
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） 介護福祉士

18歳～59歳 (1) 8時50分～17時00分 介護職員初任者研修

154,000円～174,200円 (2)16時50分～ 9時00分 介護職員実務者研修

省令２号

TEL 0854-42-3660 （従業員数 60人 ）

正社員 32050- 1156091 就業場所 島根県松江市 厚生年金基金

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

875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- 1157391 就業場所 島根県雲南市

時給 交替制あり

不問 (1) 6時30分～15時00分

850円～850円 (2) 8時30分～17時00分

年齢不問 (3)10時30分～19時00分

TEL 0854-42-9000 （従業員数 58人 ）

パート労働者 32050- 1158691 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

35歳以下 (1) 8時50分～17時50分

165,000円～180,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-0368 （従業員数 20人 ）

正社員 32050- 1159991 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- 1160891 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～16時30分

800円～900円

年齢不問

TEL 0854-42-0202 （従業員数 10人 ）

パート労働者 32050- 1163191 就業場所 島根県松江市

月給 変形（１年単位） 準中型自動車免許

不問 (1) 7時30分～16時30分 フォークリフト技能者

170,000円～170,000円

年齢不問

TEL 0854-42-0202 （従業員数 20人 ）

正社員以外 32050- 1164091 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20分

219,200円～305,600円

省令１号

TEL 0854-42-0754 （従業員数 5人 ）

正社員 32050- 1166691 就業場所 島根県雲南市

月給 準中型自動車免許

64歳以下 (1) 8時00分～17時30分 中型自動車免許一種

183,000円～206,000円

省令１号

TEL 0854-42-1939 （従業員数 3人 ）

正社員 32050- 1167991 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～15時00分

968円～968円

年齢不問

TEL 0854-42-9499 （従業員数 41人 ）

パート労働者 32050- 1168491 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～12時00分

900円～1,000円 (2) 8時30分～15時00分

年齢不問

TEL 0854-42-9499 （従業員数 41人 ）

パート労働者 32050- 1169791 就業場所 島根県松江市

日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

195,500円～276,000円

年齢不問

TEL 0854-45-2710 （従業員数 3人 ）

正社員 32050- 1170591 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 薬剤師

2,500円～3,000円 (2)15時30分～18時00分

年齢不問

TEL 0854-45-5700 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050- 1171191 就業場所 島根県雲南市

月給 自動車整備士（３級）

不問 (1) 8時30分～17時30分

160,000円～280,000円

年齢不問

TEL 0854-45-2805 （従業員数 6人 ）

正社員 32050- 1172091 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

173,000円～196,000円

省令１号

TEL 0854-47-7176 （従業員数 68人 ）

正社員 32050- 1173391 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 7人 ）

正社員 32050- 1174691 就業場所 鳥取県米子市

月給 変形（１週間単位非定型的） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 9時30分～19時00分

180,000円～250,000円

省令１号

TEL 0854-45-2288 （従業員数 7人 ）

正社員 32050- 1175991 就業場所 島根県出雲市

家電量販店販売スタッフ 株式会社　ダイイチ雲南家電 島根県雲南市三刀屋町下熊谷８５１－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

製造管理責任者 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

エリアマネージャー（米子勤務） 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

薬剤師 株式会社　大耀堂（大耀堂薬局） 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１６２５－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

自動車整備工 有限会社　柳原モーター 島根県雲南市三刀屋町乙加宮４６７－２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

定期清掃員（雲南、出雲、松江市
内）

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 雇用・労災

雇用期間の定めなし

土木作業員 有限会社　別所土建 島根県雲南市三刀屋町殿河内４４－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

配送業務及び倉庫管理業務 株式会社　内田 島根県雲南市木次町山方１１３３－５０ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

事務員 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 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

ドライバー（４ｔ以下・準中型） 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）

木製建具、家具の製造 有限会社　野津木工所 島根県雲南市木次町里方９７４－５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

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

部品検品・梱包作業員（宍道） 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

雇用期間の定めなし

調理員＜急募＞ 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）

教習指導員 有限会社　難波支店 島根県雲南市木次町里方４８９－１ 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・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

所在地・就業場所

介護スタッフ（ケアセンター喜
南）

医療法人同仁会　介護老人保健施
設ケアセンタ－きすき

島根県雲南市木次町山方１１１１番地

℡ 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。

時給

不問 (1) 6時00分～12時00分

800円～850円 (2) 6時30分～13時30分

年齢不問 (3)15時00分～18時00分

TEL 0854-49-9170 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050- 1176491 就業場所 鳥取県米子市

月給 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 6時00分～15時00分

130,000円～158,000円 (2) 8時30分～17時30分

省令１号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-45-0251 （従業員数 51人 ）

正社員 32050- 1177791 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許ＡＴ

60歳以上 (1) 8時00分～17時00分

167,000円～167,000円

省令３号のニ

TEL 0854-45-0251 （従業員数 51人 ）

正社員以外 32050- 1179291 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～12時00分

770円～870円 (2)14時00分～17時00分

年齢不問 (3)16時00分～19時00分

TEL 0854-45-0251 （従業員数 51人 ）

パート労働者 32050- 1180091 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

182,000円～220,000円

省令１号

TEL 0854-42-5318 （従業員数 78人 ）

正社員 32050- 1197191 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） フォークリフト技能者

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分 中型自動車免許一種

182,000円～220,000円

省令１号

TEL 0854-42-5318 （従業員数 78人 ）

正社員 32050- 1200191 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～320,000円

省令３号のイ

TEL 0854-49-8650 （従業員数 3人 ）

正社員 32050- 1181391 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

35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

205,000円～265,000円

省令３号のイ

TEL 0854-49-6637 （従業員数 15人 ）

正社員 32050- 1182691 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)19時00分～22時00分

900円～900円

年齢不問

TEL 0854-49-9517 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050- 1183991 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)10時10分～16時25分

859円～859円

年齢不問

TEL 0854-49-6543 （従業員数 57人 ）

パート労働者 32050- 1184491 就業場所 島根県雲南市

時給 美容師

不問

850円～1,100円

年齢不問

TEL 0854-43-2378 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050- 1185791 就業場所 島根県雲南市

月給 美容師

不問 (1) 9時00分～18時30分

200,000円～230,000円 (2) 8時30分～18時30分

年齢不問

TEL 0854-43-2378 （従業員数 4人 ）

正社員 32050- 1186891 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～16時00分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-43-8181 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050- 1187291 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

171,000円～301,000円

年齢不問

TEL 0854-43-5997 （従業員数 5人 ）

正社員 32050- 1188591 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～1,200円

年齢不問

TEL 0854-43-9174 （従業員数 15人 ）

パート労働者 32050- 1189191 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ＡＴ

18歳以上 (1)17時00分～ 9時00分

952円～952円

省令２号

TEL 0854-43-8880 （従業員数 26人 ）

パート労働者 32050- 1190691 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問

930円～1,100円

年齢不問

TEL 0854-43-8880 （従業員数 26人 ）

パート労働者 32050- 1191991 就業場所 島根県雲南市

夜間介護職員 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

介護職員 株式会社　如水舎 島根県雲南市大東町養賀７７２番地１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

電気通信設備工事及び消防設備工
事作業員

石原通信システム株式会社 島根県雲南市大東町飯田１３２－５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

看護師または准看護師 医療法人社団　蛍雪会
（はまもと内科クリニック・デイ
ケアはまもと）

島根県雲南市大東町大東２４１６－６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

美容師 有限会社　みつや美容室 島根県雲南市大東町飯田９１－１４ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

アミューズメントパークスタッフ 株式会社　丸隆 島根県雲南市大東町下佐世１００１－５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

部品加工補助作業 株式会社　山光 島根県雲南市加茂町猪尾２９７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

美容師 有限会社　みつや美容室 島根県雲南市大東町飯田９１－１４ 労災・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

ルートセールス（営業） 株式会社　キンヤ 島根県雲南市加茂町東谷１８２一１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

繊維製品の裁断オペレータ（平
日・夕方）

杉原カッティング 島根県雲南市加茂町加茂中３３０－８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

梱包・配送作業員 株式会社ゼンキンメタル 島根県雲南市木次町里方１０７９番地１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

電気工事作業員 栂電設　株式会社 島根県雲南市加茂町宇治４４９－２番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

厨房業務補助員 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 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

精密板金加工オペレーター 株式会社ゼンキンメタル 島根県雲南市木次町里方１０７９番地１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

厨房職員（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

介護職（嘱託社員） 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

調理補助（白鳳） 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
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℡ 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） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

176,000円～264,000円

年齢不問

TEL 0854-72-0102 （従業員数 5人 ）

正社員 32050- 1192491 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問 (1) 8時10分～14時55分

800円～800円 (2) 9時00分～15時55分

年齢不問

TEL 0854-73-0131 （従業員数 19人 ）

パート労働者 32050- 1193791 就業場所 島根県大田市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

770円～1,000円 (2) 6時30分～15時30分

年齢不問 (3) 7時00分～16時00分

TEL 0854-72-9373 （従業員数 30人 ）

パート労働者 32050- 1194891 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 6時30分～ 8時00分

770円～900円 (2) 6時30分～12時00分

年齢不問 (3) 6時30分～15時00分

TEL 0854-72-9373 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050- 1195291 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 普通自動車免許一種

30歳以下 (1) 8時30分～18時00分

155,000円～190,000円

省令３号のイ

TEL 0854-72-0321 （従業員数 8人 ）

正社員 32050- 1196591 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） 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- 1198091 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

50歳以下 (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- 1199391 就業場所 島根県飯石郡飯南町

日給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～16時50分

172,800円～302,400円

年齢不問

TEL 0854-56-0234 （従業員数 83人 ）

正社員以外 32050- 1201091 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 0854-52-0100 （従業員数 68人 ）

パート労働者 32050- 1202391 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 16人 ）

正社員 32050- 1203691 就業場所 鳥取県日野郡日野町

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

69歳以下 (1) 8時00分～17時00分

184,000円～230,000円

省令１号

TEL 0854-52-9233 （従業員数 18人 ）

正社員 32050- 1204991 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ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

135,450円～172,000円

年齢不問

TEL 0854-54-2248 （従業員数 12人 ）

正社員以外 32050- 1205491 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ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

133,875円～144,500円

年齢不問

TEL 0854-54-2248 （従業員数 12人 ）

正社員以外 32050- 1206791 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

187,000円～242,000円

年齢不問

TEL 0854-53-9078 （従業員数 15人 ）

正社員 32050- 1207891 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 交替制あり

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- 1208291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1) 9時00分～15時00分

800円～850円

年齢不問

TEL 0854-52-2371 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32050- 1209591 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～900円

年齢不問

TEL 0854-52-2371 （従業員数 16人 ）

パート労働者 32050- 1210391 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

介護職員（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 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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）

調理員（ふるさとの家） 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）

通信販売事務員（臨時職員） 奥出雲仁多米　株式会社 島根県仁多郡奥出雲町高尾１７８７－２２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

土木作業員 有限会社　蔦川土木 島根県仁多郡奥出雲町大馬木１９６６－３８ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

土木作業員（経験者） 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

一般販売事務員 奥出雲仁多米　株式会社 島根県仁多郡奥出雲町高尾１７８７－２２ 雇用・労災・健康・
厚生

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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

一般作業員（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

介護職員（平成３１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

鋳仕上げ工 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

電気・ガス工事、水道工事、リ
フォーム作業員

有限会社　槙原商事 島根県飯石郡飯南町頓原１５９２一１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

保育士（平成３１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

介護職員（あゆみの杜） 株式会社　あゆみ 飯石郡飯南町頓原　１０７０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

調理員（あゆみの杜） 株式会社　あゆみ 飯石郡飯南町頓原　１０７０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

トラック運転手・配送員 株式会社　堀江運送 島根県飯石郡飯南町頓原１６１０－２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

コントロールケーブルの組立 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・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 看護師

不問 准看護師

1,000円～1,200円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0854-52-2371 （従業員数 10人 ）

パート労働者 32050- 1211691 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30分～17時00分

160,000円～200,000円

省令１号

TEL 0854-54-0070 （従業員数 1人 ）

正社員 32050- 1212991 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

1,000円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-54-0070 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32050- 1213491 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時00分

850円～850円 (2) 8時30分～11時00分

年齢不問 (3)14時30分～17時00分

TEL 0854-52-1073 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32050- 1215891 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時15分～17時15分

135,000円～155,000円

年齢不問

TEL 0854-52-1073 （従業員数 8人 ）

正社員以外 32050- 1216291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 交替制あり 看護師

不問 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

170,000円～250,000円 (2) 8時30分～16時00分

年齢不問 (3) 8時30分～13時30分

TEL 0854-42-1116 （従業員数 9人 ）

正社員 32050- 1283591 就業場所 確定給付年金

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

64歳以下 (1) 8時30分～17時30分

150,000円～300,000円

省令１号

TEL 0854-45-5357 （従業員数 11人 ）

正社員 32050- 1217591 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

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

173,250円～207,900円

省令１号

TEL 0854-47-7120 （従業員数 1人 ）

正社員 32050- 1218191 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

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 中型自動車免許一種

180,000円～240,000円

省令１号

TEL 0854-54-1701 （従業員数 11人 ）

正社員 32050- 1220991 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 危険物取扱者（乙種）

不問

870円～870円

年齢不問

TEL 0854-54-1701 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050- 1221491 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

59歳以下 危険物取扱者（乙種）

160,000円～160,000円

省令１号

TEL 0854-54-1701 （従業員数 7人 ）

正社員 32050- 1222791 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

160,000円～160,000円

省令１号

TEL 0854-54-1701 （従業員数 5人 ）

正社員 32050- 1223891 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許一種

不問

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-54-1701 （従業員数 14人 ）

パート労働者 32050- 1224291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 交替制あり

不問 (1) 6時00分～13時00分

770円～800円 (2)14時30分～19時30分

年齢不問

TEL 0854-52-2811 （従業員数 28人 ）

パート労働者 32050- 1226191 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位）

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

140,000円～150,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-1045 （従業員数 26人 ）

正社員 32050- 1227091 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

170,000円～280,000円

省令１号

TEL 0854-56-0146 （従業員数 18人 ）

正社員 32050- 1228391 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 7時00分～16時00分

148,205円～198,360円 (2) 9時00分～18時00分

省令１号 (3)11時00分～20時00分

TEL 0854-42-0076 （従業員数 5人 ）

正社員 32050- 1229691 就業場所 島根県雲南市

重機オペレーター 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

給油所販売員（三刀屋給油所） 難波石油　株式会社 島根県雲南市木次町里方１０７２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

調理スタッフ（シフト勤務） 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 労災

雇用期間の定めなし

工事管理事務 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

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 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

営業・会計事務 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）

ガソリンスタンド販売店員（奥出
雲セルフ）

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）

ガソリンスタンド店員（奥出雲セ
ルフ）

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

営業事務及び軽作業 リサイクルスタジオやまね 雲南市大東町新庄　６７２番地４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

産廃車両運転手 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

看護師・准看護師 医療法人　山根医院 島根県雲南市木次町木次４４０ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

会計事務 しまね中央税理士法人　安部事務
所

島根県雲南市三刀屋町下熊谷１３０１－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

品質管理および事務・営業 ＩＳＫソリューション株式会社 島根県仁多郡奥出雲町三成１３９２番地２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

事務員＜急募＞ ＩＳＫソリューション株式会社 島根県仁多郡奥出雲町三成１３９２番地２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

看護職員（パート） 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）



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） 大型自動車免許一種

59歳以下 (1) 6時00分～15時00分 フォークリフト技能者

206,100円～229,000円

省令１号

TEL 0854-43-4213 （従業員数 14人 ）

正社員 32050- 1230491 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

138,000円～200,000円

省令１号

TEL 0854-62-0068 （従業員数 5人 ）

正社員 32050- 1231791 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

時給 土木施工管理技士２級

59歳以下 (1) 7時30分～16時30分 車両系整地掘削用運転

243,600円～302,400円 普通自動車免許一種

省令１号

TEL 0854-76-3245 （従業員数 12人 ）

正社員 32050- 1232891 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) 7時30分～16時30分 車両系整地掘削用運転

268,800円～336,000円 土木施工管理技士２級

省令１号

TEL 0854-76-3245 （従業員数 12人 ）

正社員 32050- 1233291 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) 8時00分～17時30分

182,000円～300,000円

省令１号

TEL 0854-49-7121 （従業員数 25人 ）

正社員 32050- 1234591 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30分

180,000円～275,000円

省令１号

TEL 0854-49-7121 （従業員数 25人 ）

正社員 32050- 1235191 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30分

182,000円～305,000円

省令１号

TEL 0854-49-7121 （従業員数 24人 ）

正社員 32050- 1236091 就業場所 島根県雲南市 確定拠出年金

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 6時00分～15時00分

160,900円～206,800円 (2) 8時30分～17時30分

省令１号 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0854-72-0214 （従業員数 133人 ）

正社員 32050- 1237391 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

18歳～59歳 (1) 9時00分～18時00分

162,900円～199,400円 (2) 6時30分～15時30分

省令２号 (3) 7時30分～16時30分

TEL 0854-72-0214 （従業員数 120人 ）

正社員 32050- 1238691 就業場所 島根県飯石郡飯南町

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 19人 ）

正社員 32050- 1239991 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

39歳以下 (1) 8時30分～17時30分

160,000円～220,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-8133 （従業員数 14人 ）

正社員 32050- 1240891 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

132,000円～200,200円

省令１号

TEL 0854-53-0001 （従業員数 13人 ）

正社員 32050- 1241291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1)13時00分～17時00分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-43-2151 （従業員数 7人 ）

パート労働者 32050- 1242591 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時00分～13時00分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-43-2151 （従業員数 7人 ）

パート労働者 32050- 1243191 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 その他の建設機械運転

179,200円～268,800円 車両系基礎工事用運転

省令１号

TEL 0854-76-2361 （従業員数 9人 ）

正社員 32050- 1244091 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) 8時00分～17時00分

156,800円～246,400円

省令１号

TEL 0854-76-2361 （従業員数 9人 ）

正社員 32050- 1245391 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 7時00分～16時00分

140,000円～200,000円 (2) 8時00分～17時00分

省令１号 (3)10時30分～19時30分

TEL 0854-57-0800 （従業員数 60人 ）

正社員 32050- 1246691 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

フロントスタッフ 株式会社　奥出雲振興 島根県仁多郡奥出雲町亀嵩３６０９－１ 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 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

一般土木作業員 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

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

雇用期間の定めなし

和菓子の加工 金時堂　株式会社 島根県雲南市大東町大東９７７－４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

デザイン制作オペレーター 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

土木作業員 有限会社　三澤工業 島根県仁多郡奥出雲町小馬木８０２番地４ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

介護職員（正社員） 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

トレーニングウエア仕上スタッフ 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

法面工 株式会社　常松土建 島根県雲南市加茂町神原１３８２番地１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

調理職員 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

現場管理者 株式会社　常松土建 島根県雲南市加茂町神原１３８２番地１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　常松土建 島根県雲南市加茂町神原１３８２番地１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

重機オペレーター・土木作業 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

土木施工管理技術者 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

運転手（１０ｔウィング車） 株式会社　大南 島根県雲南市大東町上佐世２３７番地 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

溶接、仮付工 有限会社　藤原鉄工所 島根県雲南市掛合町掛合１８０１－１ 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 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30分

178,000円～350,000円

省令１号

TEL 0854-49-7126 （従業員数 3人 ）

正社員 32050- 1247991 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) 8時00分～17時00分

140,000円～160,000円

省令１号

TEL 0854-74-0500 （従業員数 39人 ）

正社員 32050- 1248491 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15分～17時00分

136,500円～167,200円

省令１号

TEL 0854-62-1520 （従業員数 8人 ）

正社員 32050- 1249791 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1)10時00分～19時00分

138,880円～156,240円 (2)11時00分～20時00分

省令１号

TEL 0854-74-0717 （従業員数 14人 ）

正社員 32050- 1250591 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～210,000円

省令１号

TEL 0854-74-0034 （従業員数 11人 ）

正社員 32050- 1251191 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町 厚生年金基金

時給

不問 (1) 8時00分～17時00分

800円～1,000円 (2)17時00分～23時00分

年齢不問 (3)23時00分～ 8時00分

TEL 0854-74-0034 （従業員数 11人 ）

パート労働者 32050- 1252091 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1) 8時00分～17時00分

800円～1,000円 (2)17時00分～23時00分

年齢不問 (3)23時00分～ 8時00分

TEL 0854-74-0034 （従業員数 9人 ）

パート労働者 32050- 1253391 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

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 車両系基礎工事用運転

154,000円～253,000円 車両系整地掘削用運転

省令１号

TEL 0854-52-0200 （従業員数 18人 ）

正社員 32050- 1254691 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

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士２級

176,000円～275,000円

省令１号

TEL 0854-52-0200 （従業員数 18人 ）

正社員 32050- 1255991 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

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 建築施工管理技士２級

176,000円～275,000円 建築士（２級）

省令１号

TEL 0854-52-0200 （従業員数 18人 ）

正社員 32050- 1256491 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員

64歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

220,000円～270,000円

省令１号

TEL 0854-73-0362 （従業員数 18人 ）

正社員 32050- 1257791 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

1,237円～1,462円

年齢不問

TEL 0854-73-0362 （従業員数 18人 ）

パート労働者 32050- 1258891 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１ヶ月単位） 薬剤師

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

237,500円～366,500円 (2) 8時30分～12時30分

省令１号

TEL 0854-45-5111 （従業員数 128人 ）

正社員 32050- 1259291 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）

59歳以下 (1) 6時00分～15時00分

144,500円～200,000円 (2) 7時00分～16時00分

省令１号 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0854-45-5111 （従業員数 128人 ）

正社員 32050- 1260091 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

月給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時20分～17時10分

180,000円～250,000円

省令１号

TEL 0854-62-9700 （従業員数 34人 ）

正社員 32050- 1261391 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位）

45歳以下 (1) 8時20分～17時10分

180,000円～250,000円

省令３号のイ

TEL 0854-62-9700 （従業員数 34人 ）

正社員 32050- 1262691 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許ＡＴ

18歳以上 (1)17時00分～ 9時00分

800円～830円

省令２号

TEL 0854-45-5406 （従業員数 22人 ）

パート労働者 32050- 1263991 就業場所 島根県雲南市

生産技術（自動機のメンテナン
ス）

株式会社　協栄ファスナ－工業 島根県雲南市掛合町掛合２４１４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

介護職員（夜間専従職員） 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

雇用期間の定めなし

調理員（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

金属部品加工業務（自動機の保全
業務）

株式会社　協栄ファスナ－工業 島根県雲南市掛合町掛合２４１４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

ケアマネージャー（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

雇用期間の定めなし

薬剤師（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

建築施工管理技士 横田建設株式会社 島根県仁多郡奥出雲町下横田１０５番地５ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

ケアマネージャー（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

重機オペレーター 横田建設株式会社 島根県仁多郡奥出雲町下横田１０５番地５ 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 横田建設株式会社 島根県仁多郡奥出雲町下横田１０５番地５ 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（三成
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

雇用期間の定めなし

コンビニエンスストア店員（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

雇用期間の定めなし

レストランの接客及び調理補助産
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

店舗マネージャー　ファミマ三成
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

食品製造業務 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

きのこ生産作業員（舞茸セン
ター）

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

外構・造園作業に伴う現場管理や
現場作業

株式会社　庭彩 島根県雲南市加茂町加茂中１０４１－５ 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 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1)13時00分～21時00分

1,047円～1,047円 (2)13時30分～21時30分

省令１号

TEL 080-5421-1355 （従業員数 30人 ）

パート労働者 32050- 1268591 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１年単位）

64歳以下 (1) 8時00分～16時50分

135,135円～138,600円

省令１号

TEL 0854-57-0026 （従業員数 20人 ）

正社員 32050- 1264491 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 変形（１年単位）

64歳以下 (1) 8時00分～16時50分

135,135円～138,600円

省令１号

TEL 0854-57-0026 （従業員数 9人 ）

正社員 32050- 1265791 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

39歳以下

167,040円～173,760円

省令３号のイ

TEL 080-5421-1355 （従業員数 30人 ）

正社員 32050- 1266891 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

時給

59歳以下 (1) 6時30分～ 8時30分

1,000円～1,000円

省令１号

TEL 080-5421-1355 （従業員数 30人 ）

パート労働者 32050- 1267291 就業場所 島根県雲南市

時給

59歳以下 (1) 6時30分～ 8時30分

900円～900円

省令１号

TEL 080-5421-1355 （従業員数 18人 ）

パート労働者 32050- 1269191 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-62-0027 （従業員数 7人 ）

パート労働者 32050- 1271991 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～17時00分

137,600円～146,200円

年齢不問

TEL 0854-62-0027 （従業員数 17人 ）

正社員以外 32050- 1272491 就業場所 島根県雲南市

時給 看護師

64歳以下 (1) 9時30分～16時30分 准看護師

1,030円～1,120円 普通自動車免許ＡＴ

省令１号

TEL 0854-52-0896 （従業員数 7人 ）

パート労働者 32050- 1273791 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 看護師

不問 (1) 8時15分～17時15分 准看護師

182,000円～264,000円

年齢不問

TEL 0854-43-8008 （従業員数 36人 ）

正社員 32050- 1274891 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位）

18歳～64歳 (1) 6時30分～14時30分

136,000円～156,800円 (2) 9時45分～18時00分

省令２号 (3)14時30分～23時00分

TEL 0854-40-0620 （従業員数 42人 ）

正社員以外 32050- 1275291 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位）

18歳～64歳 (1) 6時30分～14時30分

148,000円～152,000円 (2) 9時45分～18時00分

省令２号 (3)13時30分～22時00分

TEL 0854-40-0620 （従業員数 42人 ）

正社員 32050- 1276591 就業場所 島根県雲南市

時給

64歳以下 (1) 9時45分～16時00分

850円～980円 (2) 9時45分～17時00分

省令１号 (3) 9時45分～18時00分

TEL 0854-40-0620 （従業員数 42人 ）

パート労働者 32050- 1277191 就業場所 島根県雲南市

時給

64歳以下 (1) 9時45分～12時00分

850円～980円 (2) 9時45分～16時00分

省令１号 (3) 9時45分～17時00分

TEL 0854-40-0620 （従業員数 42人 ）

パート労働者 32050- 1278091 就業場所 島根県雲南市

月給

59歳以下 (1) 8時00分～17時30分

140,000円～168,000円 (2) 8時30分～18時30分

省令１号 (3) 8時30分～13時30分

TEL 0854-43-9174 （従業員数 15人 ）

正社員 32050- 1279391 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

850円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-42-5616 （従業員数 29人 ）

パート労働者 32050- 1280791 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- 1284191 就業場所 島根県雲南市

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）

文字入力事務員 医療法人社団　蛍雪会
（はまもと内科クリニック・デイ
ケアはまもと）

島根県雲南市大東町大東２４１６－６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

介護職員（デイサービス） 特定非営利活動法人　やわらぎ 島根県雲南市木次町里方８４－５３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

コミュニケーター（雲南／カスタ
マーサポート課／パート

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・財形

雇用期間の定めなし

コミュニケーター（雲南／テクニ
カルサポート課／パート

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・財形

雇用期間の定めなし

コミュニケーター（雲南／カスタ
マーサポート課／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

コミュニケーター（雲南／カスタ
マーサポート課／一般職）

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

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

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 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

一般事務とパック詰めスタッフ 株式会社　田部 島根県雲南市吉田町吉田２４０７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

洋菓子の製造・加工品の包装・発
送

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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

仕分け作業（雲南・朝番） ヤマト運輸株式会社　雲南支店 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１３９６－４ 労災

雇用期間の定めなし

仕分け作業（横田・朝番） ヤマト運輸株式会社　雲南支店 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１３９６－４ 労災

雇用期間の定めなし

ミシンオペレーター 有限会社　アイガーニット 島根県仁多郡奥出雲町下阿井　２８５５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

セールスドライバー ヤマト運輸株式会社　雲南支店 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１３９６－４ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

アンカーキャスト／配達ドライ
バー

ヤマト運輸株式会社　雲南支店 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１３９６－４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

縫製作業 株式会社　三澤繊維 島根県仁多郡奥出雲町亀嵩３７－１ 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 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- 1285091 就業場所 島根県雲南市

月給

不問 (1) 8時30分～17時15分

956円～956円

年齢不問

TEL 0854-54-1122 （従業員数 200人 ）

パート労働者 32050- 1286391 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 交替制あり

64歳以下 (1) 9時00分～14時30分

800円～850円 (2)14時30分～19時30分

省令１号

TEL 0854-43-2143 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050- 1288991 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

200,269円～250,288円

省令１号

TEL 0854-42-0172 （従業員数 39人 ）

正社員 32050- 1289491 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

200,269円～250,288円

省令１号

TEL 0854-42-0172 （従業員数 39人 ）

正社員 32050- 1290291 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05分～17時00分

174,000円～207,000円

省令１号

TEL 0854-54-0231 （従業員数 104人 ）

正社員 32050- 1291591 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

64歳以下 (1) 9時00分～15時00分

800円～800円

省令１号

TEL 0854-43-2143 （従業員数 25人 ）

パート労働者 32050- 1292191 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位） 自動車整備士（３級）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 中型自動車免許一種

178,250円～222,900円

省令１号

TEL 0854-43-2303 （従業員数 2人 ）

正社員 32050- 1293091 就業場所 島根県雲南市

時給 大型自動車免許一種

60歳以上

1,125円～1,125円

省令３号のニ

TEL 0854-42-5560 （従業員数 16人 ）

パート労働者 32050- 1294391 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師

55歳以下 (1) 6時30分～17時00分

195,000円～280,000円 (2) 9時00分～17時00分

省令３号のイ

TEL 0854-42-1278 （従業員数 8人 ）

正社員 32050- 1295691 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

188,000円～235,000円

年齢不問

TEL 0854-43-3662 （従業員数 20人 ）

正社員 32050- 1296991 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 車両系基礎工事用運転

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

200,000円～235,000円

年齢不問

TEL 0854-43-3662 （従業員数 20人 ）

正社員 32050- 1297491 就業場所 島根県雲南市

月給 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

205,000円～245,000円

年齢不問

TEL 0854-43-3662 （従業員数 20人 ）

正社員 32050- 1298791 就業場所 島根県雲南市

時給

64歳以下

860円～860円

省令１号

TEL 0854-43-6048 （従業員数 28人 ）

パート労働者 32050- 1299891 就業場所 島根県雲南市

時給

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- 1300991 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～18時00分

800円～800円 (2) 9時00分～13時00分

年齢不問 (3)13時00分～18時30分

TEL 0854-57-0888 （従業員数 11人 ）

パート労働者 32050- 1301491 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 美容師

不問

780円～830円

年齢不問

TEL 0854-52-1089 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050- 1302791 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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 労災

雇用期間の定めなし

美容師 有限会社　ビューティサロンおか
だ

島根県仁多郡奥出雲町稲原６０５―１２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

機械部品加工（３時間） 有限会社　大東電子 島根県雲南市大東町大東２３５４－１ 労災

雇用期間の定めなし

食品スーパー精肉部門スタッフ 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

重機オペレーター 有限会社　佐々木資材 島根県雲南市大東町清田２８９ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

大型ダンプ運転手 有限会社　佐々木資材 島根県雲南市大東町清田２８９ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

准看護師（正職員・透析室勤務）
◎バイト等副業可

雲南なごみクリニック 島根県雲南市木次町里方１０９３番地４７ 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　佐々木資材 島根県雲南市大東町清田２８９ 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　星野モータース 島根県雲南市大東町大東９４０一４ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

大型トラック運転手（６０歳以
上）

株式会社　雲南共同生コン生産会
社

島根県雲南市木次町里方１０９３－１７ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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

雇用期間の定めなし

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

生産設備などの設計導入技術者 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

設備保守保全作業員 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

一般事務員（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）

クリーニング受付係（ハッピード
ライみとや店）

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（マルシェ
リーズ店）

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



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） 中型一種（８ｔ限定）

35歳以下 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種

150,000円～150,000円 (2) 8時30分～15時00分 中型自動車免許一種

省令３号のイ

TEL 0854-45-2636 （従業員数 7人 ）

正社員 32050- 1303891 就業場所

時給

不問 (1)18時00分～ 0時00分

770円～770円 (2)10時00分～18時00分

年齢不問 (3)18時00分～ 2時00分

TEL 0854-45-3630 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050- 1304291 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～16時00分 精神保健福祉士

120,000円～200,000円 介護福祉士

年齢不問

TEL 0854-72-0681 （従業員数 7人 ）

正社員 32050- 1305591 就業場所 島根県飯石郡飯南町 厚生年金基金

時給

18歳以上 (1) 6時00分～ 9時00分

780円～850円 (2)17時00分～ 0時00分

省令２号

TEL 0854-52-9958 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32050- 1306191 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

18歳以上 (1) 6時00分～ 9時00分

780円～850円 (2) 9時00分～17時00分

省令２号 (3)17時00分～22時00分

TEL 0854-57-9222 （従業員数 7人 ）

パート労働者 32050- 1307091 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

45歳以下 (1) 8時00分～17時30分

140,000円～200,000円 (2) 9時00分～18時30分

省令３号のイ

TEL 0854-76-3000 （従業員数 5人 ）

正社員 32050- 1308391 就業場所

日給

不問 (1) 8時00分～17時00分

139,675円～139,675円

年齢不問

TEL 0854-45-5552 （従業員数 0人 ）

正社員以外 32050- 1309691 就業場所 島根県雲南市

日給 交替制あり 保育士

不問 (1) 7時30分～16時15分

163,800円～163,800円 (2) 7時45分～16時30分

年齢不問 (3) 8時15分～17時00分

TEL 0854-40-1000 （従業員数 42人 ）

正社員以外 32050- 1310491 就業場所 島根県雲南市

時給

18歳以上

800円～800円

省令２号

TEL 0854-49-9577 （従業員数 14人 ）

パート労働者 32050- 1311791 就業場所 島根県雲南市

日給 普通自動車免許一種

30歳以下 (1) 8時00分～17時00分

185,600円～290,000円

省令３号のイ

TEL 0854-45-2898 （従業員数 8人 ）

正社員 32050- 1312891 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１ヶ月単位） 中型自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

172,800円～172,800円 (2)11時00分～20時00分

省令１号

TEL 0854-52-1080 （従業員数 10人 ）

正社員 32050- 1313291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

155,000円～223,390円

省令１号

TEL 0854-75-0346 （従業員数 59人 ）

正社員 32050- 1314591 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30分～17時30分 准看護師

155,000円～223,390円 (2) 9時30分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ

省令１号

TEL 0854-75-0346 （従業員数 16人 ）

正社員 32050- 1315191 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時15分～17時00分

172,000円～205,000円 (2) 8時15分～12時00分

省令３号のイ

TEL 0854-42-3013 （従業員数 10人 ）

正社員 32050- 1316091 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 中型自動車免許一種

132,000円～138,600円 (2)15時00分～ 0時00分

省令１号

TEL 0854-42-0814 （従業員数 34人 ）

正社員 32050- 1317391 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) 6時30分～15時30分

132,000円～140,800円 (2) 7時00分～16時00分

省令１号

TEL 0854-42-0814 （従業員数 21人 ）

正社員 32050- 1318691 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

40歳以下 (1) 7時30分～16時30分

132,000円～134,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-0814 （従業員数 21人 ）

正社員 32050- 1319991 就業場所 島根県松江市

運転手（松江・２ｔ車（１ｔ車）
７：３０～）

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

運転手（４ｔ車または大型） 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

運転手（４トン車） 株式会社　雲南物流 雲南市木次町山方１１１４－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

看護職員（正社員） 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

雇用期間の定めなし

浄化槽の維持管理作業および清掃 有限会社　フジハラメンテナンス 島根県雲南市木次町里方９６１－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

運転手（２トン車／３トン車） 有限会社　横田運送 島根県仁多郡奥出雲町横田１１８８－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

ケアマネジャー（ケアプランよし
だ）

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

雇用期間の定めなし

コンビニエンスストアスタッフ 有限会社　野々村水道　ファミ
リーマート雲南加茂店

島根県雲南市加茂町加茂中３６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

クレーン運転助手 有限会社　堀江クレーン 島根県雲南市三刀屋町古城１２８０－１番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

調理員（中央学校給食センター） 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

保育士（臨時職員：加茂こども
園）

雲南市役所 島根県雲南市木次町里方５２１－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

コンビニエンスストアスタッフ 株式会社　加藤商店 島根県仁多郡奥出雲町三成１６６７－９　２－６ 労災

雇用期間の定めなし

営業 有限会社　赤来オートセンター
（ホンダカーズ飯石）

島根県飯石郡飯南町下赤名３０１－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

福祉施設支援員 特定非営利活動法人　晴雲の里 島根県飯石郡飯南町頓原９７２－４ 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 労災

雇用期間の定めなし

し尿汲取作業および浄化槽維持管
理

有限会社　平和衛生社 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１４０４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

インターネットカフェ接客業務 有限会社　サム 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



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）

64歳以下 (1) 6時00分～15時00分

145,000円～181,000円 (2) 6時30分～15時30分

省令１号 (3)10時15分～19時15分

TEL 0854-42-4165 （従業員数 100人 ）

正社員 32050- 1320891 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20分～17時15分

165,000円～281,600円

省令１号

TEL 0854-43-8711 （従業員数 45人 ）

正社員 32050- 1321291 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許一種

不問

800円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-54-2535 （従業員数 2人 ）

パート労働者 32050- 1322591 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

林業作業員 大原森林組合 島根県雲南市大東町下阿用４０１番地１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

作業員 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

調理員（さくら苑：正社員） 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


