
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） 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時45分～18時00分

150,000円～200,000円

省令３号のイ

TEL 0854-45-2131 （従業員数 10人 ）

正社員 32050- 1361891 就業場所 島根県雲南市

時給

不問

900円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-52-0066 （従業員数 88人 ）

パート労働者 32050- 1363591 就業場所

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- 1364191 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- 1365091 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- 1366391 就業場所 島根県雲南市

時給 大型自動車免許一種

59歳以下 (1) 7時30分～16時30分 小型移動式クレーン

243,600円～302,400円 玉掛技能者

省令１号

TEL 0854-76-3245 （従業員数 13人 ）

正社員 32050- 1367691 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１年単位）

45歳以下 (1) 8時30分～17時30分

150,000円～200,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-8133 （従業員数 14人 ）

正社員 32050- 1368991 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分 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- 1369491 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位）

64歳以下 (1) 9時45分～18時00分

136,000円～156,800円 (2) 9時45分～19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 ）

正社員以外 32050- 1370291 就業場所 島根県雲南市

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 382人 ）

正社員以外 32050- 1371591 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

190,000円～250,000円

省令１号

TEL 0854-54-1701 （従業員数 22人 ）

正社員 32050- 1372191 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 交替制あり

不問 (1) 6時45分～15時30分

159,200円～159,200円 (2) 8時30分～17時15分

年齢不問 (3)12時15分～21時00分

TEL 0854-47-7532 （従業員数 382人 ）

正社員以外 32050- 1373091 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) 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- 1374391 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- 1375691 就業場所 島根県雲南市

時給

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 4人 ）

パート労働者 32050- 1376991 就業場所 島根県松江市

時給 交替制あり

64歳以下 (1) 9時00分～14時00分

800円～850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- 1377491 就業場所 島根県松江市

時給

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 4人 ）

パート労働者 32050- 1378791 就業場所 島根県松江市

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

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

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）

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

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

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）

コミュニケーター（雲南／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

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）

印刷物製造オペレーター 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

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）

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

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

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）

雇用・労災・健康・
厚生

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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

所在地・就業場所

営業スタッフ ホンダ雲南販売有限会社 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１４６２－１

℡ 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 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- 1379891 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- 1380191 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- 1381091 就業場所 島根県雲南市

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- 1382391 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

59歳以下 (1) 7時30分～16時30分

165,500円～235,000円 (2) 8時00分～17時00分

省令１号 (3) 8時30分～17時30分

TEL 0854-45-5111 （従業員数 128人 ）

正社員 32050- 1383691 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) 7時30分～16時30分

205,000円～270,000円 (2) 8時00分～17時00分

省令１号 (3) 8時30分～17時30分

TEL 0854-45-5111 （従業員数 128人 ）

正社員 32050- 1384991 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） 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- 1385491 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- 1387891 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時00分 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- 1388291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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- 1389591 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- 1390391 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- 1391691 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- 1392991 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

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 17人 ）

正社員 32050- 1393491 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

59歳以下 (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

省令１号

TEL 0854-56-0146 （従業員数 17人 ）

正社員 32050- 1394791 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

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

180,000円～300,000円

省令１号

TEL 0854-56-0146 （従業員数 17人 ）

正社員 32050- 1395891 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

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 17人 ）

正社員 32050- 1396291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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

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

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

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

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

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

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

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）

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

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

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）

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）

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

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）

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）

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）



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 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- 1397591 就業場所 島根県雲南市

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- 1398191 就業場所 島根県出雲市

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1) 8時50分～17時00分 介護職員初任者研修

174,200円～189,400円 普通自動車免許ＡＴ

省令１号

TEL 0854-42-3660 （従業員数 60人 ）

正社員 32050- 1399091 就業場所 島根県松江市

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- 1400891 就業場所 島根県松江市

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- 1401291 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- 1402591 就業場所 島根県雲南市

月給 看護師

64歳以下 (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

省令１号

TEL 0854-52-0896 （従業員数 7人 ）

正社員 32050- 1403191 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) 7時00分～16時00分

770円～870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- 1404091 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～240,000円

省令１号

TEL 0854-54-1701 （従業員数 9人 ）

正社員 32050- 1405391 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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 22人 ）

正社員 32050- 1406691 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00分～17時00分

166,320円～166,320円

年齢不問

TEL 0854-47-7081 （従業員数 20人 ）

正社員 32050- 1409791 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

160,000円～220,000円

省令１号

TEL 0854-42-1045 （従業員数 32人 ）

正社員 32050- 1410591 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

200,600円～265,700円

省令１号

TEL 0854-54-0021 （従業員数 50人 ）

正社員 32050- 1431991 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

64歳以下 (1) 6時00分～15時00分

160,000円～190,000円 (2)13時00分～22時00分

省令１号

TEL 0854-74-0500 （従業員数 0人 ）

正社員 32050- 1407991 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) 6時00分～15時00分

165,000円～220,000円 (2)13時00分～22時00分

省令１号

TEL 0854-74-0500 （従業員数 0人 ）

正社員 32050- 1408491 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分 介護支援専門員

166,500円～232,400円

年齢不問

TEL 0854-52-2567 （従業員数 3人 ）

正社員 32050- 1411191 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00分～17時00分 准看護師

133,000円～149,000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 60人 ）

正社員以外 32050- 1412091 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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）

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

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

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

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

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

電気通信設備（設計・施工） 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

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

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

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

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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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

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

介護スタッフ（喜南・通所リハビ
リテーション）

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 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

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



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

840円～980円

年齢不問

TEL 0854-49-8122 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050- 1413391 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

不問 (1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許一種

132,000円～150,000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 60人 ）

正社員以外 32050- 1414691 就業場所

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- 1415991 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- 1416491 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 建築施工管理技士１級

64歳以下 (1) 7時45分～16時45分 建築施工管理技士２級

200,000円～400,000円 (2) 7時45分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

省令１号

TEL 0854-62-0219 （従業員数 26人 ）

正社員 32050- 1417791 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

135,000円～150,000円

年齢不問

TEL 0854-72-1080 （従業員数 1人 ）

正社員 32050- 1418891 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30分～17時30分

800円～850円

年齢不問

TEL 0854-72-1080 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32050- 1419291 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

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 4人 ）

正社員 32050- 1420091 就業場所 島根県雲南市

日給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時15分

160,800円～160,800円

年齢不問

TEL 0854-47-7000 （従業員数 8人 ）

正社員以外 32050- 1422691 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- 1423991 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

150,000円～200,000円

省令１号

TEL 0854-74-0500 （従業員数 39人 ）

正社員 32050- 1424491 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

160,000円～230,000円

省令１号

TEL 0854-74-0500 （従業員数 39人 ）

正社員 32050- 1425791 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～17時00分

850円～850円

年齢不問

TEL 0854-42-9000 （従業員数 14人 ）

パート労働者 32050- 1426891 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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- 1427291 就業場所 鳥取県米子市

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- 1428591 就業場所 島根県雲南市

日給 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

263,750円～348,150円

省令１号

TEL 0854-72-0154 （従業員数 12人 ）

正社員 32050- 1430691 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） 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 5時40分～14時40分

132,000円～136,400円

省令１号

TEL 0854-42-0814 （従業員数 21人 ）

正社員 32050- 1432491 就業場所 島根県松江市

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

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

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

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 雇用・労災

雇用期間の定めなし

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

もち製造加工業務 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　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

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

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

支援員（臨時職員：おもに農作
業）

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）

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

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

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

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

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）

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

雇用期間の定めなし

（短期：加茂１）放課後児童クラ
ブ支援員補助

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ヶ月未満）



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- 1433791 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

69歳以下 (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

省令１号

TEL 0854-52-9233 （従業員数 17人 ）

正社員 32050- 1434891 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

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

250,800円～296,400円

省令１号

TEL 0854-43-2373 （従業員数 11人 ）

正社員 32050- 1435291 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

64歳以下 (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

省令１号

TEL 0854-76-2361 （従業員数 9人 ）

正社員 32050- 1436591 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

133,056円～138,240円

省令１号

TEL 0854-48-9062 （従業員数 8人 ）

正社員 32050- 1437191 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- 1438091 就業場所 島根県雲南市

時給

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- 1439391 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15分～17時30分

129,000円～160,000円

省令１号

TEL 0854-54-2150 （従業員数 50人 ）

正社員 32050- 1440791 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

64歳以下 (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

省令１号 (3)10時00分～20時00分

TEL 0854-76-9070 （従業員数 11人 ）

正社員 32050- 1442291 就業場所 島根県飯石郡飯南町

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- 1443591 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- 1444191 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- 1445091 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- 1446391 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- 1447691 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- 1448991 就業場所 島根県雲南市

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- 1449491 就業場所 島根県雲南市

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- 1450291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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）

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

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）

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）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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）

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



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 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- 1451591 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- 1452191 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- 1453091 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時15分～17時30分

155,000円～180,000円

省令１号

TEL 0854-54-2150 （従業員数 3人 ）

正社員 32050- 1454391 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- 1455691 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) 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- 1456991 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～64歳 (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２号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0854-54-2200 （従業員数 30人 ）

正社員 32050- 1457491 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位）

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- 1458791 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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- 1459891 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00分～11時00分

1,000円～1,000円 (2)14時30分～17時30分

年齢不問

TEL 0854-43-3129 （従業員数 35人 ）

パート労働者 32050- 1460191 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20分～17時30分

173,500円～210,500円 (2) 6時00分～14時00分

省令１号 (3)14時00分～22時00分

TEL 0854-49-6543 （従業員数 59人 ）

正社員 32050- 1461091 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- 1462391 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問

850円～850円

年齢不問

TEL 0854-43-3129 （従業員数 35人 ）

パート労働者 32050- 1463691 就業場所 島根県雲南市

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- 1464991 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

59歳以下 (1) 7時30分～16時30分

160,000円～279,000円 (2) 8時30分～17時30分

省令１号 (3)11時00分～20時00分

TEL 0854-43-3129 （従業員数 35人 ）

正社員 32050- 1465491 就業場所 島根県雲南市

日給 保健師

不問 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

168,000円～168,000円

年齢不問

TEL 0854-40-1000 （従業員数 15人 ）

正社員以外 32050- 1466791 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 11人 ）

正社員 32050- 1467891 就業場所 島根県雲南市

保健師（育休代替） 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）

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

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 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

介護職員（正職員・あおぞらの
家、とぎしの家）

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

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・厨房補助員 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

雇用期間の定めなし

送迎業務 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

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

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）

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・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・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

経理事務員 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

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）

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・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）



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 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 11人 ）

パート労働者 32050- 1468291 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

160,000円～279,000円

省令１号

TEL 0854-43-3129 （従業員数 19人 ）

正社員 32050- 1469591 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位）

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- 1470391 就業場所 島根県雲南市

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- 1471691 就業場所 島根県雲南市

時給

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 16人 ）

パート労働者 32050- 1472991 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 60人 ）

正社員 32050- 1473491 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許一種

60歳以下 (1) 7時00分～16時10分

154,260円～157,508円 (2)18時50分～ 4時00分

省令１号

TEL 0854-42-2712 （従業員数 35人 ）

正社員 32050- 1474791 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

64歳以下 (1) 8時00分～16時50分 移動式クレーン運転士

177,600円～177,600円 フォークリフト技能者

省令１号

TEL 0854-74-0056 （従業員数 7人 ）

正社員 32050- 1475891 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時00分～17時30分

150,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-43-2033 （従業員数 32人 ）

正社員以外 32050- 1476291 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 7時30分～16時30分

132,440円～132,440円 (2)11時00分～20時00分

年齢不問

TEL 0854-43-2033 （従業員数 32人 ）

正社員以外 32050- 1477591 就業場所 島根県雲南市

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- 1478191 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- 1479091 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- 1480991 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 (1) 8時30分～17時30分

163,400円～172,000円

年齢不問

TEL 0854-42-5616 （従業員数 28人 ）

正社員以外 32050- 1481491 就業場所 島根県雲南市

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- 1482791 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～64歳 (1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

171,900円～195,600円 (2) 8時30分～17時30分

省令２号 (3)10時15分～19時15分

TEL 0854-42-5616 （従業員数 28人 ）

正社員 32050- 1483891 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- 1484291 就業場所 鳥取県日野郡日野町

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

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

介護職員（グループホーム） 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・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）

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・健康・
厚生

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

販売（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）

レジ係及び日配・グローサリー係 株式会社　Ａコープ西日本　だい
とう店

島根県雲南市大東町大東２４２７―１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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

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

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

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

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

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）

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

生活支援員（正職員・野の花、尺
の内農園）

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



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

59歳以下 (1)10時00分～15時00分

770円～800円

省令１号

TEL 0854-48-9062 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32050- 1487091 就業場所 島根県雲南市

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 3人 ）

正社員 32050- 1488391 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- 1489691 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

251,100円～351,020円

省令１号

TEL 0957-76-2109 （従業員数 2人 ）

正社員 32050- 1490491 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位）

35歳以下 (1) 8時00分～18時00分

145,000円～180,000円

省令３号のイ

TEL 0854-47-7435 （従業員数 5人 ）

正社員 32050- 1491791 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- 1492891 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 21人 ）

正社員 32050- 1493291 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- 1494591 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

18歳以上 (1) 8時30分～17時15分

1,168円～1,282円 (2)15時45分～ 9時30分

省令２号

TEL 0854-54-1122 （従業員数 220人 ）

パート労働者 32050- 1495191 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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- 1496091 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- 1497391 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) 7時45分～16時45分 車両系基礎工事用運転

215,000円～260,000円 車両系整地掘削用運転

年齢不問

TEL 0854-72-0103 （従業員数 19人 ）

正社員 32050- 1498691 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

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- 1499991 就業場所 島根県飯石郡飯南町

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- 1500091 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

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- 1501391 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1)10時30分～14時00分

900円～1,000円 (2)18時00分～22時00分

年齢不問

TEL 0854-45-2985 （従業員数 11人 ）

パート労働者 32050- 1502691 就業場所 島根県雲南市

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- 1503991 就業場所 島根県雲南市

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

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）

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

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

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

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

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

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・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

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

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

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 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



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- 1504491 就業場所 島根県飯石郡飯南町

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- 1506891 就業場所 島根県飯石郡飯南町

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- 1507291 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- 1508591 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 交替制あり

30歳以下 (1) 5時50分～14時30分

158,400円～193,000円 (2) 8時00分～16時50分

省令３号のイ (3)14時30分～23時00分

TEL 0854-43-6430 （従業員数 29人 ）

正社員 32050- 1509191 就業場所 島根県雲南市

月給 交替制あり 看護師

18歳～35歳 (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２号 (3)16時30分～ 9時00分

TEL 0854-72-0221 （従業員数 94人 ）

正社員 32050- 1510691 就業場所 島根県飯石郡飯南町 確定拠出年金

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

184,000円～299,000円

省令１号

TEL 0854-42-5431 （従業員数 9人 ）

正社員 32050- 1511991 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 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

省令１号

TEL 0854-42-5431 （従業員数 9人 ）

正社員 32050- 1512491 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- 1513791 就業場所 島根県雲南市

時給

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 10人 ）

パート労働者 32050- 1514891 就業場所 島根県雲南市

月給 交替制あり

不問 (1) 5時15分～14時30分

149,200円～151,200円 (2)10時00分～19時15分

年齢不問 (3) 8時30分～17時45分

TEL 0854-47-7532 （従業員数 382人 ）

正社員以外 32050- 1515291 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

173,000円～196,000円

省令１号

TEL 0854-47-7176 （従業員数 68人 ）

正社員 32050- 1516591 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- 1517191 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

69歳以下 (1) 8時00分～17時00分

160,000円～180,000円

省令１号

TEL 0854-54-1113 （従業員数 12人 ）

正社員 32050- 1518091 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

250,000円～350,000円 普通自動車免許一種

省令１号

TEL 0854-42-0506 （従業員数 21人 ）

正社員 32050- 1519391 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

64歳以下 (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

省令１号

TEL 0854-42-0506 （従業員数 21人 ）

正社員 32050- 1520791 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 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- 1522291 就業場所 島根県雲南市

トリマー 合同会社　さくら通り 島根県雲南市三刀屋町三刀屋９５－８ 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

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

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

一般事務員 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

調理員＜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）

総務／人事／経理関連業務の管理
職

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

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

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

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

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

自動車用ブレーキパッドの製造 クシロブレーキ株式会社　島根大
東工場

島根県雲南市大東町下佐世６６－１ 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

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）

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

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

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



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 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- 1523591 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

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

185,000円～240,000円

省令１号

TEL 0854-54-2535 （従業員数 20人 ）

正社員 32050- 1524191 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30分

850円～950円

年齢不問

TEL 0854-43-6541 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050- 1525091 就業場所

月給 変形（１年単位） 自動車整備士（２級）

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

174,000円～233,000円

省令１号

TEL 0854-54-0123 （従業員数 6人 ）

正社員 32050- 1526391 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 中型一種（８ｔ限定）

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士１級

232,000円～310,000円 土木施工管理技士２級

省令１号

TEL 0854-54-0123 （従業員数 30人 ）

正社員 32050- 1527691 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 中型一種（８ｔ限定）

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

173,000円～250,000円

省令１号

TEL 0854-54-0123 （従業員数 30人 ）

正社員 32050- 1528991 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1) 7時30分～16時30分

1,200円～1,300円

年齢不問

TEL 0854-42-0814 （従業員数 21人 ）

パート労働者 32050- 1529491 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- 1530291 就業場所 島根県雲南市

保育士（産休代替：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）

土木作業員 株式会社　サンエイト 島根県仁多郡奥出雲町三成４４４－１８ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

運送補助スタッフ（臨時） 株式会社　雲南物流 雲南市木次町山方１１１４－３ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

整備エ 株式会社　サンエイト 島根県仁多郡奥出雲町三成４４４－１８ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

土木工事施工管理 株式会社　サンエイト 島根県仁多郡奥出雲町三成４４４－１８ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

収集運搬作業員（運転手含む） 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

事務員 有限会社　ニプコ山陰 島根県雲南市大東町上佐世１１０８番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

トリマー 合同会社　さくら通り 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


