 1時00分

省令１号 (3) 0時30分～ 9時15分

TEL 0854-45-5111 （従業員数 128人 ）

正社員 32050- 1026991 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

日給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

141,798円～144,768円

省令１号

TEL 0854-45-2778 （従業員数 18人 ）

正社員 32050- 1027491 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) 8時45分～17時30分

180,000円～240,000円

省令１号

TEL 0854-45-2709 （従業員数 4人 ）

正社員 32050- 1028791 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00分

178,400円～223,000円

省令１号

TEL 0854-49-6173 （従業員数 2人 ）

正社員 32050- 1029891 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 車両系整地掘削用運転

184,000円～248,400円

省令１号

TEL 0854-45-2918 （従業員数 9人 ）

正社員 32050- 1030191 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位）

64歳以下 (1) 8時00分～17時30分

184,800円～207,900円

省令１号

TEL 0854-45-2453 （従業員数 9人 ）

正社員 32050- 1031091 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- 1032391 就業場所 島根県雲南市

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- 1033691 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- 1034991 就業場所 島根県雲南市

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

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

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

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

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

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

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

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

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

介護員（準職員） 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）

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

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

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

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

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 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）

不問 (1) 8時00分～18時00分

150,000円～220,000円

年齢不問

TEL 0854-47-7435 （従業員数 10人 ）

正社員 32050- 1035491 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- 1036791 就業場所 島根県雲南市

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- 1037891 就業場所 島根県雲南市

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- 1038291 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- 1039591 就業場所 島根県雲南市

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- 1040391 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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- 1041691 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- 1042991 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- 1043491 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- 1044791 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- 1045891 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- 1046291 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- 1047591 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

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- 1048191 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 看護師

64歳以下 (1) 8時45分～17時45分

206,000円～258,200円

省令１号

TEL 0854-42-4165 （従業員数 100人 ）

正社員 32050- 1051491 就業場所 島根県雲南市

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- 1052791 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時30分

145,000円～330,000円

省令１号

TEL 0854-62-0027 （従業員数 18人 ）

正社員 32050- 1053891 就業場所 島根県雲南市

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

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

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

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）

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

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

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）

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

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

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）

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

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）

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）

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

大工見習い＜訓練＞ 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

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



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30分～16時30分

770円～770円

年齢不問

TEL 0854-48-0033 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32050- 1054291 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- 1055591 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位）

69歳以下 (1) 8時15分～17時05分

150,000円～180,000円

省令１号

TEL 0854-62-1418 （従業員数 17人 ）

正社員 32050- 1056191 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- 1057091 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～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- 1058391 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- 1059691 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- 1060491 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- 1061791 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30分

220,000円～280,000円

年齢不問

TEL 0854-45-0160 （従業員数 4人 ）

正社員 32050- 1062891 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- 1063291 就業場所 島根県雲南市

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- 1064591 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) 9時00分～16時00分

800円～850円

年齢不問

TEL 0854-42-0207 （従業員数 10人 ）

パート労働者 32050- 1065191 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

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

180,000円～260,000円

省令１号

TEL 0854-45-2521 （従業員数 51人 ）

正社員 32050- 1067391 就業場所 島根県雲南市 確定拠出年金

月給 中型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

180,000円～220,000円

年齢不問

TEL 0854-42-0169 （従業員数 8人 ）

正社員 32050- 1068691 就業場所 島根県雲南市

月給 建築施工管理技士１級

59歳以下 (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

省令１号

TEL 0854-45-2521 （従業員数 53人 ）

正社員 32050- 1069991 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

59歳以下 (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

省令１号

TEL 0854-45-2521 （従業員数 53人 ）

正社員 32050- 1070891 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

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

180,000円～220,000円

省令１号

TEL 0854-56-0532 （従業員数 8人 ）

正社員 32050- 1071291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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

土木作業員及びドローン業務 有限会社　川角工務店 島根県仁多郡奥出雲町下阿井２２６９ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

４ｔ車運転手 木次運送有限会社 雲南市木次町新市４１３－３ 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　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

業務スタッフ兼ショールームス
タッフ

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

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

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

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）

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

エクステリア（外構）工事現場ス
タッフ

ライフスタイル 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１７３５－１ 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

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）

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

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）

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）

裁断工 有限会社　アイコーソーイング 島根県雲南市掛合町掛合１８０５－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

接客・ガーデニングサポーター 株式会社堀江 島根県雲南市木次町平田４７２ 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

℡ 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） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

160,000円～160,000円

省令１号

TEL 0854-57-0888 （従業員数 11人 ）

正社員 32050- 1072591 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 看護師

不問

1,100円～1,100円

年齢不問

TEL 0854-47-7037 （従業員数 2人 ）

パート労働者 32050- 1073191 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 6時00分～ 9時30分

800円～900円 (2) 6時00分～12時00分

年齢不問

TEL 0854-42-1689 （従業員数 12人 ）

パート労働者 32050- 1074091 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

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

155,100円～253,100円

省令１号

TEL 0854-42-0215 （従業員数 5人 ）

正社員 32050- 1075391 就業場所 島根県雲南市

日給 中型自動車免許一種

不問 (1) 9時30分～15時00分 準中型一種（５トン限

1,000円～1,000円 (2) 9時00分～14時30分 準中型自動車免許

年齢不問

TEL 0854-43-3211 （従業員数 23人 ）

パート労働者 32050- 1076691 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 准看護師

1,161円～1,161円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-54-1221 （従業員数 113人 ）

パート労働者 32050- 1077991 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) 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- 1078491 就業場所 島根県雲南市

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- 1079791 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～64歳 (1) 6時00分～15時00分 普通自動車免許一種

205,000円～265,000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- 1080591 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 普通自動車免許ＡＴ

18歳～64歳 (1) 8時30分～17時30分

850円～1,000円

省令２号

TEL 0854-73-0362 （従業員数 16人 ）

パート労働者 32050- 1081191 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

18歳～64歳 (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- 1083391 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～64歳 (1) 6時00分～15時00分 普通自動車免許一種

205,000円～265,000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- 1084691 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

59歳以下

900円～900円

省令１号

TEL 0854-54-9580 （従業員数 21人 ）

パート労働者 32050- 1085991 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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- 1086491 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

44歳以下 (1) 7時30分～16時30分

156,000円～221,500円 (2) 7時45分～16時45分

省令３号のイ (3) 8時15分～17時15分

TEL 0854-76-2170 （従業員数 54人 ）

正社員 32050- 1087791 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 普通自動車免許ＡＴ

64歳以下 (1) 8時30分～17時30分

790円～830円 (2) 7時00分～16時00分

省令１号 (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- 1088891 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～39歳 (1) 7時00分～16時00分 社会福祉士

149,500円～206,000円 (2) 8時00分～17時00分

省令３号のイ (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-76-2170 （従業員数 58人 ）

正社員以外 32050- 1089291 就業場所 島根県飯石郡飯南町

介護職員（令和２年度） 社会福祉法人　飯南町社会福祉協
議会

島根県飯石郡飯南町野萱１８２６番地２号 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

保育士（令和２年度） 社会福祉法人　飯南町社会福祉協
議会

島根県飯石郡飯南町野萱１８２６番地２号 雇用・労災・健康・
厚生・財形

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

雇用期間の定めなし

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

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

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）

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

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）

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）

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

学校給食車運転手 有限会社　大東運送 島根県雲南市大東町大東１４５１－１１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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）

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

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

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

看護師（単発）（つくし） 社会福祉法人　愛耕福祉会 島根県雲南市加茂町南加茂４１番地３ 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

℡ 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- 1090091 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

64歳以下 (1)14時00分～19時00分

800円～900円

省令１号

TEL 0854-43-2143 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050- 1091391 就業場所 島根県雲南市

時給

64歳以下 (1)16時00分～19時00分

900円～1,000円 (2)17時00分～19時00分

省令１号

TEL 0854-43-2143 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050- 1108991 就業場所 島根県雲南市

時給 栄養士

不問 調理師

980円～1,050円

年齢不問

TEL 0854-49-8122 （従業員数 17人 ）

パート労働者 32050- 1092691 就業場所 島根県雲南市

日給

不問 (1) 8時30分～17時15分

138,960円～138,960円

年齢不問

TEL 0854-62-9550 （従業員数 16人 ）

正社員以外 32050- 1093991 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

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- 1094491 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- 1095791 就業場所 島根県雲南市

時給 交替制あり

不問 (1) 8時00分～13時00分

840円～840円 (2)13時00分～18時00分

年齢不問 (3)14時00分～18時00分

TEL 0854-49-8122 （従業員数 27人 ）

パート労働者 32050- 1096891 就業場所 島根県雲南市

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- 1097291 就業場所 島根県松江市

時給 変形（１年単位）

不問 (1) 7時30分～16時00分

121,275円～189,000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- 1098591 就業場所 島根県雲南市

時給 看護師

59歳以下 普通自動車免許ＡＴ

1,200円～1,600円

省令１号

TEL 0854-47-7215 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32050- 1099191 就業場所 島根県雲南市

時給 作業療法士

59歳以下 理学療法士

1,000円～1,350円 普通自動車免許ＡＴ

省令１号

TEL 0854-47-7215 （従業員数 9人 ）

パート労働者 32050- 1100791 就業場所

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- 1101891 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）

64歳以下 (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

省令１号

TEL 0854-54-1555 （従業員数 20人 ）

正社員 32050- 1102291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 土木施工管理技士１級

64歳以下 (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

省令１号

TEL 0854-54-1555 （従業員数 20人 ）

正社員 32050- 1103591 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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- 1104191 就業場所 島根県雲南市

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- 1105091 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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

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

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

作業療法士・理学療法士 株式会社Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｃ
ａｒｅ
訪問看護ステーション　コミケア

島根県雲南市三刀屋町三刀屋１０６５番地１ 労災

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

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）

看護師 株式会社Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｃ
ａｒｅ
訪問看護ステーション　コミケア

島根県雲南市三刀屋町三刀屋１０６５番地１ 労災

雇用期間の定めなし

児童クラブ育成補助員（通年） 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 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

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

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

調理師・栄養士（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）

一般事務 雲南市・飯南町事務組合 島根県雲南市掛合町掛合１２６１－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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

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 労災

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）



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

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- 1106391 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位） 準中型自動車免許

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 中型一種（８ｔ限定）

163,100円～233,000円 中型自動車免許一種

省令１号

TEL 0854-47-7624 （従業員数 6人 ）

正社員 32050- 1107691 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

1,125円～1,125円

年齢不問

TEL 0854-56-0558 （従業員数 16人 ）

パート労働者 32050- 1109491 就業場所 島根県雲南市

ダンプ運転手 有限会社　荒木資材運輸 島根県仁多郡奥出雲町下阿井１７７８ 労災

雇用期間の定めなし

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

集荷作業員（４ｔトラック運転
手）

株式会社　オオシタ 島根県雲南市木次町里方１１０７－１３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし


