
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

採用人数

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 看護師

231,200円～231,200円

省令１号

TEL 0854-47-7037 （従業員数 26人 ）

正社員 1人 32050- 2155291 就業場所 島根県雲南市

月給 保育士

59歳以下 普通自動車免許（ＡＴ限定）

174,000円～174,000円

省令１号

TEL 0854-47-7037 （従業員数 32人 ）

正社員 2人 32050- 2156591 就業場所 島根県雲南市

日給 保育士

不問 普通自動車免許（ＡＴ限定）

170,926円～170,926円

年齢不問

TEL 0854-47-7037 （従業員数 32人 ）

正社員以外 4人 32050- 2157191 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位） 看護師

不問 (1) 8時40分～18時30分 准看護師

1,200円～1,400円 (2)14時45分～18時30分

年齢不問 (3) 8時40分～13時00分

TEL 0854-45-3387 （従業員数 6人 ）

パート労働者 1人 32050- 2159391 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 9時00分～18時00分

140,000円～140,000円

年齢不問

TEL 0854-43-6890 （従業員数 8人 ）

正社員 1人 32050- 2160791 就業場所 島根県雲南市

時給

不問

1,000円～1,200円

年齢不問

TEL 0854-42-9898 （従業員数 4人 ）

パート労働者 2人 32050- 2161891 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許

不問 (1) 6時30分～10時30分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-42-0660 （従業員数 12人 ）

パート労働者 1人 32050- 2164191 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

64歳以下 (1) 8時00分～16時50分

200,000円～200,000円

省令１号

TEL 0854-74-0056 （従業員数 7人 ）

正社員 1人 32050- 2165091 就業場所 島根県雲南市

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 1人 32050- 2166391 就業場所 島根県雲南市

時給

不問

800円～880円

年齢不問

TEL 0854-42-0711 （従業員数 12人 ）

パート労働者 2人 32050- 2167691 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１年単位）

不問 (1) 9時00分～15時30分

790円～790円

年齢不問

TEL 0854-49-7290 （従業員数 27人 ）

パート労働者 1人 32050- 2168991 就業場所 島根県雲南市

日給

18歳以上 (1)22時30分～ 8時00分

793円～793円

省令２号

TEL 0854-45-5900 （従業員数 17人 ）

パート労働者 1人 32050- 2169491 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20分～17時10分

150,000円～155,000円

省令１号

TEL 0854-62-9700 （従業員数 36人 ）

正社員 1人 32050- 2170291 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時30分～14時00分

850円～950円

年齢不問

TEL 0854-42-1689 （従業員数 12人 ）

パート労働者 1人 32050- 2171591 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許

不問

1,100円～1,500円

年齢不問

TEL 0854-49-7121 （従業員数 25人 ）

パート労働者 2人 32050- 2172191 就業場所 島根県雲南市

日給

不問 (1) 9時30分～16時00分

885円～1,009円

年齢不問

TEL 0854-42-0751 （従業員数 16人 ）

パート労働者 1人 32050- 2174391 就業場所 島根県雲南市

月給 準中型自動車免許

49歳以下 (1) 8時00分～17時00分 ５トン限定準中型自動車免許

160,000円～160,000円 ８トン限定中型自動車免許

省令３号のイ

TEL 0854-45-2328 （従業員数 9人 ）

正社員 1人 32050- 2175691 就業場所 島根県出雲市

雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

保育士（正社員） 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 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

看護師（かもめ保育園またはみな
みかも保育園・正社員）

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

保育士（準職員） 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 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・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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

薬局事務 株式会社　筒井 島根県雲南市大東町飯田２５０－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

タイヤ交換補助作業（臨時） 有限会社　タイヤ館出雲　雲南店 雲南市木次町下熊谷１５４２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

商品の配送＜急募＞ 株式会社　小林茂商店 島根県雲南市木次町里方１３３９－４５ 雇用・労災

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

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 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

販売スタッフ 株式会社　えすみ 島根県雲南市木次町下熊谷１５４５－３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

倉庫等への運搬作業員 株式会社　出雲たかはし 島根県雲南市加茂町東谷３７１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

ホテルナイトフロント（宿直） 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

製品の検査・出荷業務 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

調理補助および配送 倉田産業　株式会社　島根営業所
（パナソニックソーラーシステム
製造株式会社内）

島根県雲南市木次町山方３２０－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

土木作業員（アルバイト） 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

雇用期間の定めなし

事務補助員 雲南公共職業安定所 島根県雲南市木次町里方５１４－２ 雇用・公災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

トラック運転手（斐川営業所） 有限会社　炭谷運送 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１７－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

℡ 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

採用人数

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 準中型自動車免許

49歳以下 (1) 8時00分～17時00分 ５トン限定準中型自動車免許

160,000円～160,000円 ８トン限定中型自動車免許

省令３号のイ

TEL 0854-45-2328 （従業員数 25人 ）

正社員 1人 32050- 2176991 就業場所

時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 7時00分～ 9時00分

1,000円～1,000円 (2)14時00分～16時30分

年齢不問

TEL 0854-49-6121 （従業員数 5人 ）

パート労働者 2人 32050- 2177491 就業場所

時給 介護職員初任者研修修了者

不問 (1) 7時00分～ 9時00分 看護師

1,000円～1,000円 (2)14時00分～16時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問

TEL 0854-49-6121 （従業員数 5人 ）

パート労働者 2人 32050- 2178791 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

64歳以下 普通自動車免許（ＡＴ限定）

170,000円～220,000円

省令１号

TEL 0854-49-9170 （従業員数 4人 ）

正社員 1人 32050- 2179891 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位）

64歳以下 (1) 9時00分～17時00分

150,000円～150,000円

省令１号

TEL 0854-49-9170 （従業員数 4人 ）

正社員 1人 32050- 2180191 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 7時00分～16時00分

1,010円～1,010円 (2) 8時30分～17時30分

省令２号 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0854-45-5406 （従業員数 20人 ）

パート労働者 2人 32050- 2181091 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

50歳以下 (1) 7時30分～16時30分

170,000円～230,000円

省令３号のイ

TEL 0854-62-0018 （従業員数 18人 ）

正社員 2人 32050- 2182391 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

66歳以下 (1) 8時00分～17時00分

169,000円～192,000円

省令１号

TEL 0854-54-1037 （従業員数 9人 ）

正社員 1人 32050- 2183691 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位）

64歳以下 (1) 9時00分～18時00分

235,000円～250,000円 (2)13時00分～21時00分

省令１号 (3)16時00分～21時00分

TEL 0854-40-0620 （従業員数 42人 ）

正社員 2人 32050- 2184991 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問

1,000円～1,200円

年齢不問

TEL 0854-42-9988 （従業員数 11人 ）

パート労働者 2人 32050- 2185491 就業場所

時給 交替制あり

不問 (1) 8時00分～13時00分

910円～1,080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 25人 ）

パート労働者 5人 32050- 2186791 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 32人 ）

パート労働者 1人 32050- 2187891 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 30人 ）

パート労働者 1人 32050- 2188291 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 30人 ）

パート労働者 1人 32050- 2189591 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～15時30分

890円～890円

年齢不問

TEL 0854-43-2360 （従業員数 19人 ）

パート労働者 1人 32050- 2190391 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時30分～16時00分

890円～890円

年齢不問

TEL 0854-43-2360 （従業員数 19人 ）

パート労働者 2人 32050- 2191691 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)10時00分～16時30分

890円～890円

年齢不問

TEL 0854-43-2360 （従業員数 19人 ）

パート労働者 1人 32050- 2192991 就業場所 島根県雲南市

トラック運転手（三刀屋） 有限会社　炭谷運送 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１７－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

送迎車の運転手 特定非営利活動法人　彩 島根県雲南市加茂町加茂中９５５－１　ティハイム
１階

雇用・労災

雇用期間の定めなし

障がい児支援員 特定非営利活動法人　彩 島根県雲南市加茂町加茂中９５５－１　ティハイム
１階

雇用・労災

雇用期間の定めなし

エリアマネージャー（県内外） 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

事務員 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

介護職員（ウェルライフ三刀屋） 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

水耕栽培の栽培管理 有限会社　だんだんファーム掛合 島根県雲南市掛合町掛合４４１８－１ 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 雲南作業商事　有限会社 島根県仁多郡奥出雲町三成１５８８－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

コールセンター管理者（管理職） 株式会社　ジェイハウス　コール
センター事業部

島根県雲南市木次町里方３０－２
　マルシェリーズ　３階

雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

タイヤ交換補助作業員 有限会社　タイヤセンター雲南 島根県雲南市木次町下熊谷１５４２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

児童クラブ育成支援員（通年：加
茂児童クラブ）

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）

ＪＡ支店業務（大東支店） 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）

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

機械部品加工（７時間） 有限会社　大東電子 島根県雲南市大東町大東２３５４－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

税務事務に関する補助業務（９：
００～１５：３０）

大東税務署 島根県雲南市大東町飯田８６番７号 雇用・公災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

税務事務に関する補助業務（９：
３０～１６：００）

大東税務署 島根県雲南市大東町飯田８６番７号 雇用・公災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

税務事務に関する補助業務（１
０：００～１６：３０）

大東税務署 島根県雲南市大東町飯田８６番７号 雇用・公災

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

採用人数

所在地・就業場所

℡ 0854-42-0751

ハローワーク雲南

（雲南公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。

時給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 9時00分～18時30分

800円～800円 (2)10時00分～19時30分

年齢不問

TEL 0854-42-3535 （従業員数 20人 ）

パート労働者 1人 32050- 2193491 就業場所

日給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問

164,430円～164,430円

年齢不問

TEL 0854-47-7037 （従業員数 32人 ）

正社員以外 1人 32050- 2195891 就業場所 島根県雲南市

月給 交替制あり 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 6時00分～15時00分

160,000円～250,000円 (2) 8時00分～17時00分

省令１号 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0854-40-0540 （従業員数 19人 ）

正社員 1人 32050- 2197591 就業場所 島根県雲南市

日給

不問 (1) 8時30分～17時15分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-42-9587 （従業員数 79人 ）

パート労働者 1人 32050- 2198191 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限定）

不問 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-43-6321 （従業員数 27人 ）

正社員 1人 32050- 2199091 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)10時30分～14時30分

800円～890円

年齢不問

TEL 0854-47-7459 （従業員数 2人 ）

パート労働者 1人 32050- 2200891 就業場所 島根県雲南市

時給

64歳以下 (1) 9時00分～15時00分

820円～820円

省令１号

TEL 0854-43-2143 （従業員数 25人 ）

パート労働者 1人 32050- 2201291 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～15時30分

790円～820円

年齢不問

TEL 0854-52-0100 （従業員数 66人 ）

パート労働者 1人 32050- 2202591 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

800円～800円

省令１号

TEL 080-5421-1355 （従業員数 15人 ）

パート労働者 1人 32050- 2203191 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1)15時00分～20時00分

830円～850円

年齢不問

TEL 0854-42-8123 （従業員数 7人 ）

パート労働者 1人 32050- 2204091 就業場所

レジ係 株式会社　Ａコープ西日本　Ａ
コープきすき店

島根県雲南市木次町里方６１４－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

保育補助（準職員／大東） 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 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

調理スタッフ さくらの里株式会社 島根県雲南市木次町山方１１３４番地３１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

一般事務補助員（臨時） 島根県雲南県土整備事務所 島根県雲南市木次町里方５３１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

食品スーパー精肉部門スタッフ 株式会社　グリーンシティー 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

ホールスタッフ（接客業務） ビスト口　オーブ　　　　Ｂｉｓ
ｔｒｏｔ　ａｕｂｅ

島根県雲南市加茂町加茂中１３００－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

インターネット受注・発送業務
（本社）

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

一般事務員 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

荷物発送業務・受付事務（横田） 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

コンビニエンスストアスタッフ ファミリーマート　雲南木次店 島根県雲南市木次町里方１０４３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし


