
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
フルタイム 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 5時30分～14時30分 普通自動車免許
156,240円～156,240円 (2) 9時30分～18時30分

有期雇用派遣 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL 0852-61-0110 （従業員数 0人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 1人 32010-18100791 就業場所 島根県出雲市

パート
不問

850円～850円
パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-23-1742 （従業員数 1人 ）

1人 32030-11880191 就業場所
フルタイム 変形（１年単位） 普通自動車免許

44歳以下 (1) 8時00分～17時30分
200,000円～250,000円

正社員 省令３号のイ
雇用期間の定めなし TEL 0853-23-3444 （従業員数 5人 ）

1人 32030-11881091 就業場所
フルタイム 変形（１年単位） 普通自動車免許

59歳以下 (1) 8時00分～17時30分
200,000円～280,000円

正社員 省令１号
雇用期間の定めなし TEL 0853-23-3444 （従業員数 5人 ）

1人 32030-11882391 就業場所
フルタイム 変形（１年単位） 普通自動車免許

59歳以下 (1) 8時00分～17時30分
200,000円～280,000円

正社員 省令１号
雇用期間の定めなし TEL 0853-23-3444 （従業員数 5人 ）

1人 32030-11883691 就業場所
フルタイム 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 9時00分～17時30分 建築設備士
160,000円～300,000円 ２級電気工事施工管理技士

正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-21-4329 （従業員数 50人 ）

1人 32030-11884991 就業場所 島根県出雲市
パート

不問 (1) 9時30分～11時30分
830円～830円

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0853-22-8706 （従業員数 177人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 1人 32030-11890391 就業場所 島根県出雲市

パート 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 9時00分～15時00分 普通自動車免許
830円～830円

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0853-22-8706 （従業員数 177人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 1人 32030-11891691 就業場所 島根県出雲市

パート 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 9時00分～15時00分
830円～830円

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0853-22-8706 （従業員数 177人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 1人 32030-11892991 就業場所 島根県出雲市

フルタイム 普通自動車免許（ＡＴ限定）

35歳以下 (1) 8時30分～17時15分
155,700円～207,100円

正社員 省令３号のイ
雇用期間の定めなし TEL 0853-63-3211 （従業員数 13人 ）

1人 32030-11893491 就業場所
フルタイム 変形（１年単位） 普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分
175,000円～270,000円

正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-43-3211 （従業員数 8人 ）

2人 32030-11894791 就業場所
フルタイム 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

69歳以下 (1) 7時30分～16時30分 介護職員初任者研修修了者

145,000円～170,000円 (2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

正社員 省令１号 (3)10時30分～19時30分
雇用期間の定めなし TEL 0853-73-8900 （従業員数 12人 ）

1人 32030-11895891 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 歯科衛生士

不問 (1) 9時00分～19時00分
210,000円～300,000円

正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-63-0888 （従業員数 4人 ）

1人 32030-11896291 就業場所 島根県出雲市
パート

不問 (1) 9時00分～15時00分
800円～1,000円

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-21-0684 （従業員数 28人 ）

2人 32030-11897591 就業場所
フルタイム 普通自動車免許

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分
145,000円～250,000円

正社員 省令３号のイ
雇用期間の定めなし TEL 0853-24-1100 （従業員数 2人 ）

1人 32030-11898191 就業場所
フルタイム 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時00分～17時00分
160,000円～250,000円

正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-25-8192 （従業員数 3人 ）

1人 32030-11899091 就業場所 島根県出雲市
パート 交替制あり

不問 (1)13時30分～19時30分
800円～1,000円 (2)15時30分～19時30分

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0853-43-2633 （従業員数 144人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 1人 32030-11901291 就業場所

所在地・就業場所

施設内での調理／出雲市 株式会社ワークスタッフ松江
営業所

島根県松江市東本町５丁目１６－６ 雇用・労災

商品受注・発送作業 有限会社　瑞健 島根県出雲市中野町３７２－１佐野コートビル
１階

雇用・労災

プール施工スタッフ 有限会社　アサヒ技研工業 島根県出雲市枝大津町１３－５ 雇用・労災・健
康・厚生

電気設備設計・監理【経験者】 株式会社　中林建築設計事務
所

島根県出雲市今市町北本町５丁目４－３ 雇用・労災・健
康・厚生

介護員【レクリエーション担当：特
養／２Ｈ】

社会福祉法人　静和会 島根県出雲市大津町３５２９ 労災

建設現場管理職 有限会社　アサヒ技研工業 島根県出雲市枝大津町１３－５ 雇用・労災・健
康・厚生

一般住宅設計 有限会社　アサヒ技研工業 島根県出雲市枝大津町１３－５ 雇用・労災・健
康・厚生

一般事務 平田商工会議所 島根県出雲市平田町２２８０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

現場作業員 山陰フォーラム　株式会社 島根県出雲市東神西町９５－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

送迎運転手 社会福祉法人　静和会 島根県出雲市大津町３５２９ 雇用・労災

配食配達員 社会福祉法人　静和会 島根県出雲市大津町３５２９ 雇用・労災

調理補助（平日のみ） 株式会社　ふるかわ（おいし
さ工房　ふるかわ）

島根県出雲市姫原４丁目６－７ 雇用・労災

営業 有限会社　布野事務機 島根県出雲市塩冶有原町５－３７ 雇用・労災・健
康・厚生

介護職員【ＭＩＬＫ新／小規模多機
能】

株式会社　Ｃａｒｅ　Ｉｎｎ
ｏｖａｔｉｏｎ

島根県出雲市斐川町富村１４６５－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

歯科衛生士【おやま歯科医院】 医療法人　政信会 島根県出雲市平田町２２３５番地７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

調理員【遊食倶楽部おきな】 株式会社　至誠 島根県出雲市高岡町５１５番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

食器等洗浄業務 社会福祉法人　ひまわり福祉
会　特別養護老人ホーム　ひ
まわり園

島根県出雲市神西沖町２４７９－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

℡ 0853-21-8609

ハローワーク出雲

（出雲公共職業安定所）
◎ 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。
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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

℡ 0853-21-8609

ハローワーク出雲

（出雲公共職業安定所）
◎ 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。

フルタイム 交替制あり 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1)10時00分～18時30分
150,000円～200,000円 (2)12時00分～20時30分

正社員 年齢不問 (3)13時00分～21時30分
雇用期間の定めなし TEL 0853-62-2218 （従業員数 25人 ）

2人 32030-11902591 就業場所 島根県出雲市
パート

不問

800円～1,200円
パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-62-2218 （従業員数 25人 ）

5人 32030-11903191 就業場所 島根県出雲市
パート 理学療法士

不問 (1) 8時45分～12時30分 作業療法士
1,200円～1,200円 (2)13時30分～17時15分

パート労働者 年齢不問 (3) 9時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0853-21-7954 （従業員数 78人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 1人 32030-11904091 就業場所

パート 介護職員初任者研修修了者

不問 介護福祉士
800円～950円

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0853-21-3808 （従業員数 16人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 1人 32030-11906691 就業場所 島根県出雲市

フルタイム 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
不問 (1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー１級

165,000円～187,700円 (2)16時00分～10時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0120-26-2266 （従業員数 22人 ）

1人 34010-61773991 就業場所 島根県出雲市 厚生年金基金
フルタイム 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

不問 (1) 7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

165,000円～187,700円 (2) 8時30分～17時30分
正社員 年齢不問 (3)11時00分～20時00分
雇用期間の定めなし TEL 0120-26-2266 （従業員数 22人 ）

1人 34010-61774491 就業場所 島根県出雲市 厚生年金基金
パート

不問 (1)12時00分～18時00分
860円～860円

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 084-957-2678 （従業員数 16人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 2人 34050-26366991 就業場所 島根県出雲市

パート
不問 (1) 8時00分～13時00分

825円～825円
パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 084-957-2678 （従業員数 16人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 2人 34050-26368791 就業場所 島根県出雲市

パート
不問 (1) 8時50分～15時00分

860円～860円 (2)12時00分～18時00分
パート労働者 年齢不問 (3)17時00分～22時10分
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 084-957-2678 （従業員数 14人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 5人 34050-26369891 就業場所 島根県出雲市

フルタイム 普通自動車免許
59歳以下 (1) 8時00分～16時50分

171,600円～285,600円
正社員 省令１号
雇用期間の定めなし TEL 0852-21-6222 （従業員数 33人 ）

1人 32010-18064591 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 普通自動車免許

35歳以下 (1) 8時00分～16時50分
171,600円～285,600円

正社員 省令３号のイ
雇用期間の定めなし TEL 0852-21-6222 （従業員数 33人 ）

1人 32010-18067391 就業場所 島根県出雲市
パート

不問 (1) 9時30分～14時00分
800円～850円

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0852-59-2811 （従業員数 20人 ）

1人 32010-18095791 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 4時00分～13時00分 普通自動車免許
156,240円～156,240円 (2)10時30分～19時30分

有期雇用派遣 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL 0852-61-0110 （従業員数 0人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 1人 32010-18098591 就業場所 島根県出雲市

フルタイム
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

187,000円～211,200円
正社員 省令１号
雇用期間の定めなし TEL 0853-31-6311 （従業員数 4人 ）

1人 32030-11854891 就業場所 島根県出雲市
パート

不問

900円～900円
パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-24-9311 （従業員数 40人 ）

5人 32030-11855291 就業場所
パート

不問 (1) 8時00分～12時00分
900円～900円

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-24-9311 （従業員数 40人 ）

3人 32030-11856591 就業場所
フルタイム

18歳以上 (1)17時30分～ 2時30分
154,080円～154,080円

正社員以外 省令２号
雇用期間の定めなし TEL 0853-24-9311 （従業員数 40人 ）

5人 32030-11857191 就業場所

宴会サービススタッフ 有限会社　ほり江 島根県出雲市平田町２０６９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

サービス係（土・日・祝のみの勤
務）

有限会社　ほり江 島根県出雲市平田町２０６９－２ 労災

介護スタッフ／小規模多機能型居宅
介護／出雲市大社町北荒木

サンキ・ウエルビィ　株式会
社

広島県広島市西区商工センター６－１－１１ 雇用・労災・健
康・厚生

介護スタッフ／グループホーム／出
雲市大社町北荒木

サンキ・ウエルビィ　株式会
社

広島県広島市西区商工センター６－１－１１ 雇用・労災・健
康・厚生

リハビリスタッフ 社会福祉法人ひまわり福祉会
介護老人保健施設　ナーシン
グセンターひまわり

島根県出雲市古志町２２３６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

介護職員 社会福祉法人　星隆会　小規
模多機能ホーム　きいちご倶
楽部

島根県出雲市塩冶町南町５丁目１－３ 雇用・労災

店舗スタッフ（姫原店） 株式会社　ププレひまわり 広島県福山市西新涯町２丁目１０番１１号 労災

育林現業社員【経験者】（出雲・斐
川）１／６～

大和森林　株式会社 島根県松江市東朝日町８７番地６ 雇用・労災・健
康・厚生

店舗スタッフ（今市店） 株式会社　ププレひまわり 広島県福山市西新涯町２丁目１０番１１号 労災

品出しスタッフ（今市店） 株式会社　ププレひまわり 広島県福山市西新涯町２丁目１０番１１号 労災

病院内食堂での調理／出雲市 株式会社ワークスタッフ松江
営業所

島根県松江市東本町５丁目１６－６ 雇用・労災

調理責任者「あっとホーム　ひか
わ」

株式会社　中京クッキング
西日本支店

島根県出雲市今市町３９６－１　矢田ビル 雇用・労災・健
康・厚生

育林現業社員（出雲・斐川）（１／
６～）

大和森林　株式会社 島根県松江市東朝日町８７番地６ 雇用・労災・健
康・厚生

ベットメイク（出雲市） 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

雇用・労災

販売スタッフ【夜間シフト】 株式会社　ドン・キホーテ
出雲店

島根県出雲市姫原２－７－５ 雇用・労災・健
康・厚生

販売スタッフ【午前シフト】 株式会社　ドン・キホーテ
出雲店

島根県出雲市姫原２－７－５ 労災

早朝品出しスタッフ 株式会社　ドン・キホーテ
出雲店

島根県出雲市姫原２－７－５ 労災
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ハローワーク出雲

（出雲公共職業安定所）
◎ 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。

パート
不問

900円～900円
パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-24-9311 （従業員数 40人 ）

5人 32030-11858091 就業場所
フルタイム

不問 (1) 9時00分～18時00分
154,080円～154,080円

正社員以外 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-24-9311 （従業員数 40人 ）

5人 32030-11859391 就業場所
パート

不問

1,000円～1,000円
パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-24-9311 （従業員数 40人 ）

3人 32030-11860791 就業場所
パート 保育士

不問 (1)15時00分～19時30分
1,000円～1,000円

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0853-23-4384 （従業員数 55人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 1人 32030-11862291 就業場所 島根県出雲市

フルタイム 変形（１ヶ月単位） 保育士
不問

164,770円～164,770円
正社員以外 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0853-23-4384 （従業員数 55人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 1人 32030-11863591 就業場所 島根県出雲市

フルタイム 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
不問 (1) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者

140,795円～200,190円 ホームヘルパー２級
正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-25-7230 （従業員数 7人 ）

1人 32030-11864191 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時00分～16時45分 普通自動車免許
165,000円～230,000円

正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-72-4347 （従業員数 3人 ）

1人 32030-11865091 就業場所
パート

不問 (1)10時00分～15時00分
910円～910円 (2)10時00分～14時00分

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0853-25-1044 （従業員数 39人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 1人 32030-11867691 就業場所

フルタイム 変形（１ヶ月単位） 医療事務資格
不問 (1) 9時00分～18時30分

145,000円～145,000円
正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-22-8824 （従業員数 7人 ）

1人 32030-11868991 就業場所 島根県出雲市
パート

不問

900円～1,500円
パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-25-3066 （従業員数 55人 ）

2人 32030-11869491 就業場所
フルタイム 交替制あり

不問 (1) 9時00分～18時00分
150,000円～250,000円 (2)13時00分～21時00分

正社員 年齢不問 (3) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし TEL 0853-25-3066 （従業員数 55人 ）

2人 32030-11870291 就業場所
フルタイム

不問 (1) 9時00分～18時00分
150,000円～250,000円 (2)13時00分～21時00分

正社員 年齢不問 (3) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし TEL 0853-25-3066 （従業員数 55人 ）

2人 32030-11871591 就業場所 島根県出雲市
フルタイム

不問 (1) 9時30分～18時30分
150,000円～350,000円

正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-25-3066 （従業員数 45人 ）

1人 32030-11872191 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 9時30分～18時30分
150,000円～200,000円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-63-3361 （従業員数 3人 ）

1人 32030-11874391 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

40歳以下 (1) 9時00分～17時00分
159,500円～225,500円

正社員 省令３号のイ
雇用期間の定めなし TEL 0853-21-5142 （従業員数 3人 ）

2人 32030-11875691 就業場所
フルタイム 普通自動車免許

45歳以下 (1) 8時00分～17時30分
184,000円～299,000円

正社員 省令３号のイ
雇用期間の定めなし TEL 0853-31-4909 （従業員数 1人 ）

1人 32030-11876991 就業場所
パート 看護師

不問 准看護師
1,200円～1,200円 普通自動車免許（ＡＴ限定）

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0853-28-0345 （従業員数 61人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 1人 32030-11877491 就業場所

幼稚園教諭免許（専修・
１種・２種）

小学校教諭免許（専修・
１種・２種）

幼稚園教諭免許（専修・
１種・２種）

販売スタッフ【夜間シフト】 株式会社　ドン・キホーテ
出雲店

島根県出雲市姫原２－７－５ 労災

保育士【１５：００～１９：３０】 社会福祉法人おおつか福祉会
おおつか保育園

島根県出雲市大塚町７９０－１ 労災

保育士【臨時職員】 社会福祉法人おおつか福祉会
おおつか保育園

島根県出雲市大塚町７９０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

販売スタッフ【午前シフト】 株式会社　ドン・キホーテ
出雲店

島根県出雲市姫原２－７－５ 雇用・労災・健
康・厚生

レジスタッフ【夜間シフト】 株式会社　ドン・キホーテ
出雲店

島根県出雲市姫原２－７－５ 労災

清掃スタッフ 株式会社　東横イン　出雲市
駅前

島根県出雲市今市町９７１－１３ 雇用・労災

医療事務員 医療法人　深田医院 島根県出雲市高岡町５３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

介護職員【デイサービスもくれん】 株式会社　もくれん 島根県出雲市松寄下町１２８６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

生産オペレーター 有限会社　テクセル 島根県出雲市斐川町神氷２５３５－２７　斐川
西工業団地内

雇用・労災・健
康・厚生

ホールスタッフ 株式会社アンジェ・２１ 島根県出雲市浜町５４０－３ 雇用・労災・健
康・厚生

調理師 株式会社アンジェ・２１ 島根県出雲市浜町５４０－３ 雇用・労災・健
康・厚生

ブライダルスタッフ 株式会社アンジェ・２１ 島根県出雲市浜町５４０－３ 雇用・労災

ブライダルスタッフ 株式会社アンジェ・２１ 島根県出雲市浜町５４０－３ 雇用・労災・健
康・厚生

建築現場作業員 すだ工業 島根県出雲市斐川町直江２８３９－２ 雇用・労災

看護師【ゆうらいふ長浜】 株式会社　ライフサポート 島根県出雲市荒茅町３５０１ 雇用・労災

販売スタッフ【出雲かみしお／正社
員】

有限会社　土江重機 島根県出雲市国富町８３８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

事務職員 出雲民主商工会 島根県出雲市白枝町１１８１－２ 雇用・労災・健
康・厚生

3 



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

℡ 0853-21-8609

ハローワーク出雲

（出雲公共職業安定所）
◎ 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。

フルタイム 変形（１年単位） 保育士
不問 (1) 8時00分～17時00分

156,000円～156,000円 (2) 8時30分～17時30分
正社員以外 年齢不問 (3) 8時30分～12時30分
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0853-23-6008 （従業員数 26人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 1人 32030-11878791 就業場所

パート
不問 (1) 7時00分～12時00分

1,007円～1,007円 (2)15時00分～20時00分
パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0853-24-7800 （従業員数 149人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 2人 32030-11879891 就業場所 島根県出雲市

フルタイム 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許
233,000円～233,000円

正社員以外 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 04-7133-3361 （従業員数 1人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 1人 12080-27473291 就業場所 島根県出雲市

パート 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許
18歳以上 (1)17時00分～ 9時00分

1,304円～1,304円 (2) 8時30分～ 9時00分
パート労働者 省令２号
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0852-22-5986 （従業員数 42人 ）
契約更新の可能性なし 1人 32010-18020291 就業場所 島根県出雲市

パート 普通自動車免許
不問

1,035円～1,035円
パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0852-24-1809 （従業員数 38人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 1人 32010-18041691 就業場所 島根県出雲市

フルタイム 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許
18歳以上 (1)14時30分～10時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

155,000円～258,200円 (2)15時30分～11時30分
正社員 省令２号 (3) 7時30分～16時10分
雇用期間の定めなし TEL 0852-22-0188 （従業員数 30人 ）

1人 32010-17973591 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～17時40分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

155,000円～258,200円
正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0852-22-0188 （従業員数 30人 ）

1人 32010-17977691 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

18歳以上 (1)14時30分～10時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

155,000円～258,200円 (2)15時30分～11時30分
正社員以外 省令２号 (3) 7時30分～16時10分
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0852-22-0188 （従業員数 30人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 1人 32010-17978991 就業場所 島根県出雲市

フルタイム 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許
不問 (1) 9時00分～17時40分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

155,000円～258,200円
正社員以外 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0852-22-0188 （従業員数 30人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 1人 32010-17979491 就業場所 島根県出雲市

フルタイム
59歳以下

185,000円～240,000円
正社員 省令１号
雇用期間の定めなし TEL 0852-20-5250 （従業員数 6人 ）

3人 32010-17991091 就業場所 島根県出雲市
パート

不問

900円～1,050円
パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0852-20-5250 （従業員数 6人 ）

5人 32010-17992391 就業場所 島根県出雲市
パート

不問

900円～1,050円
パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0852-20-5250 （従業員数 8人 ）

3人 32010-17993691 就業場所 島根県出雲市
フルタイム

59歳以下

185,000円～240,000円
正社員 省令１号
雇用期間の定めなし TEL 0852-20-5250 （従業員数 8人 ）

3人 32010-17995491 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時30分～18時00分
151,200円～151,200円

正社員以外 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL 0852-61-8044 （従業員数 11人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 1人 32010-18012291 就業場所 島根県出雲市

フルタイム 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時30分～17時30分 第一種衛生管理者
160,000円～160,000円

正社員以外 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL 0852-61-8044 （従業員数 11人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 1人 32010-18013591 就業場所 島根県出雲市

フルタイム 交替制あり
69歳以下

235,762円～235,762円
正社員 省令１号
雇用期間の定めなし TEL 0854-23-1113 （従業員数 15人 ）

1人 32012- 2738791 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 交替制あり

69歳以下

235,762円～235,762円
正社員 省令１号
雇用期間の定めなし TEL 0854-23-1113 （従業員数 15人 ）

1人 32012- 2739891 就業場所 島根県出雲市

メンテナンススタッフ 
（出雲サービスセンター）

三協フロンテア　株式会社 
　
＊　＊＊

千葉県柏市新十余二５ 雇用・労災・健
康・厚生

夜間等児童指導員（出雲） 島根県総務部総務事務セン
ター

島根県松江市殿町１ 雇用・労災・健
康・厚生

保育士 社会福祉法人　小山福祉会
おやま保育園

島根県出雲市小山町６１８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

青果・フレッシュジュース担当 株式会社　ＰＬＡＮＴ　出雲
店

島根県出雲市塩冶町１４０８番地２ 雇用・労災・健
康・厚生

事務職（正社員）出雲市 株式会社　ホテル一畑 島根県松江市千鳥町３０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

フロント業務（契約社員）出雲市 株式会社　ホテル一畑 島根県松江市千鳥町３０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

家事代行サービス（出雲市） 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

労災

フロント業務（正社員）出雲市 株式会社　ホテル一畑 島根県松江市千鳥町３０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

【鳥さく】での調理・販売（出雲） 株式会社　さんわファクト
リー

島根県松江市矢田町１６８－６ 労災

【ジャックインザドーナッツ】調
理・販売（出雲）

株式会社　さんわファクト
リー

島根県松江市矢田町１６８－６ 労災

事務職（契約社員）出雲市 株式会社　ホテル一畑 島根県松江市千鳥町３０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

【鳥さく】での調理・販売（出雲） 株式会社　さんわファクト
リー

島根県松江市矢田町１６８－６ 雇用・労災・健
康・厚生

衛生管理者（出雲事業所） 株式会社　ワールドインテッ
ク松江営業所

島根県松江市朝日町４９８　松江センタービル
５Ｆ２号室

雇用・労災・健
康・厚生

（出雲市）ホール担当（出雲店／６
休）

かばはうすホールディングス
株式会社

島根県安来市安来町２０９３－４ 雇用・労災・健
康・厚生

【ジャックインザドーナッツ】調
理・販売（出雲）

株式会社　さんわファクト
リー

島根県松江市矢田町１６８－６ 雇用・労災・健
康・厚生

運営管理業務（出雲事業所） 株式会社　ワールドインテッ
ク松江営業所

島根県松江市朝日町４９８　松江センタービル
５Ｆ２号室

雇用・労災・健
康・厚生

（出雲市）調理担当（出雲店／６
休）

かばはうすホールディングス
株式会社

島根県安来市安来町２０９３－４ 雇用・労災・健
康・厚生
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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

℡ 0853-21-8609

ハローワーク出雲

（出雲公共職業安定所）
◎ 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。

フルタイム 交替制あり
69歳以下

211,692円～211,692円
正社員 省令１号
雇用期間の定めなし TEL 0854-23-1113 （従業員数 15人 ）

1人 32012- 2740191 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 交替制あり

69歳以下

211,692円～211,692円
正社員 省令１号
雇用期間の定めなし TEL 0854-23-1113 （従業員数 15人 ）

1人 32012- 2741091 就業場所 島根県出雲市
パート

69歳以下

850円～900円
パート労働者 省令１号
雇用期間の定めなし TEL 0854-23-1113 （従業員数 15人 ）

1人 32012- 2742391 就業場所 島根県出雲市
パート

69歳以下

850円～900円
パート労働者 省令１号
雇用期間の定めなし TEL 0854-23-1113 （従業員数 15人 ）

1人 32012- 2743691 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 普通自動車免許（ＡＴ限定）

18歳～44歳 (1) 8時00分～17時00分
192,000円～312,000円

正社員 省令３号のイ
雇用期間の定めなし TEL 0853-25-7387 （従業員数 3人 ）

2人 32030-11833391 就業場所
フルタイム 中型自動車免許

35歳以下 (1) 8時00分～17時00分
180,000円～230,000円

正社員 省令３号のイ
雇用期間の定めなし TEL 0853-48-1848 （従業員数 15人 ）

1人 32030-11834691 就業場所
フルタイム

不問 (1) 9時15分～17時00分
150,000円～240,000円

正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-23-6276 （従業員数 22人 ）

2人 32030-11835991 就業場所 確定給付年金
フルタイム

不問 (1) 9時15分～17時00分
150,000円～240,000円

正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-23-6276 （従業員数 5人 ）

2人 32030-11836491 就業場所 島根県出雲市 確定給付年金
パート

不問 (1) 8時30分～18時30分
1,000円～1,200円 (2) 8時30分～12時00分

パート労働者 年齢不問 (3)15時00分～18時30分
雇用期間の定めなし TEL 0853-43-1111 （従業員数 10人 ）

1人 32030-11837791 就業場所
パート

不問 (1) 8時00分～17時00分
850円～1,000円

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-28-0279 （従業員数 49人 ）

2人 32030-11838891 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

18歳以上 (1) 7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

165,000円～184,000円 (2)10時00分～19時00分 介護福祉士
正社員 省令２号 (3) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし TEL 0853-72-5109 （従業員数 29人 ）

1人 32030-11841391 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 普通自動車免許

59歳以下 (1) 8時45分～17時15分
170,000円～230,000円 (2) 8時45分～16時00分

正社員 省令１号
雇用期間の定めなし TEL 0853-24-8015 （従業員数 10人 ）

1人 32030-11842691 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時30分～17時30分
178,000円～320,000円

正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-23-8200 （従業員数 32人 ）

1人 32030-11843991 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 作業療法士

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

188,000円～193,000円
正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-72-5109 （従業員数 29人 ）

1人 32030-11844491 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 保健師

不問 看護師
234,500円～234,500円

正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-20-2021 （従業員数 1,880人 ）

1人 32030-11845791 就業場所
フルタイム

不問 (1) 8時30分～17時15分
146,000円～179,600円

正社員以外 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL 0853-21-1850 （従業員数 91人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 1人 32030-11846891 就業場所

フルタイム 変形（１年単位） 普通自動車免許
不問 (1) 7時45分～17時00分

230,000円～260,000円
正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-84-0604 （従業員数 10人 ）

1人 32030-11847291 就業場所 島根県出雲市

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

（出雲市）調理担当［出雲店／８
休］

かばはうすホールディングス
株式会社

島根県安来市安来町２０９３－４ 雇用・労災・健
康・厚生

（出雲市）ホール担当［炉端かば出
雲店／パート］

かばはうすホールディングス
株式会社

島根県安来市安来町２０９３－４ 雇用・労災

（出雲市）ホール担当［出雲店／８
休］

かばはうすホールディングス
株式会社

島根県安来市安来町２０９３－４ 雇用・労災・健
康・厚生

運転手 有限会社プレート商会 島根県出雲市船津町８０－３ 雇用・労災・健
康・厚生

商工会議所共済・福祉制度推進ス
タッフ

アクサ生命保険株式会社　出
雲営業所

島根県出雲市大津町１１３１－１　出雲商工会
館４Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

（出雲市）調理担当［炉端かば出雲
店／パート］

かばはうすホールディングス
株式会社

島根県安来市安来町２０９３－４ 雇用・労災

建設作業員 小村工業 島根県出雲市今市町２５－２１ 雇用・労災

倉庫内作業 岡山県貨物運送　株式会社
出雲営業所

島根県出雲市長浜町１３７２－１６ 雇用・労災・健
康・厚生

介護職【ショートステイ部門】 有限会社　司　「ココ荘原」 島根県出雲市斐川町荘原３１６９番地２８ 雇用・労災・健
康・厚生

商工会議所共済・福祉制度推進ス
タッフ【平田駐在】

アクサ生命保険株式会社　出
雲営業所

島根県出雲市大津町１１３１－１　出雲商工会
館４Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

医療事務員 医療法人　伊藤医院 島根県出雲市神西沖町２０７６ 労災

作業療法士【機能訓練指導員／土日
休み】

有限会社　司　「ココ荘原」 島根県出雲市斐川町荘原３１６９番地２８ 雇用・労災・健
康・厚生

保健師（保健管理センター） 国立大学法人　島根大学　医
学部

島根県出雲市塩冶町８９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

住宅アドバイザー 株式会社　グッドライフ 島根県出雲市塩冶町南町３－１－２１ 雇用・労災・健
康・厚生

土木施設点検・測量 株式会社　大隆設計 島根県出雲市江田町４０－５ 雇用・労災・健
康・厚生

事務補助職員 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 雇用・公災・健
康・厚生

重機オペレーター 株式会社　三原組 島根県出雲市佐田町反辺２３０－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形
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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

℡ 0853-21-8609

ハローワーク出雲

（出雲公共職業安定所）
◎ 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。

パート
不問 (1)17時00分～21時00分

900円～900円
パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL 090-4804-8265（従業員数 3人 ）
契約更新の可能性なし 1人 32030-11849191 就業場所

フルタイム 変形（１ヶ月単位）
18歳以上 (1) 8時00分～16時30分

206,150円～206,150円 (2)16時00分～ 0時30分
正社員以外 省令２号 (3) 0時00分～ 8時30分
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0853-24-8760 （従業員数 195人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 1人 32030-11850691 就業場所

フルタイム 変形（１ヶ月単位）
18歳以上 (1) 8時00分～16時30分

206,150円～206,150円 (2)16時00分～ 0時30分
正社員以外 省令２号 (3) 0時00分～ 8時30分
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0853-24-8760 （従業員数 195人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 5人 32030-11851991 就業場所

フルタイム 介護福祉士
不問 (1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

151,520円～240,000円 介護職員実務者研修修了者

正社員以外 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-31-4600 （従業員数 28人 ）

1人 32030-11787691 就業場所 島根県出雲市
パート 介護職員初任者研修修了者

不問 (1) 7時00分～10時00分 ホームヘルパー２級
850円～950円 (2) 7時00分～16時00分

パート労働者 年齢不問 (3) 9時00分～18時00分
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0853-31-4600 （従業員数 30人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 2人 32030-11788991 就業場所 島根県出雲市

フルタイム
不問 (1) 8時30分～17時00分

118,500円～118,500円
正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-62-2048 （従業員数 7人 ）

1人 32030-11789491 就業場所
フルタイム 変形（１年単位） 普通自動車免許

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分
170,000円～180,000円

正社員 省令３号のイ
雇用期間の定めなし TEL 0853-21-1300 （従業員数 20人 ）

2人 32030-11790291 就業場所 島根県出雲市 厚生年金基金
フルタイム 介護職員初任者研修修了者

不問 (1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級
194,000円～223,200円 普通自動車免許（ＡＴ限定）

正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-22-8706 （従業員数 177人 ）

1人 32030-11791591 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

40歳以下 (1) 9時00分～17時30分
150,000円～170,000円

正社員 省令３号のイ
雇用期間の定めなし TEL 0853-21-1300 （従業員数 20人 ）

1人 32030-11793091 就業場所 厚生年金基金
パート

不問 (1) 6時00分～12時00分
850円～880円 (2) 7時00分～13時00分

パート労働者 年齢不問 (3) 6時30分～10時00分
雇用期間の定めなし TEL 0853-24-7700 （従業員数 34人 ）

2人 32030-11794391 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 変形（１年単位） 準中型自動車免許

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分
175,000円～210,000円

正社員 省令３号のイ
雇用期間の定めなし TEL 0853-53-0140 （従業員数 27人 ）

2人 32030-11795691 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 変形（１年単位） 普通自動車免許

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分
200,000円～300,000円

正社員 省令１号
雇用期間の定めなし TEL 0853-85-2229 （従業員数 15人 ）

1人 32030-11796991 就業場所 厚生年金基金
パート

不問 (1)12時00分～21時00分
850円～900円

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-24-7700 （従業員数 47人 ）

1人 32030-11798791 就業場所
パート

不問 (1)17時00分～22時00分
850円～900円

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-24-7700 （従業員数 47人 ）

1人 32030-11800991 就業場所
パート

18歳以上 (1)22時00分～ 8時00分
850円～900円

パート労働者 省令２号
雇用期間の定めなし TEL 0853-24-7700 （従業員数 46人 ）

1人 32030-11801491 就業場所
フルタイム 普通自動車免許

59歳以下 (1) 8時30分～18時00分
180,000円～200,000円

正社員 省令１号
雇用期間の定めなし TEL 090-3173-7331（従業員数 4人 ）

2人 32030-11802791 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 中型自動車免許

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分
181,000円～251,000円

正社員 省令３号のイ
雇用期間の定めなし TEL 0853-43-3321 （従業員数 45人 ）

2人 32030-11803891 就業場所

ホールスタッフ【１１／３０～１２
／３１】

そば処・喜多縁 島根県出雲市今市町４２－３０ 雇用・労災

医薬品製造【４班３交替】 株式会社　ジェイ・オー・
ファーマ

島根県出雲市下古志町１２７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

介護職員【有料老人ホーム】 株式会社　ハート 島根県出雲市荻杼町５１９‐１　北陽ビル１Ｆ 労災

菓子製造 有限会社　岡伊三郎商店 島根県出雲市平田町２２６０－２４ 雇用・労災・健
康・厚生

医薬品製造【３班３交替】 株式会社　ジェイ・オー・
ファーマ

島根県出雲市下古志町１２７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

介護職員／デイサービス 株式会社　ハート 島根県出雲市荻杼町５１９‐１　北陽ビル１Ｆ 雇用・労災・健
康・厚生

製造スタッフ 株式会社　井ゲタ醤油 島根県出雲市浜町１０７０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

朝食スタッフ 出雲グリーンホテル　モーリ
ス【株式会社　モーリスホテ
ルズ】

島根県出雲市駅南町２－３－４ 労災

物流スタッフ 株式会社　井ゲタ醤油 島根県出雲市浜町１０７０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

ヘルパー介護員 社会福祉法人　静和会 島根県出雲市大津町３５２９ 雇用・労災・健
康・厚生

フロントスタッフ【１２：００～２
１：００】

出雲グリーンホテル　モーリ
ス【株式会社　モーリスホテ
ルズ】

島根県出雲市駅南町２－３－４ 雇用・労災・健
康・厚生

フロントスタッフ【１７：００～２
２：００】

出雲グリーンホテル　モーリ
ス【株式会社　モーリスホテ
ルズ】

島根県出雲市駅南町２－３－４ 雇用・労災

廃棄物収集運搬又は家屋解体作業員 有限会社　ワスティーシステ
ム

島根県出雲市大社町中荒木２４５４－２ 雇用・労災・健
康・厚生

土木技能者【見習い】 株式会社　土井豆組 島根県出雲市佐田町八幡原　１２２５－４ 雇用・労災・健
康・厚生

現場の収集及び運搬 株式会社　島根サニタリ 島根県出雲市神西沖町　１３４９－３ 雇用・労災・健
康・厚生

フロントスタッフ【夜勤】 出雲グリーンホテル　モーリ
ス【株式会社　モーリスホテ
ルズ】

島根県出雲市駅南町２－３－４ 雇用・労災・健
康・厚生

農業作業員 神田　伯 島根県出雲市浜町１５４８ 雇用・労災
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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

℡ 0853-21-8609

ハローワーク出雲

（出雲公共職業安定所）
◎ 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。

フルタイム 中型自動車免許
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

181,000円～251,000円
正社員 省令３号のイ
雇用期間の定めなし TEL 0853-43-3321 （従業員数 45人 ）

2人 32030-11804291 就業場所
フルタイム 変形（１年単位） 中型自動車免許

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分
181,000円～251,000円

正社員 省令３号のイ
雇用期間の定めなし TEL 0853-43-3321 （従業員数 45人 ）

2人 32030-11805591 就業場所 島根県出雲市
パート

18歳以上 (1)20時00分～ 2時00分
1,200円～2,000円

パート労働者 省令２号
雇用期間の定めなし TEL 0853-23-7297 （従業員数 3人 ）

2人 32030-11806191 就業場所
フルタイム

不問 (1) 8時40分～17時10分
153,750円～153,750円 (2)10時40分～19時10分

正社員以外 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0853-23-8301 （従業員数 207人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 5人 32030-11808391 就業場所

フルタイム 変形（１年単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

203,520円～220,480円
有期雇用派遣 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL 0853-21-9523 （従業員数 0人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 1人 32030-11809691 就業場所

パート 介護支援専門員（ケアマネージャー）

不問

1,000円～1,000円
パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL 0853-21-2810 （従業員数 13人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 1人 32030-11810491 就業場所

フルタイム 介護支援専門員（ケアマネージャー）

不問 (1) 9時00分～17時30分
170,000円～200,000円

正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-21-2810 （従業員数 13人 ）

1人 32030-11811791 就業場所
パート 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1)13時00分～17時00分
800円～800円

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-22-9552 （従業員数 12人 ）

1人 32030-11812891 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 変形（１年単位） 普通自動車免許

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
172,800円～259,200円

正社員 省令２号
雇用期間の定めなし TEL 0853-25-9005 （従業員数 3人 ）

2人 32030-11819991 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 医療事務資格

不問 (1) 8時15分～18時00分
180,000円～220,000円 (2) 9時00分～19時00分

正社員 年齢不問 (3) 8時15分～13時30分
雇用期間の定めなし TEL 0853-23-2021 （従業員数 7人 ）

1人 32030-11820891 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 変形（１年単位） 普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分
187,000円～220,000円

正社員以外 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL 0853-63-3361 （従業員数 15人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 2人 32030-11821291 就業場所 島根県出雲市

フルタイム 交替制あり 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 9時00分～18時00分
160,000円～180,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-63-7052 （従業員数 0人 ）

2人 32030-11822591 就業場所 島根県出雲市
フルタイム フォークリフト運転技能者

不問 (1) 9時30分～17時30分
157,000円～157,000円

有期雇用派遣 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL 0853-20-7615 （従業員数 0人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 2人 32030-11824091 就業場所 島根県出雲市

フルタイム 普通自動車免許
40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

160,000円～190,000円
正社員 省令３号のイ
雇用期間の定めなし TEL 0853-21-0497 （従業員数 3人 ）

1人 32030-11825391 就業場所 厚生年金基金
パート 交替制あり

不問 (1) 8時30分～12時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0853-48-9045 （従業員数 19人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 1人 32030-11826691 就業場所

パート 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 9時00分～16時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 省令１号
雇用期間の定めなし TEL 0853-25-1173 （従業員数 3人 ）

2人 32030-11827991 就業場所
フルタイム 変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 8時00分～17時10分
211,000円～211,000円

正社員 省令１号
雇用期間の定めなし TEL 0853-25-1173 （従業員数 5人 ）

10人 32030-11828491 就業場所

浄化槽維持管理作業員 株式会社　島根サニタリ 島根県出雲市神西沖町　１３４９－３ 雇用・労災・健
康・厚生

テレマーケティング／受電（コール
センター業務）

株式会社　りそな銀行　島根
カスタマーセンター

島根県出雲市駅南町２丁目４番８ 雇用・労災・健
康・厚生

コンクリート製品の製造 株式会社　アイデン島根営業
所

島根県出雲市塩冶有原町１－５５－１芝原ビル
２Ｆ

雇用・労災

解体作業 株式会社　島根サニタリ 島根県出雲市神西沖町　１３４９－３ 雇用・労災・健
康・厚生

接客係 ピーチ・ピット 島根県出雲市今市町１２９７ 労災

工場内作業および配送助手 有限会社　島根中央炊飯セン
ター

島根県出雲市矢尾町５５２ 雇用・労災

一般作業員【電気通信工事】 新田商事 島根県出雲市斐川町併川１１０１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

ケアマネージャー 医療法人　山根クリニック 島根県出雲市芦渡町７８９－２番地 労災

ケアマネージャー 医療法人　山根クリニック 島根県出雲市芦渡町７８９－２番地 雇用・労災・厚生

販売スタッフ 株式会社　出雲かみしお本店 島根県出雲市国富町８３８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

フォークリフト作業 日研トータルソーシング株式
会社　出雲事業所

島根県出雲市駅南町２－２－１　だるまビル２
Ｆ　Ｅ号室

雇用・労災・健
康・厚生

医療事務員 医療法人　遠藤クリニック 島根県出雲市渡橋町３２５－３ 雇用・労災・健
康・厚生

重機運転手 有限会社　土江重機 島根県出雲市国富町８３８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

ルート営業【医薬品】 株式会社　三光丸　島根営業
所

島根県出雲市渡橋町１１７７　モリオカビル１
Ｆ

雇用・労災

ルート営業【医薬品】 株式会社　三光丸　島根営業
所

島根県出雲市渡橋町１１７７　モリオカビル１
Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

建築設計業務 有限会社　北脇建築設計事務
所

島根県出雲市高岡町６１５番地北脇ビル２階 雇用・労災・健
康・厚生

調理員【グループホーム稗原】 株式会社　さくら 島根県出雲市稗原町１７２４ 労災
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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

℡ 0853-21-8609

ハローワーク出雲

（出雲公共職業安定所）
◎ 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。

フルタイム 普通自動車免許
18歳～59歳 (1) 8時00分～17時00分

192,000円～288,000円
正社員 省令２号
雇用期間の定めなし TEL 0853-24-7676 （従業員数 13人 ）

3人 32030-11829791 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分
192,000円～300,000円

正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-24-7676 （従業員数 13人 ）

1人 32030-11830591 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

59歳以下 (1) 8時20分～17時00分
210,000円～240,000円

正社員 省令１号
雇用期間の定めなし TEL 0853-28-1818 （従業員数 24人 ）

2人 32030-11831191 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 変形（１ヶ月単位） 美容師

不問

230,000円～300,000円
正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 06-6886-7800 （従業員数 3人 ）

3人 27060-41547391 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 変形（１ヶ月単位） 美容師

不問

250,000円～320,000円
正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 06-6886-7800 （従業員数 3人 ）

2人 27060-41548691 就業場所 島根県出雲市
フルタイム

18歳以上 (1) 8時30分～18時35分
216,000円～216,000円 (2)20時30分～ 6時35分

有期雇用派遣 省令２号
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL 0852-61-8044 （従業員数 72人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 13人 32010-17932591 就業場所 島根県出雲市

フルタイム 普通自動車免許
不問 (1) 9時00分～17時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

145,000円～145,000円
正社員以外 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0852-32-3440 （従業員数 10人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 1人 32010-17953991 就業場所 島根県出雲市

パート
不問 (1) 9時00分～13時00分

1,200円～1,200円 (2)13時00分～17時00分
有期派遣パート 年齢不問
日雇 TEL 0852-26-0303 （従業員数 0人 ）
契約更新の可能性なし 16人 32010-17960691 就業場所 島根県出雲市

パート
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

800円～1,000円
パート労働者 省令２号
雇用期間の定めなし TEL 0853-25-7227 （従業員数 35人 ）

5人 32030-11754691 就業場所 島根県雲南市
パート

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
800円～1,000円

パート労働者 省令２号
雇用期間の定めなし TEL 0853-25-7227 （従業員数 35人 ）

5人 32030-11755991 就業場所 島根県雲南市
パート

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
800円～1,000円

パート労働者 省令２号
雇用期間の定めなし TEL 0853-25-7227 （従業員数 35人 ）

5人 32030-11756491 就業場所 島根県大田市
フルタイム 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
143,000円～198,000円

正社員以外 省令２号
雇用期間の定めなし TEL 0853-25-7227 （従業員数 35人 ）

5人 32030-11757791 就業場所 島根県雲南市
フルタイム 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
143,000円～198,000円

正社員以外 省令２号
雇用期間の定めなし TEL 0853-25-7227 （従業員数 35人 ）

5人 32030-11758891 就業場所 島根県雲南市
フルタイム 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
143,000円～198,000円

正社員以外 省令２号
雇用期間の定めなし TEL 0853-25-7227 （従業員数 35人 ）

5人 32030-11759291 就業場所 島根県雲南市
フルタイム 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
143,000円～198,000円

正社員 省令２号
雇用期間の定めなし TEL 0853-25-7227 （従業員数 35人 ）

5人 32030-11760091 就業場所 島根県大田市
フルタイム 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
143,000円～198,000円

正社員 省令２号
雇用期間の定めなし TEL 0853-25-7227 （従業員数 35人 ）

5人 32030-11761391 就業場所 島根県雲南市
フルタイム 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
143,000円～198,000円

正社員 省令２号
雇用期間の定めなし TEL 0853-25-7227 （従業員数 35人 ）

5人 32030-11762691 就業場所 島根県雲南市

機械設計 株式会社　研電社 島根県出雲市長浜町１３７２－１５ 雇用・労災・健
康・厚生

アイリスト（アイデザイナー）（イ
オンモール出雲）

株式会社　Ｂｌａｎｃ 大阪市淀川区西中島５丁目１２番８号　エス・
ティ・エスビル９Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

解体作業員 有限会社　日成プラスター 島根県出雲市東福町９５２－１４ 雇用・労災・健
康・厚生

土木技術者 有限会社　日成プラスター 島根県出雲市東福町９５２－１４ 雇用・労災・健
康・厚生

営業・企画：出雲≪急募≫ 株式会社山陰中央新報社 松江市殿町３８３（山陰中央ビル６階） 雇用・労災・健
康・厚生

パソコン操作補助業務（出雲市） テルウェル西日本株式会社
島根営業支店

島根県松江市東朝日町１０２　ＮＴＴ西日本島
根支店内

労災

アイリスト（アイデザイナー）（イ
オンモール出雲）

株式会社　Ｂｌａｎｃ 大阪市淀川区西中島５丁目１２番８号　エス・
ティ・エスビル９Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

電子部品のセット・検査 株式会社　ワールドインテッ
ク松江営業所

島根県松江市朝日町４９８　松江センタービル
５Ｆ２号室

雇用・労災・健
康・厚生

警備員（アルバイト：大田地区） 株式会社　ガード・リード山
陰

島根県出雲市今市町１１８８番地 雇用・労災

警備員（嘱託：大田地区） 株式会社　ガード・リード山
陰

島根県出雲市今市町１１８８番地 雇用・労災・健
康・厚生

警備員（アルバイト：雲南・松江地
区）

株式会社　ガード・リード山
陰

島根県出雲市今市町１１８８番地 雇用・労災

警備員（アルバイト：出雲地区） 株式会社　ガード・リード山
陰

島根県出雲市今市町１１８８番地 雇用・労災

警備員（正社員：大田地区） 株式会社　ガード・リード山
陰

島根県出雲市今市町１１８８番地 雇用・労災・健
康・厚生

警備員（正社員：雲南・松江地区） 株式会社　ガード・リード山
陰

島根県出雲市今市町１１８８番地 雇用・労災・健
康・厚生

警備員（嘱託：出雲地区） 株式会社　ガード・リード山
陰

島根県出雲市今市町１１８８番地 雇用・労災・健
康・厚生

警備員（嘱託：雲南・松江地区） 株式会社　ガード・リード山
陰

島根県出雲市今市町１１８８番地 雇用・労災・健
康・厚生

警備員（正社員：出雲地区） 株式会社　ガード・リード山
陰

島根県出雲市今市町１１８８番地 雇用・労災・健
康・厚生
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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

℡ 0853-21-8609

ハローワーク出雲

（出雲公共職業安定所）
◎ 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。

フルタイム 変形（１年単位）
44歳以下 (1) 8時00分～17時30分

160,000円～200,000円 (2) 8時00分～17時00分
正社員 省令３号のイ
雇用期間の定めなし TEL 0853-21-1899 （従業員数 14人 ）

1人 32030-11766891 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 介護福祉士

不問

217,500円～355,000円
正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-20-1641 （従業員数 24人 ）

1人 32030-11767291 就業場所
フルタイム 交替制あり ホームヘルパー２級

不問 (1) 7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

160,000円～225,000円 (2) 8時00分～17時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

正社員 年齢不問 (3) 9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし TEL 0853-20-1641 （従業員数 24人 ）

1人 32030-11768591 就業場所 島根県出雲市
フルタイム

不問 (1) 8時30分～17時30分
170,000円～350,000円

正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-81-2216 （従業員数 0人 ）

1人 32030-11769191 就業場所
パート 介護福祉士

不問 (1) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者

828円～1,017円 普通自動車免許（ＡＴ限定）

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-62-9365 （従業員数 10人 ）

1人 32030-11770691 就業場所
パート

不問

900円～1,500円
パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-81-2216 （従業員数 0人 ）

2人 32030-11771991 就業場所
パート その他の福祉・介護関係資格

不問 (1)14時00分～18時00分 保育士
1,050円～1,110円 普通自動車免許（ＡＴ限定）

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL 0853-63-7716 （従業員数 3人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 1人 32030-11776591 就業場所 島根県出雲市

パート その他の福祉・介護関係資格

不問 (1)14時00分～18時00分 保育士
1,050円～1,110円 普通自動車免許（ＡＴ限定）

パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL 0853-63-7716 （従業員数 5人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 1人 32030-11777191 就業場所 島根県出雲市

フルタイム その他の福祉・介護関係資格

不問 (1) 9時00分～18時00分 保育士
177,600円～201,600円 普通自動車免許（ＡＴ限定）

正社員以外 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL 0853-63-7716 （従業員数 5人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 1人 32030-11778091 就業場所 島根県出雲市

フルタイム その他の福祉・介護関係資格

不問 (1) 9時00分～18時00分 保育士
177,600円～201,600円 普通自動車免許（ＡＴ限定）

正社員以外 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL 0853-63-7716 （従業員数 3人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 1人 32030-11779391 就業場所 島根県出雲市

フルタイム 栄養士
不問 (1) 8時30分～17時30分

161,950円～164,100円
正社員以外 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0853-62-3362 （従業員数 31人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 1人 32030-11780791 就業場所 島根県出雲市 厚生年金基金

フルタイム 変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分
145,000円～160,000円

正社員 省令１号
雇用期間の定めなし TEL 0853-63-3181 （従業員数 9人 ）

2人 32030-11781891 就業場所 島根県出雲市 厚生年金基金
フルタイム 普通自動車免許

不問 自動車検査員
170,000円～250,000円

正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-63-3181 （従業員数 9人 ）

2人 32030-11782291 就業場所 島根県出雲市
パート

不問

850円～900円
パート労働者 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-53-2473 （従業員数 9人 ）

2人 32030-11783591 就業場所 島根県出雲市
フルタイム 変形（１年単位） 普通自動車免許

44歳以下 (1) 8時30分～17時30分
150,000円～220,000円

正社員 省令３号のイ
雇用期間の定めなし TEL 0853-23-8200 （従業員数 32人 ）

1人 32030-11784191 就業場所
フルタイム 普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時30分
242,000円～264,000円

正社員 年齢不問
雇用期間の定めなし TEL 0853-53-4266 （従業員数 3人 ）

1人 32030-11785091 就業場所 島根県出雲市
パート

18歳以上 (1)20時00分～ 2時00分
1,500円～2,000円

パート労働者 省令２号
雇用期間の定めなし TEL 080-2890-8390（従業員数 4人 ）

3人 32030-11786391 就業場所

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

管理者候補 株式会社　グリーンケアはー
ねす

島根県出雲市大津町２８９ 雇用・労災・健
康・厚生

介護職 株式会社　グリーンケアはー
ねす

島根県出雲市大津町２８９ 雇用・労災・健
康・厚生

事務員【上塩冶工場】 有限会社　金村商店 島根県出雲市白枝町９２７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

コンテンツ制作スタッフ ＡＭ科学　株式会社 島根県出雲市駅南町３－１３－４－Ｅ 労災

児童指導員【常松町】 一般社団法人　なないろの空 島根県出雲市平田町７２５６ 雇用・労災

コンテンツ制作スタッフ ＡＭ科学　株式会社 島根県出雲市駅南町３－１３－４－Ｅ 雇用・労災・健
康・厚生

介護職員 つかさデイサービスセンター
【有限会社　つかさ】

島根県出雲市平田町１９５３番地３ 雇用・労災

児童指導員【常松町】 一般社団法人　なないろの空 島根県出雲市平田町７２５６ 雇用・労災・健
康・厚生

栄養士 社会福祉法人　出東福祉会
出東保育園

島根県出雲市斐川町三分市１０７１－４ 雇用・労災・健
康・厚生

児童指導員【平田町】 一般社団法人　なないろの空 島根県出雲市平田町７２５６ 雇用・労災

児童指導員【平田町】 一般社団法人　なないろの空 島根県出雲市平田町７２５６ 雇用・労災・健
康・厚生

ホールスタッフ 有限会社　きんぐ 島根県出雲市大社町杵築東５９９ 労災

事務職 株式会社　大隆設計 島根県出雲市江田町４０－５ 雇用・労災・健
康・厚生

一般事務員【車検の速太郎カース
テーション】

ニシオ　有限会社 島根県出雲市灘分町１９２１－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

自動車整備工【車検の速太郎カース
テーション】

ニシオ　有限会社 島根県出雲市灘分町１９２１－４ 雇用・労災・健
康・厚生

造園・土木作業員 植竹 島根県出雲市大社町杵築南１２６４－３ 雇用・労災

接客係 ラウンジ　Ｌｕｍｉｎｏｕｓ 島根県出雲市今市町１３１１松尾ビル１Ｆ 労災
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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

℡ 0853-21-8609

ハローワーク出雲

（出雲公共職業安定所）
◎ 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。

フルタイム その他の情報処理技術関係資格

不問 (1) 8時30分～17時15分
182,600円～182,600円

正社員以外 年齢不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL 0853-22-5111 （従業員数 1,050人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 1人 32030-11807091 就業場所

医療情報技師 島根県立中央病院 島根県出雲市姫原四丁目１－１ 雇用・労災・健
康・厚生
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