
職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給 (1)8時00分～17時30分

170,000円

～

（年齢：　59歳以下　） 300,000円

正社員（2人） 32030- 3928731

月給 (1)8時00分～17時00分

200,000円

～

（年齢：　59歳以下　） 290,000円

正社員（1人） 32010- 6098331

月給 (1)8時00分～17時00分

160,000円

～

（年齢：　60歳以上　） 160,000円

正社員以外（1人） 32010- 6100531

月給 (1)8時00分～17時30分

170,000円

～

（年齢：　59歳以下　） 300,000円

正社員（2人） 32030- 3929331

月給 (1)9時00分～18時00分

190,001円

～

（年齢：　59歳以下　） 416,000円

正社員（2人） 13030- 6309931

月給 (1)8時30分～17時30分

220,000円

～

（年齢：　69歳以下　） 260,000円

正社員（1人） 32010- 6150431

時給制

（月額） (1)8時30分～17時30分

1,158円

～

（年齢：　69歳以下　） 1,558円

パート労働者（1人） 32010- 6153631

月給 (1)9時00分～18時00分

175,000円

～

（年齢：　64歳以下　） 235,000円

正社員（1人） 32030- 4023831

月給 (1)8時15分～17時30分

203,000円 (2)8時30分～17時30分

～

（年齢：　不問　） 253,000円

正社員以外（1人） 32030- 3964031

※ハローワークでは随時紹介を行っていますので、求人がすでに取り消されている場合があります。

土木・舗装技術者（出
雲）

○土木・舗装工事の技術管理 
・出来形管理、予算管理 
○施工計画、予算の立案 
※パソコン操作（ＣＡＤ、インターネット）あ
り 
 
※現場エリア：島根県東部 
※土木施工管理技士有資格者優遇 
※未経験者は丁寧に教えます

日発工業株式会社 島根県松江市灘町１－４３

就業場所:出雲市

荘原

（就業場所：従業員数　42　人）

土木・舗装技術者（出
雲）

○土木・舗装工事の技術管理 
・出来形管理、予算管理 
○施工計画、予算の立案 
※パソコン操作（ＣＡＤ、インターネット）あ
り 
 
※現場エリア：島根県東部 
※土木施工管理技士有資格者優遇 
※未経験者は丁寧に教えます 
 

日発工業株式会社 島根県松江市灘町１－４３

就業場所:出雲市

荘原

（就業場所：従業員数　42　人）

看護師 社会福祉法人　ＪＡ
いずも福祉会　みど
りの郷出雲

島根県出雲市所原町２７１５－１

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　51　人）

看護師（出雲市） ・利用者さんに対する看護業務（点滴、注
射ほか） 
・生活介助（身の回りの世話・食事介助
等）など

株式会社ライフサ
ポート山陰

島根県松江市宍道町伊志見４９３番地１

就業場所:出雲市

看護師（出雲市） ・利用者さんに対する看護業務（点滴、注
射ほか） 
・生活介助（身の回りの世話・食事介助
等）など

株式会社ライフサ
ポート山陰

島根県松江市宍道町伊志見４９３番地１

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　25　人）

看護師、准看護
師

看護師、准看護
師

看護師、准看護
師

◇高齢者の看護及び介護業務 
＊バイタル・食事介助・入浴介助・服薬
チェック　等 
 
※夜勤なし

看護職員／正社員【特
別養護老人ホーム潮
風苑】

◇医師の指示に基づき服薬管理、身体状
況の観察等を行うほか、入所者の施設
サービス計画に基づく看護業務等を行う。 
◇薬の分包作業、通院介助 
 
【入所者定員】３０名【短期入所者定員】１
０名 
　平均介護度　４

社会福祉法人　多伎
の郷

島根県出雲市多伎町小田５０番地３

就業場所:出雲市

ＪＲ山陰本線小田

（就業場所：従業員数　42　人）

建築技術者 建築現場においての作業、施工管理業務
又は施工管理業務の見習い 
●現場での作業 
●安全・工程・原価等の施工管理全般 
●現場管理業務 
●現場エリア：主に出雲市内（社用車：ＡＴ
車、ＭＴ車） 
●仕事に必要な資格取得については積極
的に支援します。

岩成工業　株式会社 島根県出雲市大社町杵築西１８２７

就業場所は所在地に同じ

一畑電鉄　出雲大社前

（就業場所：従業員数　15　人）

出雲市／システムエン
ジニア及びプログラ
マー

・アプリケーション開発 
・ＲＰＡ開発 
・上記の付帯作業（客先打合せ、設計、テ
ストほか）

株式会社　アイ
ティープロデュース

東京都台東区上野１－１３－４ エスペラン
ザ湯島９階

就業場所:出雲市

ＪＲ出雲市

（就業場所：従業員数　38　人）

土木技術者 土木現場においての作業、施工管理業務
又は施工管理業務の見習い 
●現場での作業 
●安全・工程・原価等の施工管理全般 
●現場管理業務 
●現場エリア：主に出雲市内（社用車：ＡＴ
車、ＭＴ車） 
●仕事に必要な資格取得については積極
的に支援します。

岩成工業　株式会社 島根県出雲市大社町杵築西１８２７

就業場所は所在地に同じ

一畑電鉄　出雲大社前

（就業場所：従業員数　15　人）

看護師、准看護
師

求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

（就業場所：従業員数　25　人）

℡ 0853-21-8609

出雲公共職業安定所

出雲市塩冶有原町1－59◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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。

◎ 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。

◎ 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。

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。
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職種
年齢

雇用形態・採用人数

※ハローワークでは随時紹介を行っていますので、求人がすでに取り消されている場合があります。

求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 0853-21-8609

出雲公共職業安定所

出雲市塩冶有原町1－59◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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。

◎ 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。

◎ 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。

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。

時給

1,000円

～

（年齢：　59歳以下　） 1,000円 又は8時30分～12時00分の

パート労働者（1人） 32030- 3932831 間の3時間以上

時給 (1)13時00分～17時00分

881円

～

（年齢：　不問　） 881円

パート労働者（2人） 32030- 3959531

時給

920円

～

（年齢：　不問　） 950円 又は8時30分～17時00分の

パート労働者（2人） 32030- 3979631 間の4時間程度

時給 (1)13時00分～17時30分

1,150円 (2)13時45分～18時15分

～

（年齢：　不問　） 1,250円

パート労働者（1人） 32030- 3981831

時給 (1)8時00分～16時00分

938円 (2)9時00分～17時00分

～

（年齢：　不問　） 1,178円

パート労働者（1人） 32030- 3934531

時給 (1)15時00分～18時00分

900円 (2)14時30分～18時00分

～

（年齢：　不問　） 900円 又は8時00分～18時00分の

パート労働者（1人） 32030- 3944331 間の5時間以上

時給 (1)15時00分～18時00分

900円 (2)14時30分～18時00分

～

（年齢：　不問　） 900円 又は8時00分～18時00分の

パート労働者（1人） 32030- 3945631 間の5時間程度

月給 (1)10時30分～19時30分

200,000円

～

（年齢：　不問　） 250,000円 又は8時00分～21時00分の

正社員以外（1人） 32030- 3956031 間の8時間程度

児童クラブ補助員 ◆小学校の児童クラブにおいて子供達の
生活指導等を行います。 
 
※未経験者の方も、親切に指導いたしま
す。 
※児童の健全育成に熱意のある方、お待
ちしています。 
※金曜日の勤務が可能な方歓迎 
 
※随時採用も可能

荘原小児童クラブ運
営委員会

島根県出雲市斐川町神庭２７３

就業場所:出雲市

荘原

（就業場所：従業員数　11　人）

イングリッシュアフター
スクール（学童）／学習
支援

放課後の小学生の学童保育・学習支援
「アフタースクール」事業の運営・事務を行
う方を募集します。・利用児童の学習支
援、送迎・保護者さんとのやりとり（専用ア
プリ「コドモン」使用）・おやつ・消耗品の買
い出しほか 
アフタースクールが午後３時からのため、
それまでは学習準備、事務作業、買い出
しなどを行います。夏・冬・春休みは午前
中から学童開始のため、シフト制で他の
先生と分担して業務を行います。また、公
園や課外活動への引率もあります。

株式会社　ＡＵＤＡＸ 島根県出雲市今市町１１９０－１１４

就業場所:出雲市

出雲市

（就業場所：従業員数　7　人）

（就業場所：従業員数　4　人）

児童クラブ補助員 ◆小学校の児童クラブにおいて子供達の
生活指導等を行います。 
 
※未経験者の方も、親切に指導いたしま
す。 
※児童の健全育成に熱意がある人お待ち
しています。 
※金曜日の勤務が可能な方歓迎 
 
※随時採用も可能

西野小児童クラブ運
営委員会

島根県出雲市斐川町富村５１９－１

就業場所:出雲市

直江

（就業場所：従業員数　17　人）

保育士 乳幼児の保育業務 社会福祉法人　神門
福祉会　神門保育園

島根県出雲市下古志町４７５番地

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　30　人）

保育士

保育士、幼稚園
教諭免許（専修・
１種・２種）

保育士【一の谷保育
園】

◇保育士業務に従事していただきます。 
＊主担任の補助業務　等 
＊担当クラスは相談により決定します。 
 
※現在１３２名の園児が在籍しています。 
 
　　　 

社会福祉法人　出雲
南福祉会

島根県出雲市大津町３６２２番地１

就業場所:出雲市

三刀屋出雲線寿生病院入口バス停

（就業場所：従業員数　33　人）

技能補佐員（薬剤部／
午後）

医学部附属病院薬剤部での薬剤関連業
務の補助 
・調剤業務補助 
・薬品在庫管理 
・集計・帳票整理等 
 
※令和５年４月以降できるだけ早い時期：
１名募集 
　令和５年６月以降できるだけ早い時期：
１名募集 

国立大学法人　島根
大学　医学部

島根県出雲市塩冶町８９－１

就業場所は所在地に同じ

ＪＲ出雲市

（就業場所：従業員数　1880　人）

看護助手 検査器具の準備、洗浄、消毒、片付け。 
備品管理。掃除。

永岡内科医院

（就業場所：従業員数　26　人）

保育士

島根県出雲市塩冶町１１５６

保育士

◇０歳児～５歳児の保育・洗濯作業・清掃
等 
＊園児数：４５名 
 
＊６０歳以上の方の応募も歓迎します。 
 
＊応募前見学歓迎します。 
 
＊土曜日は月１回程度の勤務です。

社会福祉法人　神奈
福祉会　わらべのう
ち保育園

島根県出雲市斐川町神氷２８６１－８

就業場所は所在地に同じ

直江

就業場所は所在地に同じ

出雲市
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職種
年齢

雇用形態・採用人数

※ハローワークでは随時紹介を行っていますので、求人がすでに取り消されている場合があります。

求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 0853-21-8609

出雲公共職業安定所

出雲市塩冶有原町1－59◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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。

◎ 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。

◎ 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。

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。

時給 (1)19時20分～21時30分

1,400円

～

（年齢：　59歳以下　） 1,400円

パート労働者（1人） 32030- 3966231

月給 (1)8時30分～17時15分

160,000円

～

（年齢：　59歳以下　） 180,000円

正社員（1人） 32030- 3931031

時給 (1)10時00分～17時00分

900円

～

（年齢：　不問　） 1,200円 又は9時30分～19時00分の

パート労働者（2人） 26080- 4485231 間の5時間以上

月給 (1)8時20分～17時30分

170,000円

～

（年齢：　40歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 32030- 3958231

月給 (1)7時55分～17時00分

153,000円

～

（年齢：　40歳以下　） 173,000円

正社員（1人） 32030- 3915031

月給 (1)9時30分～19時00分

170,000円 (2)8時30分～18時00分

～

（年齢：　59歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 32030- 3919431

日給制

（月額） (1)8時30分～17時15分

150,100円

～

（年齢：　不問　） 182,800円

正社員以外（1人） 32030- 3914131

国土交通省　中国地
方整備局　出雲河川
事務所

島根県出雲市塩冶有原町５丁目１番地

就業場所は所在地に同じ

出雲市

（就業場所：従業員数　86　人）

事務補助職員【期間業
務職員】

＊来客・受付および電話の対応　 
＊データ入力 
＊事務用品の管理 
＊図面着色、折り 
＊職員の勤務時間管理・入力 
＊旅費の事務手続き・入力　　 
＊各種資料作成、整理、コピー・配布　等 

事務職 ○パソコン入力 
○受発注業務 
○電話応対 
○その他　会社業務全般

株式会社　コニシ 島根県出雲市塩冶町１２２５－３９

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　17　人）

【ケイスマイル出雲店】
事務スタッフ（営業サ
ポート）

島根県下最大級の自動車総合サービス
店舗『ケイスマイル出雲店』で、書類作成
や受付業務データー入力等、営業のサ
ポート事務をご担当いただきます。 
■書類作成 
■電話、メール対応 
■受付対応 
■納車スケジュール管理 
■営業のサポート業務 
 
未経験者歓迎！車の知識がなくても大丈
夫です。一から丁寧にお教えしますので
是非ご応募ください！

株式会社　Ｙ’Ｓ　Ｇ
ＡＲＡＧＥ

京都府宇治市槇島町三十五　３８－１

就業場所:出雲市

山陰本線　荘原

（就業場所：従業員数　17　人）

事務員【出雲工場】

個別指導塾講師　【出
雲中央校】

◇中学生の個別指導（講師１：生徒２） 
 
　中学国語・数学・英語・理科・社会の５教
科の指導 
 
※経験の有無は問いません。 
※教員免許は必要ありません。 

個別指導塾　トライ
プラス【昭和開発工
業　株式会社】

島根県出雲市平田町５７１－３

就業場所:出雲市

一般事務　※増員急募 一般事務業務 
＊パソコンで顧客登録、売上伝票、仕入
伝票等を入力 
（ブリヂストン用のソフト使用） 
＊電話応対、来客対応、お茶出し　等 
＊日用品の買い出しあり（社用車使用：Ａ
Ｔ車） 
 
◆車および車に付随する事に興味のある
方歓迎 
◆お客様に笑顔で感じよく接客できる方を
希望 
◆男女問わずご応募お待ちしています。

有限会社　タイヤ館
出雲

島根県出雲市高岡町５５４番１

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　11　人）

一般事務 ○給与・社会保険関係の事務及びガス管
理・顧客管理を担当 
○それぞれに専用ソフトを使用しますが、
指導を行います。 
○事務所近隣の検針・集金事務も担当し
てもらいます。 
○在事務所中は、お客様の対応も行って
いただきます。

有限会社　杉原本店 島根県出雲市大社町杵築西２４３８番地１

就業場所は所在地に同じ

一畑電鉄　出雲大社前

（就業場所：従業員数　4　人）

（就業場所：従業員数　6　人）

◇工場一般事務（基幹システムを使いま
す） 
　ほとんどがＰＣでの事務です。 
 
※先輩がやさしく指導します。誰でもでき
る作業です。 
　研修、セミナーあります。 
 
※事務経験ある方歓迎、優遇します。 
 
【トライアル雇用併用求人】

株式会社　河内 島根県出雲市長浜町５１６－５０

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　63　人）

3 



職種
年齢

雇用形態・採用人数

※ハローワークでは随時紹介を行っていますので、求人がすでに取り消されている場合があります。

求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 0853-21-8609

出雲公共職業安定所

出雲市塩冶有原町1－59◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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。

◎ 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。

◎ 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。

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。

月給 (1)8時30分～17時15分

136,740円

～

（年齢：　59歳以下　） 144,690円

正社員（1人） 32010- 5985031

月給 (1)8時00分～18時00分

143,300円 (2)8時00分～12時00分

～

（年齢：　59歳以下　） 160,500円

正社員（1人） 32030- 4007831

時給 (1)8時15分～18時30分

860円 (2)8時15分～12時30分

～

（年齢：　不問　） 1,100円

パート労働者（1人） 32030- 3968431

月給 (1)8時00分～17時00分

190,000円

～

（年齢：　59歳以下　） 300,000円

正社員（1人） 32030- 4066831

時給

880円

～

（年齢：　59歳以下　） 1,000円 又は8時30分～17時15分の

パート労働者（1人） 32030- 3952331 間の4時間以上

月給 (1)8時40分～17時20分

183,000円

～

（年齢：　45歳以下　） 183,000円

正社員（1人） 32010- 6083131

月給 (1)7時55分～17時00分

150,000円

～

（年齢：　59歳以下　） 225,000円

正社員（1人） 32030- 3917231

日給制

（月額） (1)7時10分～16時10分

166,320円 (2)16時00分～1時00分

～

（年齢：　18歳～64歳　） 166,320円 又は7時10分～1時00分の間

正社員（2人） 32030- 3942431 の8時間程度

時給

1,000円

～

（年齢：　59歳以下　） 1,000円 又は10時00分～17時00分

パート労働者（1人） 32030- 4067231 の間の4時間程度

一畑電鉄　出雲大社前

（就業場所：従業員数　4　人）

その他の建築工
事関係資格

運行管理者（旅
客）

営業事務（斐川営業
所）

・営業事務（受注、出庫伝票の作成） 
・在庫管理（集金管理） 
・来客応対、電話応対 
・部品の検品、整理等 
・売上伝票発行 
・銀行、郵便局への用務

有限会社　松江自動
車用品商会

島根県松江市西津田１－９－４４

就業場所:出雲市

事務補助 パソコンを使った入力作業を主にしていた
だきます。

株式会社　アツタ 島根県出雲市渡橋町１２１０

就業場所は所在地に同じ

出雲市

（就業場所：従業員数　10　人）

システムオペレーター ◇電話対応・オペレーター 
◇売上金の管理・確認 
◇日報出力業務及び決済端末管理 
◇その他　事務所雑務

出雲中央交通　株式
会社

島根県出雲市枝大津町２２－１

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　7　人）

ＬＰガス業務（検針・集
金営業・配管工事等全
般）

○ＬＰガスの販売に係るメーター検針・集
金・販売営業、ガス関連機器の取付工
事、配管工事も行います。 
資格（ガス・配管・管工事等）の必要な作
業も多いですが、社内、社外での講習会
等を受講してもらい、資格の取得をバック
アップします。

有限会社　杉原本店 島根県出雲市大社町杵築西２４３８番地１

就業場所は所在地に同じ

島根県出雲市下古志町１６８４－１

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　20　人）

医療事務【火・木・土】 ◇医療事務 
◇窓口受付・会計業務、電話応対　等 
◇レセプト請求業務 
 
※未経験者の方には随時指導いたしま
す。 
 
※パソコン操作（ワード・エクセル）できる
方

手納医院 島根県出雲市小山町３００－３

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　7　人）

医療事務員 クリニックでの電話対応、窓口対応など受
付業務全般 
現在は紙カルテですが、２０２３年度に電
子カルテに移行予定 
 
＊レセプト業務については、受付業務が
ある程度出来るようになってから覚えてい
ただきます。

医療法人　北陽クリ
ニック

島根県出雲市荻杼町３２５

就業場所は所在地に同じ

日商簿記３級、
簿記実務検定２
級

（就業場所：従業員数　7　人）

病院の医療事務（ここ
ろの医療センター：出
雲市）

・窓口受付 
・電話応対 
・コンピューター入力 
・診療報酬請求業務 
・診療費の計算や診療報酬の請求に必要
な書類の作成等 
 

株式会社ニチイ学館
松江支店

島根県松江市朝日町４８０－８　松江ＳＫＹ
ビル６Ｆ 　株式会社ニチイ学館　松江支店

就業場所:出雲市

山陰本線　西出雲

（就業場所：従業員数　7　人）

メディカルクラー
ク（医療事務技能
審査）

（就業場所：従業員数　6　人）

会計事務 ◇会計業務における各種書類（試算表、
決算書・内訳書等）の作成 
◇各種会計ソフト入力 
◇確定申告書作成業務の補助 
◇公認会計士業務の補助 
◇接客、電話応対、お茶出し 
◇外出業務が時々あり自家用車使用（ガ
ソリン代別途支給） 
◇事務所清掃　等 
※各種書類（試算表、決算書・内訳書等）
は会計ソフトで入力し、出力された書類の
確認作業となり、作成方法、確認作業は
指導します。 
※接客や電話対応もあるため明るくはつ
らつと対応できる方

有限会社　フォール
シュラーク

島根県出雲市平野町３９３番地

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　9　人）

経理事務 ◇経理ソフトの入力 
◇請求書等の作成 
◇官公庁への提出書類作成（エクセル、
ワード） 
◇電話対・来客対応　等

株式会社　ノリコー
淞南ダイア　出雲営
業所

4 



職種
年齢

雇用形態・採用人数

※ハローワークでは随時紹介を行っていますので、求人がすでに取り消されている場合があります。

求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 0853-21-8609

出雲公共職業安定所

出雲市塩冶有原町1－59◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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。

◎ 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。

◎ 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。

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。

月給 (1)8時30分～17時30分

153,200円

～

（年齢：　不問　） 174,300円

正社員以外（1人） 32030- 4077431

時給 (1)7時30分～11時30分

1,100円

～

（年齢：　不問　） 1,100円 又は7時30分～21時15分の

有期雇用派遣パート（3人） 34010-21302531 間の4時間程度

時給

1,100円

～

（年齢：　不問　） 1,100円 又は9時15分～20時15分の

有期雇用派遣パート（1人） 34010-21303431 間の4時間程度

時給 (1)6時00分～9時00分

900円

～

（年齢：　不問　） 900円

パート労働者（1人） 32030- 3936731

時給 (1)7時00分～12時00分

1,100円

～

（年齢：　不問　） 1,100円

有期雇用派遣パート（1人） 34010-20492931

時給 (1)9時00分～15時00分

880円

～

（年齢：　不問　） 1,050円

パート労働者（1人） 32030- 3937331

時給

1,000円

～

（年齢：　不問　） 1,000円 又は9時00分～20時00分の

パート労働者（1人） 28050- 9558531 間の3時間以上

ベビー用品／販売／出
雲大塚店／０４４１

◎有給休暇・業績に応じた賞与支給もあ
り！ 
西松屋チェーンにて店舗作業全般を行っ
ていただきます。 
・レジ作業、商品の品出し、商品管理、清
掃など 
 
※詳細は面接時に説明いたしますが、ま
ずはご相談ください。 
当社ＨＰもご覧ください。「西松屋　パート」
で検索。

株式会社　西松屋
チェーン

兵庫県姫路市飾東町庄２６６－１

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　7　人）

ベーカリー・カフェのフ
ロア担当（サービス）ス
タッフ

ベーカリー・カフェのフロア担当スタッフと
して、お客様へ商品・サービスの提供を担
当していただきます。 
主な仕事は、商品販売（レジ業務）、品出
し（パン）、食器類の片付け、店内清掃等
です。状況や適性に応じて、飲食製造、洗
い場をサポートしていただくことがありま
す。

株式会社　出西ビ
レッジ

島根県出雲市斐川町出西３３６８

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　12　人）

食品スーパーマーケッ
ト内青果業務／島根県
出雲市

スーパーマーケット店内の青果部門での
お仕事です。 
マニュアルがあり、しっかり研修もあります
ので、 
未経験でも安心です。 
 
＊事前連絡のうえ、ハローワーク紹介状
および履歴書 
（写真貼付）を送付してください。

株式会社　アクオ西
日本

広島県広島市中区八丁堀１５番６号 広島
ちゅうぎんビル５階

就業場所:出雲市

ＪＲ山陰本線　出雲市

（就業場所：従業員数　0　人）

食品レジ／島根県出雲
市

食品売場にてレジ業務・商品補充・製造
補助及びそれに付随する業務をお願いし
ます。 
　 
※週３日より相談可。 
（出勤日は相談に応じます） 
 
※実働４時間程度

株式会社　セレクト 広島県広島市中区八丁堀６－１０ アセンド
八丁堀７Ｆ

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　0　人）

販売・配達員【グリーン
センター】

■酒コーナー全般の業務及びサービスカ
ウンター業務 
・在庫管理業務 
・販売、レジ業務 
・ビールケース、酒ケースの積み下ろし作
業 
・配達（市内）【ビールケース、酒ケースの
運搬あり】 
 
＊社用車は、軽及び普通車の箱バン（ＭＴ
車） 
＊現金の取り扱いがあります。 
＊土・日・祝日出勤できる方。

島根県農業協同組
合　斐川地区本部

島根県出雲市斐川町荘原２１７２－３

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　45　人）

レジ・商品補充等／島
根県出雲市

肌着及び住居用品売り場でのレジ打鍵・
精算・商品補充及び売り場作りなどの業
務をお願いします。 
　 
※週３日より相談可。 
（出勤日は相談に応じます） 
 
※実働４時間程度

株式会社　セレクト 広島県広島市中区八丁堀６－１０ アセンド
八丁堀７Ｆ

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　0　人）

セブンイレブンスタッフ
【出雲白枝町店】

◆レジ・接客業務、店内清掃 
 
◆食品・日用雑貨などの陳列、納品作業 
 
◆業務に慣れた後は、商品の発注も任せ
ます。 
 
◆新商品やキャンペーン商品などの販売
活動も行います。 
 
※笑顔で接客できる方 

セブン‐イレブン出雲
白枝町店

島根県出雲市白枝町８６０番１

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　9　人）

5 



職種
年齢

雇用形態・採用人数

※ハローワークでは随時紹介を行っていますので、求人がすでに取り消されている場合があります。

求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 0853-21-8609

出雲公共職業安定所

出雲市塩冶有原町1－59◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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。

◎ 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。

◎ 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。

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。

月給 (1)9時00分～18時00分

185,900円

～

（年齢：　59歳以下　） 314,900円

正社員（2人） 32030- 3947131

月給 (1)8時30分～17時15分

140,000円

～

（年齢：　不問　） 156,300円

正社員以外（3人） 32030- 3997931

時給 (1)9時00分～15時00分

950円 (2)12時00分～18時00分

～

（年齢：　不問　） 950円

パート労働者（1人） 27010-22479831

月給 (1)8時30分～17時00分

140,000円

～

（年齢：　不問　） 156,300円

正社員以外（3人） 32030- 4000431

時給 (1)11時30分～16時00分

890円 (2)13時00分～17時30分

～

（年齢：　不問　） 890円

パート労働者（1人） 32030- 4041231

時給

860円

～

（年齢：　不問　） 910円 又は9時00分～21時00分の

パート労働者（1人） 32030- 3940231 間の5時間程度

時給

860円

～

（年齢：　64歳以下　） 910円 又は8時00分～20時00分の

パート労働者（1人） 32030- 3941531 間の5時間程度

１００円ショップの販売
スタッフ（ワッツ出雲ラ
ピタ店）

クリーニング受付【塩冶
善行町店】

お客様からのクリーニングの受付業務に
従事していただきます。 
◇お預かりした衣類等の点検、整頓 
◇工場への受け渡し 
◇工場から帰ってきた衣類等の整頓、お
客様への引き渡し 
◇レジ業務 
◇その他

有限会社　阿川ドラ
イセンター

島根県出雲市大津町５８９－４

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　4　人）

クリーニング受付【イオ
ンモール出雲店】

お客様からのクリーニングの受付業務 
◇お預かりした衣類等の点検・整頓、◇工
場への受け渡し 
◇工場から帰ってきた衣類等の整頓 
◇お客様へのお渡し 
◇レジ業務　等 
 
※未経験の方にも基本的なことから丁寧
に指導いたします。

有限会社　阿川ドラ
イセンター

島根県出雲市大津町５８９－４

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　4　人）

ガソリンスタンドスタッフ ガソリンスタンドのスタッフ、給油業務およ
び油外商品の販売業務 
※未経験の方でも丁寧に指導しますの
で、安心してご応募して下さい 
※業務に必要な資格取得など一定条件ク
リアすると正職員登用のチャンスあり 
※資格のない方は、入社後取得を目指し
て頂きます。取得費用の補助あり

島根県農業協同組
合　出雲地区本部

島根県出雲市今市町１０６－１

就業場所:出雲市

出雲市

（就業場所：従業員数　43　人）

医学部ショップでの業
務全般

医学部店で以下の業務を担当して頂きま
す。 
○レジ、接客応対 
○閉店業務 
○商品の発注・品出し・陳列 
○事務作業（各種受付・売り上げ集計
等）　 
○学内への物品の配達・納品書の作成
等 
 
※意欲のある方を希望します。 
 

島根大学生活協同
組合医学部店

島根県出雲市塩冶町８９－１

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　20　人）

グリーンセンター販売
スタッフ

グリーンセンターの販売スタッフ、野菜苗
など種苗類の販売および肥料・飼料の販
売業務 
※未経験の方でも丁寧に指導しますの
で、安心してご応募して下さい 
※業務に必要な資格取得など一定条件ク
リアすると正職員登用のチャンスあり 
※資格のない方は、入社後取得を目指し
て頂きます。取得費用の補助あり

島根県農業協同組
合　出雲地区本部

営業職 ◆本田技研工業生産の四輪自動車の販
売及び中古車の販売業務に従事して頂き
ます。 
他、付随する業務あり（清掃等） 
＊社用車あり（自家用車相談可）

株式会社　ホンダク
リオ西島根　出雲店
（ホンダカーズ西島
根　出雲東店）

島根県出雲市斐川町富村６７５

就業場所は所在地に同じ

直江

（就業場所：従業員数　14　人）

危険物取扱者
（丙種）

１００円ショップでの販売業務（品出し・発
注・接客・レジ） 
（１）商品補充・品出し・商品陳列 
（２）レジ関連業務 
　　　（１００均レジは操作簡単、レジ入門
者にも最適） 
（３）在庫確認と発注作業（品切商品・品薄
商品等を入力） 
（４）お客様へのご案内 
＊完全未経験という方を想定した内容の
研修を実施。 
　未経験の方歓迎 
＊経験を重ねた方、意欲的な方は店舗運
営（特に売場づくり）に 
　積極的に参加可能 
※Ｗａｔｔｓ出雲ラピタ店での勤務（出雲市
役所向かいのラピタ本店２Ｆにあるお店で
す。）

株式会社　ワッツ西
日本販売

大阪府大阪市中央区城見１－４－７０ 住友
生命ＯＢＰプラザビル５階

就業場所:出雲市

山陰本線　出雲市

（就業場所：従業員数　9　人）

島根県出雲市今市町１０６－１

就業場所:出雲市

出雲市

（就業場所：従業員数　22　人）
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職種
年齢

雇用形態・採用人数

※ハローワークでは随時紹介を行っていますので、求人がすでに取り消されている場合があります。

求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 0853-21-8609

出雲公共職業安定所

出雲市塩冶有原町1－59◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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。

◎ 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。

◎ 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。

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。

月給 (1)9時20分～18時00分

190,000円

～

（年齢：　59歳以下　） 250,000円

正社員（2人） 32010- 5977031

月給 (1)8時45分～18時00分

161,000円

～

（年齢：　64歳以下　） 290,000円

正社員（1人） 32010- 5957631

月給 (1)8時15分～16時50分

170,000円

～

（年齢：　35歳以下　） 250,000円

正社員（1人） 32030- 3991231

年俸制

（月額） (1)8時30分～17時30分

214,286円

～

（年齢：　64歳以下　） 250,000円

正社員（1人） 28040- 6188331

時給 (1)8時30分～12時30分

1,000円 (2)13時00分～17時00分

～

（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 32030- 3989131

時給 (1)9時00分～16時00分

1,040円

～

（年齢：　不問　） 1,040円

パート労働者（1人） 32030- 3949831

支援相談員 入所予定者の実地調査・契約 
ケアマネ対応 
入所者及び家族の処遇上の相談等 
 
＊他常勤相談員２名勤務 

社会福祉法人　おお
つか福祉会　介護老
人保健施設　もくもく

島根県出雲市江田町２７８番地

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　103　人）

機能訓練指導員／正
社員／ポラリス出雲

デイサービスでの機能訓練指導員として
のお仕事です。 
 
ご利用者様に元気になっていただき介護
保険なしの生活に戻ってい 
ただくことに共感して頂ける方大歓迎で
す。 
 
リハビリに力を入れ自立支援と在宅維持
を実現するため取り組んで 
おります。 
未経験の方も研修がありますので安心し
て入職して頂けます。 
 
※見学可能　　※日祝出勤手当あり

株式会社　ポラリス 兵庫県宝塚市旭町３丁目９－１ ポラリス本
社ビル　２Ｆ

就業場所:出雲市

北松江線　電鉄出雲市

（就業場所：従業員数　9　人）

法人営業 生命保険会社、不動産会社等の法人向
けに当社製造ファイル及びノベルティの法
人営業 
 
＊入社後は、製造現場で研修がありま
す。 
＊将来的には、１～２ヶ月に１回２～３日
東京等への出張があります。 
 
 
【働き方改革関連認定企業】 
【若年者雇用促進法に基づく「ユースエー
ル認定企業」】

株式会社　ソ　ノ 島根県出雲市東福町１９８４－２

就業場所は所在地に同じ

一畑電鉄　雲州平田

介護福祉士

職業指導員【飾彩房】 障害があるご利用者への職業・就業の指
導・相談対応 
 
◆請負内職作業、自社商品（乾燥わか
め・切干大根等）の製造、 
　野菜の生産・加工等の作業指導及び検
品・納品等をしていただきま　す。 
 
◆自宅・施設から事業所間の送迎（送迎
職員の不在時のみ）。　 
 
※利用者：１５人程度 

有限会社　佐香 島根県出雲市灘分町２０４－２

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　6　人）

柔道整復師、看
護師、理学療法
士

営業 〈営業スタッフ〉マツダブランドの新車・中
古車の販売促進と、営業活動全般になり
ます。 
　
受付、接客、商談、査定、お客様のアフ
ターフォロー、書類作成、各種展示会やイ
ベント企画運営等

株式会社　島根マツ
ダ

島根県松江市東津田町１０８３－１

就業場所:松江市

（就業場所：従業員数　55　人）

（就業場所：従業員数　31　人）

不動産営業スタッフ（出
雲市）

・不動産売買の仲介、新築規格住宅の販
売・請負、リフォーム工事 
の請負や不動産買取査定、それらに伴う
ローン相談、土地建物への 
ご案内、各種説明や情報提供、契約書作
成などを行います。 
・不動産のことなら何でもワンストップで相
談いただけるお店です 
（賃貸の取扱いはありませんが、賃貸との
比較相談など行ってい 
ます） 
 
・お客様の暮らしが、豊かでワクワクしたも
のになるよう一生懸命 
お手伝い頂ける方を募集しています。 
 
※エリア：出雲市内　マイカー使用（行動
手当として補助あり） 
※飛び込み営業、ノルマはありません

西日本ホーム株式
会社

島根県松江市袖師町２番３２号

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　12　人）
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職種
年齢

雇用形態・採用人数

※ハローワークでは随時紹介を行っていますので、求人がすでに取り消されている場合があります。

求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 0853-21-8609

出雲公共職業安定所

出雲市塩冶有原町1－59◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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。

◎ 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。

◎ 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。

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。

時給 (1)9時00分～16時00分

1,090円

～

（年齢：　不問　） 1,090円

パート労働者（1人） 32030- 3960331

時給 (1)14時45分～18時45分

1,000円 (2)8時30分～12時15分

～

（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 32030- 3980031

月給 (1)8時30分～17時30分

184,136円

～

（年齢：　59歳以下　） 247,840円

正社員（1人） 32030- 4021131

月給 (1)19時00分～8時00分

172,000円

～

（年齢：　18歳～69歳　） 193,150円

正社員以外（1人） 32010- 6169731

時給 (1)19時00分～8時00分

900円

～

（年齢：　18歳～69歳　） 950円

パート労働者（1人） 32010- 6172031

月給

157,600円

～

（年齢：　59歳以下　） 176,600円 又は7時00分～20時00分の

正社員（2人） 32030- 4057031 間の8時間

月給 (1)7時00分～16時00分

183,355円 (2)8時30分～17時30分

～ (3)10時00分～19時00分

（年齢：　18歳～64歳　） 228,609円

正社員（1人） 32030- 4003631

ホームヘルパー
２級、介護福祉
士、介護職員初
任者研修修了者

介護福祉士、介
護職員初任者研
修修了者、ホー
ムヘルパー２級

介護福祉士、介
護支援専門員
（ケアマネー
ジャー）

夜勤専門の介護業務 
 
＊週２回程度の勤務ですが、相談に応じ
ます。

株式会社ライフサ
ポート山陰

島根県松江市宍道町伊志見４９３番地１

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　20　人）

介護福祉士、介
護職員実務者研
修修了者、ホー
ムヘルパー１級

介護福祉士、
ホームヘルパー
２級、介護職員
初任者研修修了
者

職業指導員／農作業
【飾彩房】

障害をお持ちの利用者への職業指導 
◆主に農作業の指導（野菜・果物） 
 
※悪天候時には、請け負った作業の確認
や乾燥わかめ等の製造から包装までの作
業の指導をしていただきます。 
 
※利用者：１５人～１８人　うち１～５名の
担当 
 

有限会社　佐香 島根県出雲市灘分町２０４－２

就業場所:出雲市

介護職員（正社員）／
グループホーム水の元

令和２年４月に開所したグループホームで
す。 
利用者さんの日常生活支援及び介助業
務全般を行ってもらいます。 
 
〇具体的な仕事内容 
・食事介助、服薬介助 
・入浴介助、身体の清拭、排泄介助 
・更衣、洗面、整容、衣服の着脱 
・その他法人が運営する事業に関するこ
と

株式会社　結水織 島根県東園町５２９－１

就業場所:出雲市

出雲神西

（就業場所：従業員数　15　人）

介護職員【日勤】 株式会社テーリングが運営する「みずほ
の家」に於ける、老人ホーム及び通所介
護施設の入所者の介護業務
◇食事介助・入浴介助・排泄介助
◇レクレーション
◇清掃
◇その他附随する業務

＊登録定員：有料老人ホーム「みずほ
ホーム」３０名
通所介護施設「みずほの里」２８名／日
「みずほの里らいと」２０名／日
訪問介護事業「みずほの里」
住宅型有料老人ホーム「だんだんみず
ほ」３２名

株式会社　テーリン
グ　みずほの家

島根県出雲市灘分町２３９－６

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　39　人）

夜勤専従介護員（出雲
市）

夜勤専従介護員（出雲
市）

○夜勤専門の介護業務 
 
＊月に１５回程度の勤務 
　（ただし、暦日３０日以下の時は１３～１４
回になる場合があります。） 
 
＊ヘルパー２級以上の資格のない方も応
募してください。 
　採用後、資格取得可能です。社員登用
あり。

株式会社ライフサ
ポート山陰

島根県松江市宍道町伊志見４９３番地１

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　25　人）

サービス提供責任者
【介護ステーションさく
ら】

◇支援が必要なご高齢の方等の家庭を
訪問し、生活の援助を行います。 
◇お互いに時間を共有し、育む事で自己
成長につながり、たくさんの「ありがとう」を
頂く事のできる仕事です。 
◇訪問介護事業のサービス提供責任者と
しての業務です。 
・利用者の相談業務 
・訪問介護計画書の作成 
・事務処理 
・スタッフの管理・指導 
・現場の介護業務のサポート 
・同行訪問 
◇未経験の方も経験豊富な者が指導致し
ます。

介護ステーションさく
ら・デイサービスさく
ら【プライム　有限会
社】

島根県出雲市矢尾町２７３

就業場所は所在地に同じ

一畑電鉄　高浜

（就業場所：従業員数　13　人）

職業指導員 ◇学習スペースでの障害者の職業指導 
　利用者さんと同じ作業を行いながら指導
をしていただきます。

株式会社　ラヴィア
ンローズ

島根県出雲市今市町１３９４

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　12　人）

（就業場所：従業員数　6　人）
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職種
年齢

雇用形態・採用人数

※ハローワークでは随時紹介を行っていますので、求人がすでに取り消されている場合があります。

求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 0853-21-8609

出雲公共職業安定所

出雲市塩冶有原町1－59◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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。

◎ 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。

◎ 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。

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。

月給 (1)7時00分～16時00分

150,500円 (2)8時30分～17時30分

～ (3)10時00分～19時00分

（年齢：　18歳以上　） 180,400円

正社員以外（2人） 32030- 4004931

時給

1,015円

～

（年齢：　不問　） 1,130円 又は7時00分～19時00分の

パート労働者（2人） 32030- 4005131 間の4時間以上

その他 (1)17時00分～9時00分

1,295円

～

（年齢：　18歳以上　） 1,330円

パート労働者（2人） 32030- 4006031

月給 (1)7時00分～16時00分

170,000円 (2)8時00分～17時00分

～ (3)9時00分～18時00分

（年齢：　59歳以下　） 260,000円

正社員（2人） 32030- 4039131

時給 (1)17時30分～9時30分

900円

～

（年齢：　18歳以上　） 900円

パート労働者（1人） 32030- 4059231

時給

900円

～

（年齢：　69歳以下　） 1,200円 又は8時30分～17時30分の

パート労働者（1人） 32030- 4029631 間の4時間程度

日給制

（月額） (1)8時00分～17時00分

189,050円

～

（年齢：　不問　） 189,050円

正社員以外（1人） 32030- 3990831

時給 (1)5時30分～12時00分

1,000円 (2)10時30分～19時30分

～

（年齢：　不問　） 1,100円

パート労働者（1人） 31020- 6004831

介護職員（訪問入浴介
護職員）

介護職員【デイサービ
スあんのん】

◇デイサービスあんのんでのリハビリ業
務 
＊定員１０名・マシン１０台あり 
◇デイサービス利用者の送迎（ＡＴ普通
車、軽自動車） 
 
※記録作成、申請業務にパソコンを使用
します。 

株式会社　ハート 島根県出雲市荻杼町５１９‐１　北陽ビル１
Ｆ

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　30　人）

調理員〈あかりの里高
浜／ショートスティ施
設〉土日休み

老人施設での調理、仕込み、盛付、配膳、
洗浄、後片付け等 
＊食数　２０～３０食程度　 
＊早番・遅番の２人体制 

株式会社　魚国総本
社　京都支社米子事
務所

介護職員【夜勤専属】 ◇夜間の見守り 
◇食事・排泄介助 
◇口腔ケア 
◇服薬介助　検温

株式会社　ひより
（小規模多機能ホー
ムひより）

島根県出雲市斐川町出西１７６７－３

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　17　人）

介護福祉士、
ホームヘルパー
２級

介護職員初任者
研修修了者、
ホームヘルパー
２級、介護福祉
士

ホームヘルパー
２級、介護福祉
士

◇希望者の自宅に訪問して入浴の介助を
行う 
 
※１日４～５件訪問 
 
【働き方改革関連認定企業】

社会福祉法人あす
なろ会　あすなろデ
イサービスセンター

島根県出雲市白枝町３９５－２

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　21　人）

ホームヘルパー
２級、介護職員
初任者研修修了
者、介護福祉士

介護福祉士、介
護職員初任者研
修修了者、ホー
ムヘルパー２級

鳥取県米子市西福原６丁目３－５８
コーポブランシュ１０５

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　4　人）

介護職員（夜勤専属）
※未経験可／グループ
ホーム水の元

令和２年４月に開所したグループホームで
す。 
利用者さんの日常生活支援及び介助業
務全般を行ってもらいます。 
 
〇具体的な仕事内容 
・食事介助、服薬介助 
・起床・就寝介助 
・朝食準備 
・洗濯、清掃業務 
・その他法人が運営する事業に関するこ
と

株式会社　結水織 島根県東園町５２９－１

就業場所:出雲市

出雲神西

（就業場所：従業員数　15　人）

介護職員（パート）※未
経験可／グループホー
ム水の元

令和２年４月に開所したグループホームで
す。 
利用者様の日常生活支援及び介助業務
全般を行ってもらいます。 
 
〇具体的な仕事内容 
・食事介助、服薬介助 
・レクリエーション 
・入浴介助、身体の清拭、排泄介助 
・更衣、洗面、整容、衣服の着脱 
・調理、買い出し 
・その他法人が運営する事業に関するこ
と

株式会社　結水織 島根県東園町５２９－１

就業場所:出雲市

出雲神西

（就業場所：従業員数　15　人）

介護職員／準正社員
【グループホーム水の
元】※未経験可

令和２年４月に開所したグループホームで
す。 
利用者さんの日常生活支援及び介助業
務全般を行ってもらいます。 
 
〇具体的な仕事内容 
・食事介助、服薬介助 
・入浴介助、身体の清拭、排泄介助 
・更衣、洗面、整容、衣服の着脱 
・起床、就寝介助 
・施設、居室清掃 
・その他法人が運営する事業に関するこ
と

株式会社　結水織 島根県東園町５２９－１

就業場所:出雲市

出雲神西

（就業場所：従業員数　16　人）

介護職員（未経験者
可）急募！

◆主に住宅型有料老人ホーム・訪問介護
の入居者の食事・入浴・排泄等の身体介
助や洗濯等の生活援助及び事務補助 
 
※未経験者の方でも指導体制が整ってい
ますので、安心して働くことができます。 
 
 

株式会社　ライラック 島根県出雲市中野町７５７－３

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　17　人）

ホームヘルパー
２級、介護福祉
士
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職種
年齢

雇用形態・採用人数

※ハローワークでは随時紹介を行っていますので、求人がすでに取り消されている場合があります。

求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 0853-21-8609

出雲公共職業安定所

出雲市塩冶有原町1－59◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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。

◎ 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。

◎ 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。

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。

時給 (1)5時30分～12時00分

1,000円 (2)10時30分～19時30分

～

（年齢：　不問　） 1,100円

パート労働者（2人） 31020- 6005231

時給 (1)8時30分～13時30分

860円 (2)8時30分～15時00分

～

（年齢：　不問　） 860円

パート労働者（2人） 32030- 3972031

時給 (1)6時00分～9時00分

940円

～

（年齢：　59歳以下　） 1,100円

パート労働者（1人） 31020- 5849131

月給 (1)15時00分～23時00分

220,000円

～

（年齢：　18歳～45歳　） 380,000円

正社員（1人） 32010- 6158231

時給 (1)18時00分～22時00分

1,000円

～

（年齢：　不問　） 1,200円

パート労働者（2人） 32010- 6159531

時給

1,300円

～

（年齢：　不問　） 1,300円 又は6時00分～21時00分の

パート労働者（5人） 32030- 3996631 間の6時間程度

時給 (1)10時00分～18時00分

1,000円 (2)13時00分～21時00分

～

（年齢：　不問　） 1,200円 又は9時00分～17時00分の

パート労働者（5人） 32030- 4079331 間の3時間以上

調理師

【結婚式場】インフォ
メーション・バンケット業
務

◇インフォメーション業務 
◇会場設営・料理出し等 
 

ベルヴィ　ベル・ブ
ラージュ（アルファク
ラブ武蔵野株式会
社出雲支社）

島根県出雲市塩冶善行町２－１

就業場所:出雲市

ＪＲ出雲市

（就業場所：従業員数　20　人）

接客スタッフ（グランピ
ング兼レストラン）【くに
びき】

グランピング新規オープンに伴うスタッフ
業務 
・チェックイン補助 
・お客様ご案内 
・食事準備（食材運搬、火起こし補助） 
・備品貸出、販売対応 
・片付け 
その他、接客業務全般（館内レストランで
の業務も兼務） 
・簡単な調理及びドリンクの提供、レジ操
作　等 
 
 

株式会社　丸三（ＬＰ
Ｃグループ）

島根県出雲市渡橋町７０６番地１

就業場所:出雲市

ホール又は調理（出雲
市）

◆調理業務 
◆ホールでの接客 
◆簡単な事務作業 
◆雑務他 
 
仕事を楽しみたい方、人を喜ばせることの
好きな方、 
お待ちしております。 
未経験者歓迎。 
 
※住宅完備（使用料無料）ですので、全国
どちらからでも 
　ご応募歓迎しています！ 
◇外国人の方も歓迎します！

合同会社　だんだ
ん、だんだん、松江
店

島根県松江市片原町１０３－１

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　5　人）

（就業場所：従業員数　18　人）

ホール又は調理（出雲
市）

◆調理業務 
◆ホールでの接客 
◆簡単な事務作業 
◆雑務他 
 
仕事を楽しみたい方、人を喜ばせることの
好きな方、 
お待ちしております。 
未経験者歓迎。 
 
※住宅完備（使用料無料）ですので、全国
どちらからでも 
　ご応募歓迎しています！ 
◇外国人の方も歓迎します！

合同会社　だんだ
ん、だんだん、松江
店

島根県松江市片原町１０３－１

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　5　人）

キッチンスタッフ　≪シ
ニアコート渡橋町≫

＊　高齢者向け住宅内の厨房での業務
＊ 
・クックチル食品を温めて盛り付ける作業
です。 
・オープンキッチンでカフェテリア方式での
お食事提供です。 
・配膳、下膳、食器洗浄作業もあります。 
・朝方の３時間の短時間パートの募集で
す。 
 
 

株式会社　グランエ
フスタイル

鳥取県米子市旗ヶ崎２丁目５－２１

就業場所:出雲市

ＪＲ出雲

（就業場所：従業員数　5　人）

調理員【長浜味覚亭】 ◇材料点検 
◇在庫確認 
◇衛生の保持 
◇調理作業 
◇配達業務（月１３日程度） 
できあがった食事を、１．０ｋｍ離れた「くら
にしの家」に配達していただきます。 
 
※約３５食分を２人体制で調理します。

株式会社　蔵西 島根県出雲市西園町５００－１

就業場所:出雲市

西園保育園前

（就業場所：従業員数　16　人）

調理員〈あかりの里高
浜／ショートスティ施
設〉

老人施設での調理、仕込み、盛付、配膳、
洗浄、後片付け等 
＊食数　２０～３０食程度　 
＊早番・遅番の２人体制

株式会社　魚国総本
社　京都支社米子事
務所

鳥取県米子市西福原６丁目３－５８
コーポブランシュ１０５

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　4　人）
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職種
年齢

雇用形態・採用人数

※ハローワークでは随時紹介を行っていますので、求人がすでに取り消されている場合があります。

求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 0853-21-8609

出雲公共職業安定所

出雲市塩冶有原町1－59◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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。

◎ 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。

◎ 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。

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。

時給

900円

～

（年齢：　59歳以下　） 950円 又は9時00分～21時00分の

パート労働者（3人） 32030- 3933231 間の5時間程度

月給 (1)8時30分～17時15分

150,800円

～

（年齢：　不問　） 150,800円

正社員以外（1人） 32030- 3925231

月給 (1)8時00分～7時59分

210,000円

～

（年齢：　18歳～59歳　） 210,000円

正社員（1人） 32010- 6175531

月給 (1)8時30分～17時30分

140,000円

～

（年齢：　不問　） 156,300円

正社員以外（1人） 32030- 4002331

時給 (1)6時00分～12時00分

950円

～

（年齢：　不問　） 950円 又は6時00分～12時00分の

パート労働者（1人） 32030- 4026431 間の3時間程度

時給 (1)8時30分～17時30分

860円

～

（年齢：　不問　） 860円

パート労働者（2人） 32030- 3951731

その他 (1)8時00分～17時00分

200,000円

～

（年齢：　59歳以下　） 270,000円

正社員（1人） 32030- 3992531

月給 (1)8時30分～17時30分

180,000円

～

（年齢：　不問　） 200,000円

正社員（1人） 32030- 4075231

時給 (1)7時00分～16時00分

1,100円

～

（年齢：　不問　） 1,100円

有期雇用派遣パート（1人） 34010-20496231

◆鋳物製造業 
◆鋳物に関わる作業 
◆ＮＣ旋盤、マシニングセンターによる機
械加工 
 
※農業用機械部品ほか、大きさも大小
様々な物を製造しています。 
 

ヒラタ工業　株式会
社

島根県出雲市西代町１０００番地の１

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　83　人）

警備業務（出雲市）島
根県立古代出雲歴史
博物館

・出入管理 
・敷地内の巡回 
・立哨警備 
・開館、閉館作業等（施錠・看板の出し入
れ等） 
※パソコンを使用した（文字入力程度）開
錠、施錠業務もあります 
 
※月１３日程度勤務

株式会社不二ビル
サービス　松江営業
所

島根県松江市白潟本町１３－４　大樹生命
松江ビル

就業場所:出雲市

食品スーパーマーケッ
ト内鮮魚加工業務／島
根県出雲市

スーパーマーケット店内での鮮魚加工業
務です。 
経験のある方歓迎です。 
 
＊事前連絡のうえ、ハローワーク紹介状
および履歴書 
（写真貼付）を送付してください。

株式会社　アクオ西
日本

広島県広島市中区八丁堀１５番６号 広島
ちゅうぎんビル５階

就業場所:出雲市

ＪＲ山陰本線　出雲市

（就業場所：従業員数　0　人）

自動車整備・鈑金・塗
装

＊事故車両等のキズ・へこみを鈑金して
から塗装作業する仕事です 
 
 
＊個人のお客様やディーラーからの車両
を扱います。 
 

有限会社　わこう自
動車

島根県出雲市口宇賀町８１

就業場所は所在地に同じ

電鉄雲州平田駅

（就業場所：従業員数　5　人）

マシンオペレーター

柿の摘蕾作業員 ◇柿の摘蕾作業：つぼみを一枝に一個ず
つ残す作業

奥農園 島根県出雲市東福町１２２６

就業場所は所在地に同じ

一畑電気電鉄　雲州平田

（就業場所：従業員数　0　人）

収穫作業員 いちじく収穫作業、収穫したいちじくの選
別、パック詰め。すべて手作業で、ハサミ
で収穫します。

山田果実 島根県出雲市多伎町小田１８０６－２

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　2　人）

ガス保安業務スタッフ ガスセンターのスタッフ、保安業務および
ガス器具の販売業務 
※未経験の方でも丁寧に指導しますの
で、安心してご応募して下さい 
※業務に必要な資格取得など一定条件ク
リアすると正職員登用等のチャンスあり 
※資格のない方は、入社後取得を目指し
て頂きます。取得費用の補助あり

島根県農業協同組
合　出雲地区本部

島根県出雲市今市町１０６－１

就業場所:出雲市

出雲市

（就業場所：従業員数　17　人）

フロント業務 フロントでの受付業務（パソコン使用） 
◇接客（レジ） 
◇清掃業務 
 
※パソコン基本操作（文字入力程度）でき
る方 
 
※土・日・祝勤務できる方 

株式会社　出雲会館 島根県出雲市渡橋町１１２

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　11　人）

（就業場所：従業員数　8　人）

観光案内スタッフ ◆観光案内業務 
◆観光ガイド（受付・同行） 
◆上記業務に付随する事務処理（情報発
信業務等） 
 
※未経験者の方も丁寧に指導しますの
で、安心して応募してください。 
 
※お客様との会話を楽しんでいただける
方

一般社団法人　出雲
観光協会

島根県出雲市駅南町１－５　ビッグハート
出雲内

就業場所:出雲市

一畑電車出雲大社前

（就業場所：従業員数　9　人）
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職種
年齢

雇用形態・採用人数

※ハローワークでは随時紹介を行っていますので、求人がすでに取り消されている場合があります。

求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 0853-21-8609

出雲公共職業安定所

出雲市塩冶有原町1－59◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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。

◎ 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。

◎ 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。

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。

時給制

（月額） (1)7時40分～16時00分

212,625円 (2)15時40分～0時00分

～ (3)23時40分～8時00分

（年齢：　18歳以上　） 212,625円

有期雇用派遣労働者（2人） 32030- 3998131

時給 (1)7時00分～11時00分

1,100円 (2)8時00分～12時00分

～

（年齢：　不問　） 1,100円 又は8時00分～22時00分の

有期雇用派遣パート（3人） 34010-21305331 間の4時間程度

月給 (1)8時15分～17時00分

155,000円

～

（年齢：　44歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 32030- 3994731

月給 (1)8時30分～17時15分

170,000円

～

（年齢：　30歳以下　） 170,000円

正社員（2人） 32030- 3950431

時給制

（月額） (1)8時30分～17時15分

179,520円

～

（年齢：　不問　） 179,520円

有期雇用派遣労働者（2人） 32030- 4062631

時給制

（月額） (1)8時00分～18時00分

276,675円 (2)20時00分～6時00分

～

（年齢：　18歳以上　） 276,675円

有期雇用派遣労働者（15人） 32030- 3999031

月給 (1)9時00分～18時00分

185,000円

～

（年齢：　59歳以下　） 265,000円

正社員（3人） 32030- 3946931

自動車整備士

機械保全業務【出雲
市】

・自動車部品工場にて、機械操作 
（起動と停止復旧作業・製品セット　他） 
・機械保全・管理（刃物交換　他）　 
・機械トラブル対応（一次対応まで） 
・外観目視検査・材料投入・セット 
・梱包　他付随する業務 
 
★機械保全業務等経験者大歓迎！！ 
★正社員登用の可能性あり

株式会社ワークス
タッフ　出雲人財採
用受付センター

島根県出雲市白枝町４１２－４　ホワイトブ
ランチビル１０２号

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　1　人）

組立・検査業務／出雲
市

スイッチの組立・検査業務 
製品の包装作業他付随する業務 
 
☆製造経験者優遇 
☆日勤、週末休みなので、長期で働きや
すい職場です。

株式会社ワークス
タッフ　出雲人財採
用受付センター

島根県出雲市白枝町４１２－４　ホワイトブ
ランチビル１０２号

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　1　人）

ホンダ車及び国産四輪車の点検、一般整
備 
○新車および中古車の納車前整備、洗
車、清掃　等 
○お客様への引き渡し 
○伝票発行等のフロント業務 
　
 
※ハイブリット化に対応した資格は研修制
度があり、本人のキャリアアップについて
も積極的に支援しています。

株式会社　ホンダク
リオ西島根　出雲店
（ホンダカーズ西島
根　出雲東店）

島根県出雲市斐川町富村６７５

就業場所は所在地に同じ

直江

（就業場所：従業員数　14　人）

パッケージの印刷オペ
レーター

◇印刷機オペレーターの補助 
＊機械への紙の設置 
＊色味作業　等 
 
※応募前職場見学をご希望の方はご連
絡下さい。 
 

河内印刷出雲　株式
会社

島根県出雲市下古志町２７９

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　20　人）

惣菜・製造等／島根県
出雲市

惣菜・精肉・鮮魚・青果等の売場にて、お
弁当やお寿司などの製造盛付業務、商品
補充、販売、清掃及びそれに付随する業
務をお願いします。 
 
※鮮魚調理経験がある方優遇 
　 
※週３日より相談可。 
（出勤日は相談に応じます） 
 
※実働４時間程度

株式会社　セレクト 広島県広島市中区八丁堀６－１０ アセンド
八丁堀７Ｆ

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　0　人）

学校給食用食品製造
／出雲市

食品製造工場にて 
・簡単な機械操作 
・５～２０キロ程度の米袋の包装 
・パレット積みの生産業務　他付随する業
務 
 
★３交替勤務が可能な方 
★入社後３か月程度は日勤帯勤務になり
ます 
★基本１週間、同じ時間帯です

株式会社ワークス
タッフ　出雲人財採
用受付センター

島根県出雲市白枝町４１２－４　ホワイトブ
ランチビル１０２号

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　3　人）

機械オペレーター助手
【出雲工場】

○機械の操作及びインク用紙の補充等 
○機械のオペレーター補助 
○工場内の軽作業を含みます。 
○物流の手伝いをしていただくことがまれ
にあります。 
 
※随時指導を受けながらの作業です。 
※未経験者の方も丁寧に指導します。 
※適性を見て、他職種への異動あり 
※フォークリフト免許取得者歓迎 
 
＜トライアル雇用併用求人＞

株式会社　河内 島根県出雲市長浜町５１６－５０

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　63　人）

12 



職種
年齢

雇用形態・採用人数

※ハローワークでは随時紹介を行っていますので、求人がすでに取り消されている場合があります。

求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 0853-21-8609

出雲公共職業安定所

出雲市塩冶有原町1－59◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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。

◎ 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。

◎ 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。

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。

日給制

（月額） (1)8時00分～17時00分

200,000円

～

（年齢：　不問　） 300,000円

正社員（6人） 32030- 4076531

時給制

（月額） (1)8時00分～17時00分

149,408円 (2)8時30分～17時30分

～

（年齢：　不問　） 149,408円

正社員以外（2人） 34140- 9831731

時給制

（月額） (1)8時30分～8時29分

163,400円

～

（年齢：　18歳～59歳　） 172,000円

正社員（2人） 32030- 3982231

月給 (1)8時00分～17時00分

180,000円

～

（年齢：　59歳以下　） 290,000円

正社員（1人） 32010- 6102731

月給 (1)8時00分～17時00分

160,000円

～

（年齢：　60歳以上　） 160,000円

正社員以外（1人） 32010- 6103331

月給 (1)8時00分～17時30分

210,000円

～

（年齢：　64歳以下　） 260,000円

正社員（1人） 32030- 3978331

その他 (1)21時00分～6時00分

206,000円 (2)8時00分～17時00分

～

（年齢：　18歳～44歳　） 288,400円

正社員（3人） 32030- 4016231

２級ボイラー技
士、第二種電気
工事士、危険物
取扱者（乙種）

軌道工 ◇線路のレール、まくらぎの交換 
◇線路状態のチェック 
 
※在籍出向

日栄工業 島根県出雲市芦渡町１６８７－４

就業場所は所在地に同じ

ＪＲ西出雲

建設機械オペレーター
（出雲）

○土木・舗装工事現場での建設機械オペ
レーター
〇土木・舗装工事現場での舗装工事作業

＊バックホー、タイヤローラー、アスファル
トフィニシャー等使用
※現場エリア：島根県東部（社用車：３ｔダ
ンプ）
※建設機械施工技士有資格者優遇しま
す。
※車両系建設機械等仕事に必要な免許
資格は会社の費用で取得していただきま
す。

日発工業株式会社 島根県松江市灘町１－４３

就業場所:出雲市

もよりの駅・バス停から徒歩（５）分

（就業場所：従業員数　42　人）

（就業場所：従業員数　0　人）

造園工または左官工 ◆現場及び園内での鉢花、花木、庭木、
花苗などの施工管理 
＊庭木の剪定、造園工事 
＊２０ｋｇ程度の重量物の運搬あり 
＊現場は主に出雲市内 
＊配達あり（社用車ＭＴ車：主に旧平田市
内） 
◆外構工事（左官工事・エクステリア工
事） 

株式会社　玉木園芸 島根県出雲市平田町　５６３１

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　11　人）

建設機械オペレーター
及び現場作業員（出
雲）

○土木・舗装工事現場での建設機械オペ
レーター
〇土木・舗装工事現場での舗装工事作業

＊バックホー、タイヤローラー、アスファル
トフィニシャー等使用
※現場エリア：島根県東部（社用車：３ｔダ
ンプ）
※建設機械施工技士有資格者優遇しま
す。
※車両系建設機械等仕事に必要な免許
資格は会社の費用で取得していただきま
す。

日発工業株式会社 島根県松江市灘町１－４３

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　42　人）

設備管理スタッフ【島根
県立中央病院】

＊病院内の空調、電気設備等の保守点
検、修理業務、防災センター要員。 
＊その他、上記業務に付随した一切の業
務及び会社の依頼した一切の業務。 
 
◆入社後教育研修あり、初めての方でも
先輩スタッフが丁寧にお教え致します。 
 
◆各種資格取得支援に力を入れておりま
す。 
　（全額会社負担）

北陽ビル管理株式
会社　出雲営業所

島根県出雲市渡橋町１１７７

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　26　人）

配送スタッフ（出雲事業
所）

医療用医薬品を出雲市内および周辺の
医療機関、調剤薬局へ
配達する業務。

その他、商品の管理や業務部門との連絡
など配達に係る業務全般。

＊社用車（バン）を使用したルート配送。
　荷は軽物～１０ｋｇ程度。

＜請負業務＞

エバルスオーディエ
ス　株式会社

広島県広島市南区大州５丁目２－１０

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　10　人）

塗装工 　出雲村田製作所において、工場建屋の
塗装作業並びに防水作業に従事します。 
　各作業は、足場上ではけを使用して塗
料などを塗布していきます。高所作業があ
ります。 

株式会社　来間塗装
店

島根県出雲市斐川町上直江２１３９－１３
９

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　5　人）
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職種
年齢

雇用形態・採用人数

※ハローワークでは随時紹介を行っていますので、求人がすでに取り消されている場合があります。

求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 0853-21-8609

出雲公共職業安定所

出雲市塩冶有原町1－59◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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。

◎ 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。

◎ 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。

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。

時給 (1)3時00分～9時00分

860円

～

（年齢：　18歳以上　） 860円

パート労働者（1人） 31010- 5029631

時給制

（月額） (1)8時30分～17時30分

145,728円

～

（年齢：　不問　） 157,320円

正社員以外（2人） 32030- 4063931

時給 (1)8時15分～17時00分

1,100円

～

（年齢：　不問　） 1,100円

パート労働者（5人） 32030- 4020931

時給 (1)7時45分～16時30分

950円

～

（年齢：　不問　） 950円

パート労働者（1人） 32010- 6111331

時給 (1)7時00分～11時00分

950円

～

（年齢：　不問　） 950円

パート労働者（2人） 27040-10670831

時給 (1)8時00分～14時00分

890円

～

（年齢：　不問　） 890円

パート労働者（1人） 32030- 3986331

時給 (1)8時00分～12時00分

890円

～

（年齢：　不問　） 890円

パート労働者（1人） 32030- 3987631

月給 (1)8時00分～17時00分

210,000円

～

（年齢：　59歳以下　） 250,000円

正社員（2人） 32030- 3927431

島根県出雲市塩冶有原町６－６０

就業場所は所在地に同じ

ＪＲ出雲市

（就業場所：従業員数　140　人）

クリーンクルー（斐川
町）

・各棟粉体回収、運搬作業 
・棟内共用部清掃 
 
月２２日程度の勤務 
 
※シニア歓迎求人

株式会社　島根東亜
建物管理

島根県松江市浜乃木６－５－７

就業場所:出雲市

清掃主任 ◆プレイングマネジャー 
◆管理職候補 
 
＜日常清掃＞ 
・床の掃き拭き 
・トイレ清掃 
・床以外の掃き拭き 
 
＜定期清掃＞ 
・床のワックス掛け 
・窓ガラス清掃

株式会社　中央ビル
サービス

シニアコート平田町の
日常清掃

シニアコート平田町の建物内日常清掃 株式会社　中央ビル
サービス

島根県出雲市塩冶有原町６－６０

就業場所:出雲市

一畑電鉄雲州平田

（就業場所：従業員数　1　人）

清掃業務【島根ナカバ
ヤシ平田工場】

◇工場内のトイレ清掃 
・床の掃き拭き 
・衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充 
・洗面台拭き　等 

株式会社　中央ビル
サービス

島根県出雲市塩冶有原町６－６０

就業場所:出雲市

一畑電鉄雲州平田

（就業場所：従業員数　1　人）

清掃（出雲市） ◇店内清掃 
　開店前巡回清掃、女子トイレ清掃あり 
　フロア駐車場清掃　など 
 
　土日のみ勤務

イオンディライトコネ
クト株式会社

大阪府大阪市西成区南津守７－１３－３６  

就業場所:出雲市

ＪＲ出雲市

（就業場所：従業員数　0　人）

配送準備・出荷業務 ＊入荷製品片付け 
＊出荷準備（製品集め・梱包等） 
＊伝票作成（ＰＣ使用） 
＊在庫管理（ＰＣ使用）

株式会社ティエス
コーポレーション　出
雲事務所

島根県出雲市長浜町３３７－１

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　10　人）

夜勤仕分け作業員（出
雲支店）

プラットホームにて荷扱い作業をお願いし
ます。 
大型車からの荷卸し作業、端末を使った
伝票入力、台車を使って商品の配達エリ
ア別の仕分け、ホーム整理作業等を行っ
ていただきます。 
※２０～３０ｋｇの商品もあり

日ノ丸西濃運輸　株
式会社

鳥取県鳥取市湖山町東３丁目４０番地

就業場所:出雲市

遥堪

（就業場所：従業員数　60　人）

（就業場所：従業員数　34　人）

ノートパソコン梱包・組
立・部品の入出庫作業

（１）倉庫より必要な部品を集める 
（２）電動ドライバーを使って組立作業をす
る 
（３）組立完了したパソコンが正常に動くか
チェックする 
（４）ノートパソコンの附属品を機種ごとに
取りそろえる 
（５）組立完成したパソコンを段ボールに入
れる 
（６）パソコンに付随する部品の梱包作業 
 
＊全て立ち仕事です。 
＊面接と適性の結果より、個人に合った
作業を行って頂きます。 

株式会社大崎　西日
本支店　島根第一営
業所

島根県出雲市斐川町三絡１１８０－６

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　250　人）

フォークリフト運
転技能者
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職種
年齢

雇用形態・採用人数

※ハローワークでは随時紹介を行っていますので、求人がすでに取り消されている場合があります。

求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 0853-21-8609

出雲公共職業安定所

出雲市塩冶有原町1－59◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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。

◎ 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。

◎ 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。

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。

時給 (1)9時00分～16時30分

860円

～

（年齢：　不問　） 860円 又は9時00分～16時30分の

パート労働者（5人） 32030- 3984431 間の5時間程度

時給

（月額） (1)8時30分～17時30分

153,360円

～

（年齢：　不問　） 153,360円

正社員以外（1人） 32030- 3973831

玉葱出荷調製業務 ＊玉葱根葉切り作業 
＊玉葱選果作業 

島根県農業協同組
合　斐川地区本部

島根県出雲市斐川町荘原２１７２－３

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　27　人）

青果物等農産物加工
包装【６／１～６／３０】

◇主にぶどう（デラウェア）・メロンの検品
や袋詰め、ギフト箱へ詰める作業。 
　ぶどう検品の際には、ハサミ、ピンセット
を用いた作業となります。 
◇スーパー等に納める青果物（野菜・果
物）袋詰め、パック詰め作業。 
　 
◇ギフト箱組立作業 
◇梱包機を使用してのバンド掛け作業 
 
※いずれも立ち作業になります。

株式会社　ＪＡアグリ
島根

島根県出雲市斐川町直江４９９９

就業場所:出雲市

（就業場所：従業員数　25　人）
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