
住所：

電話番号： 0853-22-4118

建設業1 出雲土建株式会社
島根県出雲市知井宮町138番地3

事業概要 募集職種

　公共事業主体の土木事業と民間主体の建築事業の建設事業を柱として、リサイク

ル（木材、コンクリート、アスファルト）の環境事業、１級建築士事務所、宅地建物

取引業と多角的に事業を展開しています。

・総務

・造園技術者

・土木技術者

・建築技術者

ここだけのハナシ

若手社員の一日、普段の職場の

様子などをお話します。

PR

　新規事業として2002年より木材のリサイクル事業を開始し、子会社

である出雲カーボン㈱・島根大学と産学共同研究で開発した調湿木

炭「炭八」を製造し、「調湿木炭」のパイオニアとなりました。

　近年は「健康とエコ」をテーマに、島根大学医学部との

産学連携により開発した賃貸マンション「炭の家」の建築

工事の設計・施工に力を入れており、この15年で42棟

696戸の引渡し実績があります。
建設事業部

細木みゆき

採用担当：

連絡先

PP

仁摩温泉津道路馬路地区改良第６工事 大橋川天神川水門新設１期工事

PP



住所：

電話番号： 0853-23-7778

建設業2 今岡工業株式会社
島根県出雲市塩冶神前2-8-16

事業概要 募集職種

道路やトンネル、建物、住宅をつくる総合建設会社です。

これまでのノウハウを継承しつつ、新技術・新工法を導入し、新しい建設事

業を展開しています。公共工事や桧家住宅等を通じて、地域の皆様と密

着した企業として取り組んでいます。

また、今岡工業を核とした建設関係企業の他に、温泉・飲食・ボウリング

場等の異業種分野も幅広く展開しています。

今岡グループは島根の未来づくりのために貢献いたします。

土木技術管理職

建築技術管理職

営業職

一般事務職

ここだけのハナシ

どんな質問にもお答えしますよ。

気軽に聞いてくださいね☺

PR

当社は、一緒に働く仲間と仕事以外でも豊かな関係を

築き、社員ひとり一人の持ち味を引き出す多くの機会を

つくることを大切にしています。

例えば、社員とその家族が集まる今岡グループ

BBQ大会や社員旅行、野球やボウリングなどの

クラブ活動も積極的に応援しています。

総務部

勝部賢三

採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 0853-21-0009

連絡先

建設業3 イマックス株式会社
島根県出雲市高岡町166-1

事業概要 募集職種

イマックスは、本社の出雲を拠点に、松江・雲南・大田エリアの一般家庭、

施設の給排水衛生設備、空調設備、消火設備、水道本管工事などの

ライフラインの整備・保守メンテナンス・修繕など社会貢献度の高い仕事です。

お陰様で２０１９年には創立６０周年を迎えました。

長年培った「技術力」だけでなく、社員の「人間力」を育て「感動」を

社員一丸となり提供しています。

技術職（管理部門）

ここだけのハナシ

社内報『イマ★トピッ』をお見せしま

す。社内の雰囲気がわかっていただ

けます♪PR
ワークライフバランス（仕事と生活の調和）を目指して

★マイチャージ休暇…３か月に１回は自分のための有休を取得を推奨

★　プラス３休暇　…土日休暇にプラス３日の有休→５連休取得

年末年始･ＧＷ･盆休と合わせると年４回の大型連休取得が可能

★育児休暇、介護休暇、家族のための看護休暇

”仕事”と”プライベート”を共に充実させる取り組みや制度を取り入れて

全社員にとって働きがいのある会社を目指しています！

　　2020年２月　このような取り組みが評価されて

　　★『しまねいきいき雇用賞』受賞しました！★

山陸

（やまりく）

採用担当：

PPPP



住所：

電話番号： 0853-28-2983

建設業4 有限会社　喜島塗装
島根県出雲市荒茅町1347-10

事業概要 募集職種

島根県出雲市、松江市で、公共建築物や一般住宅の外壁・屋根の防水塗装を専

門に行っている会社です。創業43年、誠実で丁寧な仕事を心がけ、

出雲市実績ナンバー1、施工実績は3000件を突破しました。

国家資格一級塗装技能士などを持つ職人7名が在籍し、

品質抜群の技術力でさらに業績をあげています。

一般のお客様が気軽に相談できる

ショールームもオープンし、お客様の

ご要望に合わせて、カラーシミュレーションや

塗料のご提案を行っております。

・工事職

（必要資格

自動車普通免許AT限定不可）

・営業職

ここだけのハナシ

みんなとの距離が近い、とっても楽しい

社長です！

話してみるときっと元気になれますよ

(^^)v

今日がチャンス！！

人生変わるかも！？

ぜひブースに来てみてくださいね。

PR

☆工事部は20代～40代の若い社員が活躍中！

　研修や資格取得支援制度も充実しており、技術が身に付きます！

☆少人数だからこそ風通しが良くアットホームな職場です。

総務部人事企画

広報課　岩成

採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 0853-21-3415

連絡先

建設業5
 山陰冷暖株式会社

山陰パナソニック㈱グループ
島根県出雲市今市町840-3

事業概要 募集職種
当社は空調設備、給排水設備における建築設備全般の調査･企画･
設計･施工･メンテナンス業務など幅広く行う総合設備会社です。
★配管工事★

住宅や店舗などの給排水工事など安定した水の供給と

快適な衛生環境の整備を行います。

★空調設備工事★

一般住宅から公共施設、工場などの冷暖房や空気清浄、

換気設備など居住空間を快適に過ごすための整備を行います。

★保守･メンテナンス業務★

工場や病院など公共施設での保守・修繕を行います。

定期的に点検することで安心して設備を使っていただくことができます。

◎管工事技術者

◎営業職

◎事務職

ここだけのハナシ

◎実際の作業風景の動画を見る

ことができます

◎新入社員の年間スケジュール

や、キャリア形成について説明いた

します

PR
★充実した福利厚生★

年間休日数が106日と設備会社としては多く、他にもプライベートの

時間も大事だと考え、誕生日休暇やリフレッシュ休暇も導入しました。

休みが取得しやすい社風です。　2、3年に1度社員旅行も実施しています。

★資格取得支援制度★

資格の取得に向け、各種講習などへの参加や先輩からのアドバイスにより

全面的に支援しています。　もちろん費用は全て会社負担で行っています。

総務部

高根　徹

採用担当：

PP

仕事を通してたくさんの体験・経験を重ねながら、生涯現役として

実現できる知識・スキル・技術・社会常識を身に付けることができます。

自らの可能性を当社で引き出してみませんか？



住所：

電話番号： 0853-22-3344
連絡先

建設業6 神州電気株式会社
島根県出雲市渡橋町751-1

事業概要 募集職種
私たちの会社は、住宅・事務所・店舗・学校・病院・ホテル等の建築物
や、トンネル照明・道路照明・メガソーラー発電所等の太陽光発電設備・
交通信号機等の屋外構造物に必要な電気設備工事の設計施工を主に行う会
社です。
電気は建物にとって血管や神経です。その働きによって
建築物や構造物は暖かみを持ち、機能的に働きます。
安全で快適な環境を創りだすために、
最先端の技術を駆使して建築物や
構造物に血管や神経を張り巡らせ、
命を吹き込む。
とてもやりがいのある仕事です。

電気工事技術者
(業務に必要な資格は入社して
から取得して頂きます。学習
面・費用面共に支援しますの
でご安心下さい。)

ここだけのハナシ
若手社員が来ています。
普段の職場の
様子や、先輩
社員との人間
関係についても
ご説明します。

PR
当社は島根県のみならず中国地方各所で建物や街の構造物に関わる電気系
工事を幅広く施工してきました。設計から施工管理、現場施工まで一貫し
て対応できる技術者集団です。
皆さんは電気の無い生活が想像できますか？今の時代、電気工事技術者が
いなければ日本の全てが麻痺します。社会に大きく貢献しているこの仕事
に、私たちは誇りと使命感を持って打ち込んでいます。
より良い仕事をし、より良い生活に繋げるために、
社員一同日々切磋琢磨しています。
社会に誇れる仕事で、共に豊かな暮らしを実現しま
しょう！インスタでも情報発信中です！

総務部
矢田　俊史

採用担当：

PP



住所：

電話番号： 0853-23-5555

連絡先

建設業7
0

島根県出雲市高岡町1341番地

事業概要 募集職種

　私たちダイニは、昭和47年の創業以来、 主たる社業である舗装・土木工事を通じて

地域社会発展の 一助となるべく努力して参りました。

今、新しい時代を迎え、社会は大きく変わろうとしています。 私たちは変わりゆく社会に

柔軟に適応しながら、強固に施工技術を追求し続け、 より良い施工を行うことによっ

て、みなさまのお役に立ちたいと考えています。

　この事に共感し成長して頂ける方はぜひ一緒に働きましょう！

　お待ちしております。

◎工事監理技術者

◎工事施工技術者

◎営業職

◎総務職

ここだけのハナシ

1日のスケジュールや労働環境の

事など何でも聞いてください。

PR

　アスファルト舗装工事を中心に各種多機能舗装工事の施工管理及び一般土木工

事を中核事業としています。舗装・土木工事の対象は島根県管轄の一般国道、県

道、主要地方道、一般県道、市町村道から公共民営施設の駐車場及び、その外構

施設・公園その他多目的広場など、さらには個人庭先舗装まで広範囲に及びます。

　また、最近では宅地や店舗などの敷地造成工事、河川災害復旧といった工事も手

掛け、事業拡大、事業基盤強化に努めております。

山城 賢一採用担当：

PP



住所：

電話番号： 0853-22-6744

建設業8 中央建設株式会社
島根県出雲市塩冶善行町10番1

事業概要 募集職種

「誰もが家を持てる、そんな社会を作りたい。」今の住宅業界のあり方について、疑問を

持ったのが私たちの新たなスタートでした。　良い家＝高い、そんな常識をぶち壊して誕

生したニコニコ住宅。山陰No.1のビルダーとして、低価格・高品質の家を皆様にお届け

しています。

営業

現場管理

設計

コーディネーター

ここだけのハナシ

入社1年目の若手社員も参加し

ますのでお気軽に話しかけてくださ

い！PR

「社員がイキイキしていないと会社は育たない、まずは社員のみんなを幸せにしたい」昨

今、ブラック企業という言葉が生まれ、働き方について多用な考えが生まれてきている

中、社長が皆の前で熱く語ってくれました。特に働く女性が増えてきたことで育休や産休

も取りやすくなり、営業から産休・育休に入り、復帰してインテリアコーディネーターとして

活躍しているママさんもいます。ライフスタイルに合わせて働き方をしっかり選べるので、住

宅業界ではめずらしく、9割の営業社員が1度も転職せず、ずっと働いています。「買って

よし、建ててよし、働いてよし」それがニコニコ住宅です。 出雲店　営業部

 森脇　鼓冬音

採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 0853-22-8111

建設業9 株式会社　中筋組
島根県出雲市姫原町262番地

事業概要 募集職種

総合建設業：土木・建築・港湾・上下水道・舗装工事

 　㈱中筋組・まるなか建設㈱ …建設業

 　㈱ナカサン…生コン・アスコン製造販売、建設資機材リース、建設業、特殊工事

 　㈱中筋商事…石油販売、車検・車両整備、損害保険代理業

　 ㈱エスティック…コンピュータ機器販売、メンテナンス、ソフトウエア開発販売

 　㈱かみありづき…土産品の製造･販売、各種食品の試作･製造･加工･販売

 　㈲中筋ファーム…農業経営（イチジク等の生産・販売）

総合技術職

（建築・土木・情報）

総合営業職

（建設・情報）

総合事務職

（経営企画・総務・経理）

ここだけのハナシ

　理系の方はもちろん文系の方も

大募集中です！

　募集職種の詳細、就職活動全

般のご質問・お悩みについても親

身にお答えしますので、ぜひブース

へ立ち寄ってみてください！

PR

　中筋グループ（中筋組）は創立60余年、個人創業より80年以上の歴史を刻んで

まいりました。

　現在、総合建設業（土木、建築、港湾、舗装、上下水道工事）を中心に幅広い

事業展開を行っています。経営信条の「社会のために存在し社会と共に繁栄する」ため

にも様々な職種で募集しております。

　

　私たちと共に地域に貢献する仕事をしてみませんか。

　少しでも興味がある方は、ご応募お待ちしております！

管理部

大塚　茂人

採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 079-253-2771

製造業10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出雲工場

島根県出雲市長浜町659番40

事業概要 募集職種

　　　　　「真空技術で未来を創る」を合言葉に！！
スマートフォンやパソコン、テレビや自動車部品などで使われている身の回りのあらゆる部

品には、「真空技術」が用いられております。この「真空技術」をベースに、半導体部品

製造関連装置の開発・商品化を行っています。

製造（機械加工・溶接）

設計（メカ・電気・制御）

営業

技術

・・・・各種若干名

ここだけのハナシ

出雲社員は同僚を大切にし、お互

いの家族の事も気にかけるなどアッ

トホームな事業所です。PR

大手電機メーカーなどで、電子部品を加工製造する装置にアユミ工業独自の技術力

が用いられています。出雲工場は製造において、とても大切な役割を担っており、縁の

下の力持ちの事業所です。繊細な機械溶接や、商品検査等に積極的に取り組んで

おり、日々正確な部品の製作に従事しています。

総務　採用係

（本社）

採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 0853-23-2633

連絡先

製造業11 株式会社イズコン
島根県出雲市大津町1778-1

事業概要 募集職種
プレキャストコンクリート（ＰＣ）製品・部材の製造・販売会社としては山陰地方最大手。

　ＰＣ製品・部材は、建設工事現場で必要な形状に工場生産によりコンクリートを養生固化したもので

す。ＰＣ製品・部材の利用によって工事現場での生コンクリートの養生固化のために必要とされていた作

業時間の縮減、労力の削減等が図れます。

　当社の主な製品には、土木ＰＣ製品としては、中小河川の暗渠化に利用されるボックスカルバートを

はじめ土止め擁壁・大型護岸ブロック・大型貯水槽・側溝・大型水路・太陽電池架台・漁礁等がありま

す。また、建築ＰＣ部材としてはビル・マンション用床版があり、ドイツ・カイザー社の技術を導入したカイ

ザースラブ、伊藤忠丸紅住商テクノスチール社の技術によるスーパーKHスラブを生産しています。

　人手不足対策等に有効なPC製品・部材を利用する工法は、さらに利用拡大が進んでいきます。

営業職

設計職

ここだけのハナシ

何でも聞いてください！

PR
　当社は1817年（文化14年）より続いた黒瓦（大津瓦）の製造に始まり、1950年（昭和25年）

にセメント瓦製造を目的に設立した出雲製瓦株式会社を起業。以来、1998年（平成10年）に社名

を現在の株式会社イズコンに改め、「コンクリート製品を通した地域振興と社会貢献」をコンセプトに、地

域の皆様のご支援に支えられて成長してきました。

　私たちの仕事は、地図の中に自分の携わった仕事の「足跡」を残すことができる、魅力的でやりがいのあ

る仕事です。

○会社概要：資本金8,000千円　従業員数200名。

中小企業退職金共済制度加入、永年勤続表彰制度、業績表彰制度、

業務関連資格及び知識取得のための費用支援制度
福田克也採用担当：

PP



住所：

電話番号： 0853-72-4550

製造業12 株式会社出雲村田製作所
島根県出雲市斐川町上直江2308

事業概要 募集職種

様々な電子部品において圧倒的な世界シェアを占める村田製作所グループのなかで、

出雲村田製作所は主力製品である「積層セラミックコンデンサ」の中核的な拠点とし

て、世界最大規模での生産はもちろん、最先端の技術力をもとに新商品の開発も行っ

ています。「良いものづくりを通して多くの人を笑顔にしよう。そして自分も笑顔の達人に

なろう。」というビジョンを掲げ、社会の発展に貢献できるよう日々取り組んでいます。

・技術系総合職

・事務系総合職

・一般職保全

・一般職アシスタント

ここだけのハナシ

若手社員から一日のタイムスケ

ジュールについて説明しますよ。

PR

当社は、このセラミックコンデンサで世界トップシェアである村田製作所グループの中核を

担う開発・生産拠点です。これからもトップランナーとして世界最先端の技術を追究し、

世界中の電子機器を中から支えていきます。山陰・出雲に身を置きながらも世界の市

場を相手にできる当社で、一緒に活躍していく仲間を募集しています。

管理部人事課
猿木・佐川・佐々木

採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 080-8250-4917

製造業13 株式会社グローバル 出雲工場
島根県出雲市小境町1700-8

事業概要 募集職種

グローバルでは、治具の設計、製作、組み付け、さらに工作機械への据付、試加工、お

客様の工場への納入までを行なっています。

「治具」とは製品を加工や検査する際に作業しやすいように固定する装置でモノづくりに

は欠かせません。

マシニングセンタやNC旋盤などの工作機械を駆使して治具を製造し、モノづくりに貢献

しています。

製造技術職

ここだけのハナシ

若手社員が参加するので、皆さん

の感覚と近い話ができると思いま

す。PR

グローバルは2018年から出雲工場が稼働し始めました。今は6人の若手できれいな工

場を運営中！

夜勤はないので、プライベートの時間も充実。

出雲工場では部品加工をしており、各自がマシニングセンタや旋盤、ワイヤー放電加工

機、研磨機などを駆使して製品を作り上げています。

一品、一品を自分たちで考えて加工していくので、難しさもありますが、完成した時の達

成感もひとしおのものです。モノづくりに興味があればぜひお越しください。 総務・人事担当

櫟原 (いちはら)

採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 0853‐28‐0971

製造業14 　　　　サン電子工業（株）　出雲工場

島根県出雲市長浜町337－1（長浜中核工業団地内）

事業概要 募集職種

　サン電子工業は主に、電子部品のアルミ電解コンデンサを製造・開発・販売していま

す。コンデンサとは電子基板に取付けられている電気を一時的に貯蔵するパーツで、小

さな充電池の様なものです。手のひらにすっぽり収まる小さな部品を製造しています。当

社の製品は高信頼性を確保して、世界中の車・家電・PC関連大手ﾒｰｶｰ様に幅広く

採用して頂いています。出雲工場で生産している

ハイブリッドアルミ電解コンデンサは、出雲で開発し、

業界で初めて量産出荷した商品です。世界のカー

エレクトロニクスメーカー様から非常に高い信頼性を

得ています。

●製造オペレーター

●製造技術

●設備開発

ここだけのハナシ
サン電子工業が所有しているサッカー場は

一昨年サッカー協会により全面芝生化を

しました。将来はここで練習した子供たち

がJリーガーとして活躍することを楽しみにし

ています。

PR

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【人材育成の特徴】

入社当初は、先輩社員により可能な限りマンツーマンによる教育を実施し、懇切丁寧

に教えます。その後、各人のスキルに応じて、業務上必要な社内外での研修に加え、

外部教育機関と契約しており、各人の

成長、興味に沿うとともに、社会人とし

ても幅広くキャリア形成をしていただける

環境を整え、各人のスキルアップを図っ

ています。

総務課

米原・高井

採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 0853-21-7755

連絡先

製造業15 島根ナカバヤシ株式会社
島根県出雲市矢野町391-3

事業概要 募集職種

当社は、東証一部上場 ナカバヤシ株式会社の製造子会社です。

「ロジカルノート」や「フエルアルバム」、手帳などの文具紙製品から、シュレッダーや点滴ス

タンドなどのオフィス＆メディカル関連用品まで、身の回りの様々な製品を生産していま

す。

島根でもの作りを始めてもうすぐ半世紀。　ますます地元と密着した

企業として、これからもどんどん新しいことにもチャレンジし続けます。

そのためにも、フレッシュな発想をお持ちの若いみなさんの力を求めてい

ますので、興味をお持ちの方はお気軽にご応募をお待ちしております！

生産管理業務

DTP業務

ここだけのハナシ

人との関わり方など、社会人になっ

てからの不安についての質問にもお

答えします！PR

社内でのアイデアコンテストも開催しています。優秀作品は実際に商品化されることもあ

ります。自分のアイデア作品が店頭に並ぶかも。

年に2回、全従業員が集結してスポーツ大会等のイベントを開催しています！普段交

流の無い他工場の人たちと一緒に汗を流したり笑いあったりととても楽しい時間ですよ！

総務課　諸角採用担当：

PPPP



住所：

電話番号： （072）759－1215

連絡先

製造業16 株式会社ダイハツメタル出雲工場
島根県出雲市神西沖町2400

事業概要 募集職種

当社はダイハツグループの一員として鋳鉄、アルミ鋳造素形材部門を担い、自動車

産業や船舶産業を事業の柱としています。

出雲工場は当社の主力工場として、自動車部品のほか、船舶部品、油圧部品等の

鋳鉄鋳物部品等を製造しています。

また、安全でより高度な品質を追求し、お客さまに

満足いただける製品を提供していきます。

そして、素材から加工までの一貫した生産体制の

中で信頼される企業を目指していきます。

専門的・技術的職業

（主に生産準備・品質保証）

ここだけのハナシ

日本中を走っている全てのダイハ

ツ車に、出雲工場で作られた自動

車部品が載っています。

また、全日本障がい者バドミント

ン選手権大会の

金・銀・銅メダルも

作っています。

PR

当社は操業開始から一貫して「安全」・「品質」に拘ったものづくりをテーマに日々課

題に取り組んでいます。

世界に羽ばたくダイハツグループの一員として、自ら主体となって共に働く仲間を求め

ています。

「ダイハツの一翼を担う技術集団」の一員として、一緒にものづくりの「プロ」を目指し

ませんか。

本社総務　吉田

出雲工務　笹岡

採用担当：

PP



住所：

電話番号： 0854-52-0066

製造業17 株式会社ニッポー　出雲オフィス
島根県出雲市高岡町68

事業概要 募集職種

当社は、温度調節・湿度調節・制御機器のメーカーとして企画から開発、設計、製

造、販売を行っており、お客様のお困り事を解決する商品・サービスを提供する会社で

す。その中で出雲オフィスにおいては、ソフトウェア開発を中心に業務を行っています。幅

広い分野で展開していますが、例えば農業分野においては自社製品の統合環境制御

盤によって、ハウス栽培での最適な環境制御により収穫アップ、増収によりお客様にも

喜ばれています。またクラウドサービスへの展開も行っています。

技術職

ここだけのハナシ

若手社員から、「こんな仕事をして

いますよ」という話が聞けます。

PR

50年培ってきた、技術・ノウハウがあり、それをさらに飛躍させ、これからの新しい商品・

サービスに繋げていきます。

完全週休二日制、盆休、正月休みなど、年間休日数124日は魅力的です。

会社の補助で、部署を超えてグループ分けした

親睦会（飲みニケーション）もあります。

ぜひ私たちと一緒に、もの作りをしましょう。

総務課

部田浩司

採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 0853-72-0355

連絡先

製造業18 ヒカワ精工株式会社
島根県出雲市斐川町荘原３１６８番地

事業概要 募集職種

（事業内容）

　・二輪、四輪のエンジン部品の製造

　・工業用ミシン部品の製造

　・工作機械の製造

（当社の特色）

　①部品製造では独自の生産ラインで素材から完成までの一貫加工しています。

　②工作機械では設計（機械・電気）から完成までを行っています。

　③人材育成では教育訓練計画を組み職場外訓練にも力を入れています。

○技術職

○情報システム開発

ここだけのハナシ

有給休暇取得率が高いです。

PR

弊社は労働組合もあり、福利厚生も充実していてとても働きやすい会社です。

工場見学も歓迎します。

総務部　総務課

高見、安食

採用担当：

PPPP



住所：

電話番号： 0853-62-3600

採用担当： 業務課　園山

当社は㈱オンドグループにおいて自動車の重要な機能を果たすトランスミッション部品を

製造しています。金属の素材を切削、熱処理、研削、組立、検査の流れを全て当社

で行う一貫生産体制を確立しています。また、激化する企業競争に打ち勝つためにも、

会社ニーズに応えられるメーカーを目指して、技術の向上と人材の育成に努め、企業体

制のさらなる強化を図っております。

＊　総合職（技術）

＊　総合職（品質管理）

＊　総合職（生産管理）

ここだけのハナシ

職場内は年齢・性別に関係なく自

由に発言でき、若手社員も多く会

社運営に参画しています！PR

■ 費用補助制度　　　　　　　　　　　　　　　　■ 当社の魅力

資格等受験の際、費用補助制度があり　　　 自分が製造した製品が自動車に

挑戦しやすい環境にあります。                   搭載され全国各地・世界各国で

(通信教育費用、技能検定費用　等）       走っています！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   あなたも当社で部品の供給者

■ 大型連休　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 となって地域貢献しませんか！？

ＧＷ、盆、年末年始（9～11連休）　　　　 お待ちしております！！

連絡先

https://hiratask.co.jp

19 製造業 ヒラタ精機　株式会社
島根県出雲市西郷町字小池７１８番地

事業概要 募集職種

PP

★の場所に
使用する部品を

造っています

https://hiratask.co.jp/


住所：

電話番号： 0853-86-3311

製造業20 三笠産業株式会社　出雲工場
島根県出雲市多伎町小田2656

事業概要 募集職種

　三笠産業では、農業関連資材全般の販売（卸・小売），農薬（除草剤・殺虫

剤）の製剤，コピー・プリンター用トナーの製造・販売，リサイクルトナーカートリッジの

製造・販売，野菜ファインパウダー（微粉砕野菜）の製造・販売及び野菜ファインパ

ウダーを用いたＰＢ商品の販売等の事業を行っており、出雲工場では、農薬（除草

剤・殺虫剤）の製剤，コピー機・プリンター用トナーの製造，リサイクルトナーカートリッ

ジの製造を行っています。

当社は微粉砕加工技術を用いて、お客様の豊かな生活を支える仕事をしています。

製造職（設備管理＋ライン）

製造職（ラインオペレーター）

ここだけのハナシ

仕事の概要や有休取得率など、

聞きたいことがあれば何でも聞いて

下さい。PR

　出雲工場は１９６９年に稼働開始した歴史ある工場で、農薬の製剤，トナーの

製造，リサイクルトナーカートリッジの製造を行っており、当社機能化学事業部の主幹

工場となっております。

　アットホームな雰囲気で、ボトムアップでの提案大歓迎ですので、個人の能力を生かし

易い工場です。

　企業向けの製品だけでなく、ホームセンターなどの店頭に並んでいる様な製品もありま

すので、確実な作業を手早く出来る人、更に熱意と責任感をもって仕事が出来る人を

求めています。

出雲工場

中野　健二

採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 0853-21-3344

連絡先

製造業21 株式会社　渡部製鋼所
島根県出雲市大津町1,378番地

事業概要 募集職種
【事業内容】

　銑鉄鋳物製造業（各種鋳物製品製造、機械加工・組立、粉砕機、景観製品）

【事業所紹介】

当社は大正12年創業の伝統あるものづくりの会社です。事業内容は、機械の高性能化に応える高い精度と安定し

た品質をもった各種鋳物製品の製造から機械加工・組立まで行い、一貫した生産システムを持っています。その他、

景観製品や、自社製品としてプラスチック粉砕機を製造・販売し、リサイクルや環境改善にも力を入れています。生産

拠点は出雲市(本社)と雲南市に工場があり、関東と関西に営業事務所があります。

【経営理念】

われわれは日々の変化を先取りし新たな英気をもって常に限界に挑み

成長の喜びを分かち社会に貢献する

営業(文理不問)　2名

設計(理系)　1名

ここだけのハナシ

ｆｆｆ

PR

a

総務部　総務課

 曽田　多々納

採用担当：

PP

鋳物製品製造

機械加工・組立

粉砕機

景観製品

若手社員が会社の雰囲気等

何でもお答えします。



住所：

電話番号： 0853-21-0267

電気･ガス･

熱供給･水道業22 出雲ガス株式会社
島根県出雲市上塩冶町2388-1

事業概要 募集職種

弊社は、出雲市中心部へ都市ガス、その近郊エリアへLPガス販売を主事業として、

様々なお客様へガスを供給しております。近年では電気の販売にも参入し、日常生活

に欠かすことの出来ない大切なエネルギーを、安定して安全にお届けすることを使命とし

ております。また、便利なガス機器をはじめ、住宅設備機器の販売、住宅リフォーム提

案等を通じて、お客様のより快適な暮らしのお手伝いができる、そんな会社です。

総合職

（ガス設備管理・工務・営業）

ここだけのハナシ

若手社員から一日のタイムスケ

ジュールや職場の様子について説

明させていただきます！PR

都市ガス・LPガスという公共性の高いライフライン事業を通じ、地域社会とつながり、

日々の業務やお客様の生活をより豊かにしていくために活動しています。「人のため、社

会のため」という誇りをもって仕事ができることは、責任感を育み、やりがいを感じることが

できると思います。

創業60年以上の歴史ある会社であり、社長以下ベテランから新入社員まで全員がワ

ンフロアで仕事をしており、風通しがよく、働きやすい職場です。

変革と挑戦によりお客様の豊かな暮らしを支える新しい価値を共に創造していきましょ

う！

総務部　田中

施設部　馬庭

採用担当：

連絡先

PPPPPP



住所：

電話番号： 0853-22-4114

連絡先

情報通信業23 株式会社シーエスエー
島根県出雲市今市町396-3　シーエスエービル

事業概要 募集職種

建築設備業向けの自社パッケージソフト『らいでんシリーズ』の新機能の開発、既存機

能の改修かかわる設計・製造から販売、サポートまで一貫したサービスの提供や、お客

様のご要望に合わせたカスタマイズを手がけています。

全国3,000社以上のお客様に導入いただき、おかげ様で業界導入実績Ｎｏ1の評価

をいただきました。

当社の営業が、タイムリーにお客様のニーズを聴き、市場のニーズにマッチした商品をシ

ステム開発部がいち早く商品化し、世の中に先駆けて提供することでお客様の経営効

率のアップに貢献しています。 常にお客様のニーズにお応えし、お客様に満足いただける

製品づくりを心掛けています。

システムエンジニア

プログラマー

営業（カスタマーエンジニア）

ここだけのハナシ

やりがい・チームワーク・プライベート

との両立など、若手社員の目線か

らズバリお答えします★彡PR

シーエスエーは、皆が同じフロアで仕事をしているので、社員間、部署間に垣根がなく、

コミュニケーションも良く、明るく、話しやすい雰囲気が特徴です。

また、働き方改革に取り組んでおり、制度としては、完全週休二日制や30分単位の有

給休暇取得、インフルエンザ予防接種補助など、社員に寄り添い、社員がいきいきと働

ける環境、モチベーションの上がる環境を整えています。

2019年4月に入社した若手社員のここだけの話コーナーもありますので、是非シーエス

エーのブースへお越しください＾＾ 経営企画室

吉田

採用担当：

PP



住所：

電話番号： 0853-23-0098

島根県出雲市西新町1丁目2548-7

事業概要 募集職種

ここだけのハナシ

PR

24 情報通信業

採用担当：

連絡先

総務部

杉原・久保田

株式会社　日本ハイソフト

1984年創業以来、独立系システムインテグレーターとして、システムの企画・提案・開

発・サポートまで一貫したサービスを提供しています。汎用機からパソコンまで、ネットワー

クに自在に対応可能なシステム構築を心掛け、お客様の信頼やリピートを得ています。

また、山陰地区の総合病院のサーバー及びPCの管理、運用指導、運用支援業務も

行っており、地域に寄り添った企業を目指しています。

プログラマー

システムエンジニア

若手社員から職場の様子について

お話しします！

全業種に対応可能なカスタマイズしやすい一般企業向けパッケージソフト「ADVANCE

シリーズ」（販売管理、工事管理、財務会計、減価償却等）を提供しています。近

年は、「リスクアセスメント（使用言語：Ruby）」を進化させた「リスクビューワ」、「化学

物質対応リスクアセスメント」の販売に力を入れています。大手自動車メーカー及び上

場企業へ導入実績あり！未経験者でも入社後の社内外研修や、先輩に教わりなが

ら開発を行う中で様々なことを学び、開発を行えるようになります。お客様に喜んでいた

だけるシステムを一緒に開発しましょう！

PP



住所：

電話番号： 0853-63-5539

総務課　荒川

　ひらたＣＡＴＶ株式会社

ひらたCATVは、平成１５年８月に出雲市の旧平田市内をエリアとするケーブルテレビ

局として設立され、平成１７年よりサービスを開始しました。

現在はホームパス比率で対象エリアの約９０％の加入を頂いております。

主なサービス内容は、コミュニティチャンネル等の放送

サービスのほか、通信サービス・モバイルサービス・音声

告知放送・光でんわなど、地域の情報を提供する重

要なインフラサービスを行っております。

番組制作

営業企画・業務全般

若手社員より、直接業務の内容

などお話させていただきます。

地域の皆様に愛される、一番身近なテレビ局を目指した番組制作を行っています。

放送を通して地域活動を応援し、皆様に笑顔をお届けする事で、

地域が輝くお手伝いをしたいと思っています。

私たちと一緒に、地域を盛り上げていきましょう。

島根県出雲市平田町２１１０－１

事業概要 募集職種

ここだけのハナシ

PR

25 情報通信業

採用担当：

連絡先



住所：

電話番号： 0853-25-0018

情報通信業26 株式会社プロビズモ
島根県出雲市駅南町2-3-1エイコー駅南ビル5F

事業概要 募集職種
■アプリケーション開発・保守・運用

■ＩＴコンサルティング

■ＩＴインフラ構築

■ネットワーク保守・運用

■地域密着型ＩＳＰサービス「いずもネット」運営

・大手の取引先が多く、入社数年から参画し活躍することができます。

・アットホームな雰囲気の中、経験を積み活躍し成長できます！

・システムの設計・構築からネットワーク・サーバの運用・保守まで幅広くサービスを提供しています。

・全ての工程を一社完結でサポートできる強みが評価されています。

・電子部品メーカーや金融機関、総合商社等大手企業や学校法人との多数の取引実績が自慢です。

エンジニア（システム開発、インフラ

構築、システム運用）

ここだけのハナシ

普段の職場の様子や福利厚生な

どのお得情報などについても説明い

たします。PR
・ニアショア開発を採用しており、地方（島根）にいながら首都圏の最新IT技術に触れ合える環境で働くことができ

ます。また、一度は都会に出てみたい方には、東京や大阪にも事業所がありますので、若い時に都会に出て技術を

学び、数年後に戻ってくることもできます。

・事業拡大に伴い、2020年3月に5拠点目となる広島事業所を新規オープンします。

・自分自身の成長により、技術のスペシャリストであったり、部下の面倒をみる管理職への転身も可能です。

・平均年齢33歳の元気な職場です。

・一定の労働条件基準を満たした厚生労働大臣認定「ユースエール制度」認定企業です。

管理部

佐藤　未澄

採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 0853-21-2556

運輸業､郵便業27 出雲第一交通株式会社
島根県出雲市塩冶善行町11番地3

事業概要 募集職種

出雲市内で顧客第一主義を掲げ、安全・迅速・快

適をモットーにお客様に笑顔とより良いサービスを提

供しているタクシー会社です。

乗務員

配車係

管理職候補生

ここだけのハナシ

頑張りしだいで給料は思いのまま

PR

地域初の最新IP無線を導入しました。これにより、

指令室からの無線連動ナビにより地理不安が解消！！

カード決済端末機・ドライブレコーダー・防犯ボード・緊急

通報システムを全車に完備！！未経験の方でも先輩乗

務員が親切に教えるので、安心して乗務できます。 求人担当

持田　信也

採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 0868-28-7377

連絡先

卸売業､小売業28 オートバックス【（株）美作グループ本社】

岡山県津山市昭和町1丁目86

事業概要 募集職種

【企業概要】

オートバックスチェーンのメンバーとして、フランチャイズショップを現在、津山院庄・東米子

店・いずも店・松江店・鳥取北・鳥取南店・倉吉店・浜田店の岡山県北・山陰エリアで

運営をしています。

お客様へ安心・安全のよりよいカーライフの提案をしていきたい、地域のトータルカーライ

フサポーターとしてカーライフ文化の向上に貢献をしていきたいと考えています。

【事業内容】

カー用品の販売・取り付け。

車の整備、車検、一年点検。

接客スタッフ

ピットスタッフ

ここだけのハナシ

当日は皆さんの疑問にお答えでき

るスタッフが参加します！

どんな人かはぜひブースに来てお話

してみてください！

PR

お客様からクルマのことならオートバックスと言って頂けるように、社員一人一人が考えて“考動”し商

品の展示方法や季節に応じたイベントでお客様に喜んで頂けるお店づくりに取り組んでいます。

「カー用品だし、車に詳しくないと…」と思われるかも

しれませんが、車への知識がない方も入社されてから

一緒に勉強もしますし、仕事をしていくうちに自然と

覚えていきます。

前向きで積極的に“考動”できる方、接客が好きな方、

お待ちしています！ 櫛田・牧採用担当：

P



住所：

電話番号： 0853-21-2323

総務部長

花田

採用担当：①人と話す事が好き・商い(あきない)をしてみたい  ②製造業・建設業・住まいに関す

る仕事に興味がある  ③100年企業を目指したい という方を求めています。

卸売業､小売業29
サンプラス株式会社

島根県出雲市平野町７３５

事業概要 募集職種

サンプラスは、製造業、建設業＜水回り中心＞の分野に特化した専門商社です。

専門性を発揮し県内の企業活動を支える仕事をしている、企業を支える企業です。

【営業職】　自ら現場へ足を運び、提案や情報提供、納品等を行い、

地元の企業活動を支える仕事です。

【事務職】　内勤として、見積・注文等を行い、営業のサポートをする仕事です。

【技術職】　専門分野である水回り工事を中心に、自社で施工をする仕事です。

営業職（企業向け）

事務職（営業アシスタント）

技術職（水回り工事中心）

ここだけのハナシ

商売・商いは、大変そう…、昔っぽ

い…、何してるか分かりにくい…、そ

もそも商社って何？

これらの疑問を解消する「商売の

価値や面白さ」、お伝えします。

PR

　商社の為知名度は高くありませんが、

1947年の創業以来73年、地場企業様を専門知識

で支え、地元に貢献しています。

　TOTOの代理店として自社ショールームを持ち、

環境社会に向けｿｰﾗｰｴﾈﾙｷﾞｰ事業も行っています。 連絡先

PPPP

（TOTOショールーム ミーズ / 京セラソーラーFC出雲）



住所：

電話番号： 0859-33-6243

連絡先

卸売業､小売業30 株式会社さんれいフーズ
鳥取県米子市旗ヶ崎2147

事業概要 募集職種

【業務用食材卸／食品商社】

　山陰を中心に地元の飲食店やスーパー・ホテル・旅館などに業務用の食材を販売し

ています。取扱品目は約2万点。

【自社ブランド製品の全国販売／食品メーカー】

　カニのむき身やカニクリームコロッケなどの冷凍調理品を全国へ販売。全国の食品問

屋やスーパー・外食店チェーンなどに供給しています。

地域営業（商社営業）

広域営業（メーカー営業）

生産管理（国内・海外）

開発・品質保証

営業事務、システム

※普通自動車運転免許必要

ここだけのハナシ

入社後の研修、若手社員の業務

内容なども説明します。

PR

総務人事グループ

佐野　仁美

採用担当：

　地元飲食店や学校給食、スーパーの惣菜、ホテル・

旅館など、私たちの生活のなかには外食や中食と呼ば

れている世界があります。私たちが普段食べているこれ

らの美味しい料理、その材料はどこから供給されている

のでしょうか？地元飲食店の約9割と取引がある、地

元食品卸トップクラスの当社で、食材の供給者となって

地域貢献しませんか!?

PP



住所：

電話番号： 0852-21-7000

連絡先

卸売業､小売業31 島根トヨペット株式会社
島根県松江市西津田3丁目2-7

事業概要 募集職種

島根県では、自動車はなくてはならない生活必需品です。

ここ島根の地で、トヨタの車を販売して６０年。これからもお客様に愛され、選ばれる企

業を目指します。

経営理念

１．お客様にとって最良のトヨタディーラーであること

２．社員の人材育成の場であること

３．地域社会に貢献し地域に選ばれ、共栄共存できる企業であること

営業スタッフ

ここだけのハナシ

クルマに詳しくなくても大丈夫！実

は「元々クルマが大好きでした」とい

うスタッフは少数派なんです！自動

車販売の魅力お伝えします！

PR

当社は、働きやすい環境作りに力を入れています。

お客様に快適に過ごしていただけるショールームや、社員の働きやすい冷暖房完備の整

備工場、最新の販売活動ＩＴツールの導入に介助士の資格取得など、環境整備や

人材育成に注力し、オンリーワン企業を目指しています。

梶谷　真也採用担当：

PP



住所：

電話番号： 0853-28-0888

連絡先

卸売業､小売業32 須山木材株式会社
島根県出雲市白枝町139番地

事業概要 募集職種

  地元工務店・建設会社・建具店などへの木材・建材の販売・プレカット加工を主とし

ております。

　弊社では、社有林からとれた木材を製材し従来大工が加工していた住宅部材を機

械が自動加工するプレカットシステムを導入。一棟一棟異なる物件を正確に短期間で

加工し、お客様に提供しています。

　また、木材・建材だけでなく、キッチンやバス・

トイレといった水廻りの商品も取り扱っており、

お客様のニーズに合わせ、住環境をトータルに

サポートする住宅関連企業です。

①営業職(総合職)

②CADオペレーター

③配送業務・木材加工

ここだけのハナシ

職場の様子をわかりやすく、

ご説明します。

PR

・入社後1週間、木材の基礎知識を学習します。

・新入社員講習・マナー講習に参加して頂きます。

・「経営理念」「５つの目標」「安全衛生５つの誓い」を念頭とした仕事の取り組みにつ

いて指導します。

・30年以上続く、QCサークル活動で効率化・省力化・時短について学びます。

・第4回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞審査委員会特別賞を受賞し、働き

やすい職場づくりを進める取組も積極的に行っています。 総務部

反田　和樹

採用担当：

PP



住所：

電話番号： 0852-52-6688

卸売業､小売業33 東京靴株式会社
島根県松江市東出雲町出雲郷1643-4

事業概要 募集職種

大型靴専門店“シューズ愛ランド”を西日本に39店舗！積極展開中です！

取り扱い商品は紳士靴、婦人靴、子供靴、スニーカー等、履物全般を取り扱っています。

創業は1950年

「圧倒的な品揃えでお客様に感動と満足を」

「時流の進化に合った店づくりで地域一番店を目指す」をモットーに、

北陸、東海、近畿、中国、九州地区にロードサイド型大型靴専門店チェーン

「シューズ愛ランド」を39店舗展開、平均年齢32歳の若さあふれる企業です。

明るく元気な対応ができ熱意のある、前向きな考えを持って行動ができるあなたの

チャレンジお待ちしています。

販売職

ここだけのハナシ

広い店内には約4万足の靴があり

駐車場も広く幅広い年代の方から

支持を頂いています。PR

店舗の雰囲気はアットホーム

様々な年代のスタッフと和気あいあい

と仕事をすすめています

わからないことは気軽に先輩に相談

できるから安心です

人事部　人事課

藤原（フジハラ）

採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 0852-37-1141

卸売業､小売業34 ・
島根県松江市西津田２－７－２５

事業概要 募集職種

・日産車の新車販売

・各メーカー車の中古車販売

・自動車整備及び部用品の販売

・損害保険代理店業

・クレジット等金融商品の取扱　他

 

島根県内に６店舗を構える日産販売会社です。県内にあるもう一つの日産販売会

社、島根日産自動車(株)と同一資本のグループ会社として、両社の特徴を活かしつつ

共存と発展に向け取り組んでいます。

Ｃ/Ａ　カーライフアドバイザー

（営業職）

普通自動車運転免許

（AT限定をお持ちの方は入社ま

でに限定解除をしていただく場合が

ございます）

ここだけのハナシ

カーライフアドバイザー（営業職）

経験者も参加する予定です。なか

なか聞けない現場の声を聞ける

チャンスです

PR

当社は電気自動車リーフやノートe-POWER

など電気を原動力とする自動車や、

プロパイロット(高速道路上で使用可能な自動

運転機能)といった自動運転技術など、日産の

最先端を行く新しい車や技術を取扱う企業です。

そんな日産車をお客さまに提案することで、

これまでに無い自動車の使い方や、新しい生活スタイルを提供することができます。

興味のある方は、ぜひブースにお越しください。お待ちしています！

管理本部　総務部

坂田雄介

採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 0853-28-8111

卸売業､小売業35 ・

事業概要 募集職種

ここだけのハナシ

島根県出雲市長浜町１３７２－８

連絡先

総務部

杉原・久野

　私たちは地域の皆様の快適住空間の創造をお手伝いしています！

　

　当社グループはガラス、サッシ、エクステリア、内外装材、住宅設備機器等の卸売販

売と施工まで行う商社です。島根、鳥取両県各地及び広島県、山口県の一部にも営

業拠点を設け、大手ゼネコン、地場建設会社、地元工務店から一般個人まで幅広い

お客様へ、健康で快適な「住まい」のご提案を行い、

「人」と「地球」に優しい暮らしを実現します。

その１：建築資材販売で山陰地区トップクラスのシェアで、さらに拡大中です。

その２：地球環境に優しいペア（エコ）ガラスを山陰随一の規模で製造から販売

　　　　　　施工まで行い、お客様へのワンストップサービスを実現しています。

その３：社員の人間力向上のための各種研修を毎年実施し、また小人数グルー

　　　　　　プによる改善活動を展開するなど、あなたの成長を応援する会社です。

　　　まだまだ発展途上の会社です。若いあなたの感性や行動力が、当社が伸びる

　　　原動力になります。あなたの力を、ぜひ当社で発揮してください！！

営業職（ルート・新規先）

　主に決まった得意先を訪問して

物件情報を入手したり、先方のお

困りごとを伺って、最適な商品を提

案したりします。

　当社が製造販売しているペア

（エコ）ガラス。高い断熱効果を

始め、その驚きの機能をブースで

直に体感して

いただけます。

PR

採用担当：

PP



住所：

電話番号： 0852-26-6000

卸売業､小売業36 株式会社マルマン
島根県松江市竪町３８

事業概要 募集職種

1953年創業以来「お客様第一」をモットーに、地域の皆様に「食」を通じてご奉仕する

地域密着のスーパーマーケットです。島根県内松江地区4店舗、出雲地区1店舗、雲

南地区1店舗の計6店舗で「新鮮」「品質」「おいしさ」「価格」「清潔」「接客」「安心」

「安全」に徹底した努力をし、地域の皆様にご奉仕致しております。

①販売・レジスタッフ

②店長・バイヤー幹部候補

・同業で3年以上の経験者

＊普通自動車運転免許証

（AT限定可・取得見込含）

ここだけのハナシ

実際に内部に入らないとわからな

い、様々な部署の具体的なお仕

事の内容をご説明します。PR

私たちの仕事は、食品流通の最前線でお客様と接する仕事です。お客様の「生活」

「命」を預かるとても重要な使命を持っています。誇りとやりがいのある仕事です。「人を

活かし、人を伸ばし、人に報いる」の教育方針のもと、能力開発、人材育成のための教

育を実施しています。仕事に必要な資格を取得する際は、資格取得バックアップ制度

等もあります。私たちは食品を扱っています。「食」に興味があり、常に向上心を持ってい

る人を求めます。そしてなによりも元気なあいさつと笑顔でお客様と接することが好きな

人を求めています。

　　「人にやさしい店づくりは人にあたたかい会社づくりから」

管理部　総務課

安田昭宏

採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 0852-55-1055

金融業､保険業37 株式会社山陰合同銀行
島根県松江市魚町１０番地

事業概要 募集職種

◆普通銀行業務

お客様のライフプランやニーズに合った商品を、多様に取り揃えた金融商品の中から的

確にご提案します。

家や車を買われるお客様へのご融資も、事業支援や起業支援も、お客様の夢をかなえ

るためのものです。

その他森林保全活動や知的障がい者の自立支援等、様々な面から地域活性化を

図っています。

総合職

エリア職

～銀行業全般

ここだけのハナシ

・ブースでは面接の極意をお伝えし

ます。

PR

経営理念「地域の夢、お客様の夢をかなえる創造的なベストバンク」

全ての方に大切なお金を通して、地域の活性化・地域の一人ひとりの方のお役に立つ

仕事が銀行業です。

ともに山陰を盛り上げていきましょう！

農原採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 0853-20-1000

連絡先

金融業､保険業38  ・
島根県出雲市今市町252-1

事業概要 募集職種

未来に活躍する、健全で、お客様に選ばれ、利用される信用金庫を目指しています！

◆島根の元気が、”中央しんきん”の元気！◆
”中央しんきん”は、島根県ならびに鳥取県・広島県の一部地域を営業地域として、地域の個人事業

主、中小企業の皆様や住民の方々を会員とする協同組織の金融機関です。創立以来、地域社会の

一員としてお客様一人ひとりと強い絆をつくることで地域経済の発展に努めてまいりました。お客様の夢の

実現、直面する課題解決に向けて、商品の拡充やビジネスマッチング、補助金申請のサポート等の質の

高い金融サービスの提供に全力で取り組むとともに、これらを提供する職員の人財育成に努めています。

また、地域の活性化に少しでも貢献できることを願い、文化活動や社会活動にも積極的に参加していま

す。

信用金庫法に基づく金融業務全

般（預金窓口業務、融資業務、

為替業務、営業業務、本部業務

など）

ここだけのハナシ

「こんなこと聞いてもいいのか

な？？」と思わず悩んでしまうよう

な質問でもストレートにぶつけてくだ

さい！私たちもストレートにお答え

します！

PR

◆福利厚生・庫内制度が充実！◆
退職年金制度、確定拠出年金制度、各種保険、育児・介護休業

制度、クラブ活動など「働きやすさ・生活のしやすさ」を実感できる

福利厚生・庫内制度の充実を図っています。

◆ジョブローテーションで様々な業務を経験！！◆
人財育成の目的をもって、計画的に職場や職務の変更をしています。

様々な業務経験を積んでいただくことでスキルアップや知識の充実

を図り、さらにはお互いの仕事をカバーできる体制や組織風土を

作っています。

人事課

朝野・淀谷

採用担当：

PP

”信頼度地域一番！ 好感度地域一番！ 貢献度地域一番！”

島根中央信用金庫



住所：

電話番号： 0853-22-5630

学術研究､

専門･技術サービス業39 イズテック株式会社
島根県出雲市浜町513番地2

事業概要 募集職種

「私たちの建設技術をもって大規模災害に挑戦し続けます」

　イズテックは1969年に出雲の地で創業して以来、創造性の高い建設技術を提供す

ることにより、安全安心で便利な地域社会づくりに貢献することを経営理念に掲げ、測

量、設計、地質調査、補償調査、環境調査、インフラの維持管理などに専門技術を

提供しています。

　近年の異常気象による大規模災害や、社会イ

ンフラの老朽化対策にも素早く対応すべく、社員

一人一人が経験と技術向上に日々研鑽を重ね

ています。

・土木設計技術者

・地質調査技術者

・測量技術者

ここだけのハナシ

現在完全週休二日制に向けて移

行中です。

【年間休日日数】

2018年：110日

　　　　　↓

2019年：114日

PR

「働き方改革を実行し、社員を一番に考える会社です。」

○雇用継続の推進

弊社は「社員を大切にする」取り組みとして、テレワーク（在宅勤務）や時差出勤制度など、様々な働

き方を採用しています。個々の状況に応じて柔軟な働き方の提案を行い、雇用継続を推進しています。

○従業員の健康維持のサポート

働きやすい職場環境を目指し、社員が元気に仕事ができる環境づくりこそが会社の永続に繋がるとの思

いから、「健康経営」への取り組みを行っています。　【2017・2018・2019健康経営優良法人（経済

産業省）、第５回しまねいきいき雇用賞（島根県） 】

総務課

梶谷　怜史

採用担当：

連絡先



住所：

電話番号： 0853-25-3878

採用担当： 総務部　藤原

連絡先

学術研究､

専門･技術サービス業40 .
島根県出雲市塩冶町296番地3

事業概要 募集職種

. ・技術系総合職

・営業職

必要資格

【普通自動車免許】

ここだけのハナシ
　社会貢献がしたい！そんな夢はありませ
んか？
　当社は公共事業を通じて、安全で安心・便
利で豊かな”地域づくり”のために最善を尽
くしています。街や人の未
来を考え、人々
に幸せをもたら
す夢のある
仕事です！

PR

.

http://www.kaihatsu-ct.co.jp

・農業土木を得意とするコンサルタント

・環境との調和がとれた地域づくりに取り

組んでいます

・災害復旧への支援に全力を尽くしています

・地域に密着した企業として社会貢献活動を

行っています

私たちは、食料生産の基本である

農業とそれを育む<水>

<土>を通じて、未来へと続く地域

づくりに貢献することを目指してい

きます。

Point 入社を決めた理由はインターンシップに

参加して、会社の人に丁寧に指導していた

だき、とても雰囲気が良かったことです。仕事は徐々

に慣れてきましたが、山中での選点作業などは結構

ハードな作業だったりします。大変です

が、こういった経験をしっかり積んで、

資格取得や立派な技術者になること

を目指したいです。

これからも様々な現場に行く事に

なると思いますが、気を引き締め

て頑張っていきたいです。

Message

当社は公共工事に関連して、土地の

調査や新しい道路の計画、橋の設計

などを行う建設コンサルタント（測量・

設計）です。特徴としては、農業に関す

る施設等の設計や調査など農林水産

省及び島根県の多くの仕事を手掛けて

います。安全で豊かな地域づくりを行

なうため、国や地方公共団体の事業執

行を支援し、パートナーとしてその役割

を担っています。



住所：

電話番号： 0853-31-4210

連絡先

学術研究､

専門･技術サービス業41 株式会社ジャスト西日本 山陰営業所

島根県出雲市小山町522-2　第2吾郷ビル　２F

事業概要 募集職種

ジャスト西日本の事業内容

・超音波を用いた鉄骨溶接部・鉄筋接手部の検査に代表される非破壊検査全般

・非破壊技術を用いた建物・公共インフラの探査

・建築分野・土木分野での構造物の点検・調査

・ビル建物等の耐震・劣化診断

・新技術開発及び研究、新規顧客の開発

◎野外での作業もありますが、単純労働ではなく、

　 一つ一つ考えながら、適切に状況を判断する力が必要です！

技術員

ここだけのハナシ

山陰営業所はこの3月に事務所を

移転！規模を拡大、採用にも力

を入れています！PR

多彩な事業とそれを支える優秀な技術員を持つ企業であり、優れた非破壊技術を持つ企業の

みが認定される、【CIW　A種】認定を受けています。

この認定を受けている企業は全国でも数える程度しかありません！

弊社の方針としては、社員は財であるとし、自己研鑽に努めてもらえるよう、事業に関連した資

格について全面的にバックアップしています。

資格に係る諸経費については会社で負担し、資格の難易度に応じた資格手当を支給。現在

西日本を中心に山陰両県に事業エリアを拡大中。

我々と一緒に山陰両県で活躍していきましょう！

主任

今岡

採用担当：

PP



住所：

電話番号： 0853-22-2350

連絡先

学術研究､

専門･技術サービス業42 株式会社竹下技術コンサルタント
島根県出雲市里方町７１７番地

事業概要 募集職種

　 当社は建設コンサルタントとして、社会資本の整備（※）で必要となる、測量、地質

調査、土木設計、補償業務を行っています。また、整備された社会資本を長く活用す

るために必要となる点検業務を行っています。

 　社会資本は空気のような存在で、普段はそこにあることを意識しません。災害などで

被災し、生活や経済活動に支障が出て初めて、その重要性に気づきます。私たちはこ

の社会資本に関わる重要な仕事を行っています。

　※ 社会資本とは

 　道路、河川、橋、上下水道、港湾、空港など、私たちの生活や産業基盤を支える公共施設のことで

す。

技術職（測量、補償業務、地質

調査、土木設計）

ここだけのハナシ

創立50周年記念でハワイ旅行を

行いました。

PR

　 私たち建設コンサルタントは常に技術の研鑽に努め、そ

の技術を生かして私たちの生活や産業の基盤を支えると

いう、やりがいのある仕事を行っています。

　地域に密着し、地域の特徴に応じたきめ細かいサービス

を提供する地域精通型コンサルタントであることをモットー

に、地域に貢献しています。 総務課

原　恵美子

採用担当：

PP



住所：

電話番号： 0853-21-7917

連絡先

学術研究､

専門･技術サービス業43 株式会社テクノシステム
島根県出雲市神門町735番地3

事業概要 募集職種

　弊社は、出雲市神門町地内にある建設コンサルタントで「小さな会社ですが大きな会社に負

けないサービスを提供する会社」として、地域社会や顧客に信頼される会社を目指しておりま

す。

　技術系総合職は、主に官公庁からの発注により、次に示す土木構造物の設計を行います。

　　・道路の設計、橋梁の設計、港湾の設計、上下水道の設計、森林土木の設計など

　設計アシスタントは、設計技術者のアシスタントとして従事して頂きます。

　　・データ計算、書類作成、CADによる図面作成

　営業職は発注者（県・市町村）への業務の提案や、発注者からの見積の対応、入札案件

の積算などに従事していただきます。

◎技術系総合職

◎設計アシスタント

◎営業

必要資格：普通自動車運転免許

　　　　　　　　（AT限定可）

ここだけのハナシ

若手社員から、普段の職場の様

子や一日のスケジュールについて聞

けます。PR
・仕事に必要な資格の取得費用は、会社が全額負担します。

・２年に１回社内旅行があります。（前回、香港・マカオ）

・福利厚生倶楽部（福利厚生サービス）へ加入しています。

・会社見学は、随時可能です。

・年間休日１０５日（会社カレンダーによる）

【求める人材】

・誠実で高い倫理観を持つ人　　　・コミュニケーション能力の高い人

・新しい知識やスキルを積極的に吸収し、自らを高めていくことのできる人

・何事も主体的に考え、自主的に責任ある行動ができる人　　　・人望を集められる人
総務課　内藤採用担当：

PP



住所：

電話番号： 0853-24-1102

連絡先

学術研究､

専門･技術サービス業44 株式会社トーワエンジニアリング

島根県出雲市荻杼町４２０－1

事業概要 募集職種

株式会社トーワエンジニアリングは、出雲市内外の

社会基盤整備を支える総合建設コンサルタントです。

【創立】　昭和６２年１月

【仕事内容】

　発注者支援業務、測量・設計業務、地質調査

業務、文化財発掘調査業務など。

【従業員数】　１１０名

【営業所】　松江、雲南、大田、浜田、益田

【基本理念】　「人の和を大切にし、地域社会の明日を見つめ、無限の可能性に挑戦する」

技術職

・計測・測量

・調査・設計

・施工管理（現場管理補助）

【施工管理に必要な資格】

　1,2級土木施工管理技士 等

ここだけのハナシ

当日は、お越しいただいた方にトー

ワの魅力や職場環境、新入社員

への待遇について何でも答えま

す！

PR

弊社の仕事内容は「発注者支援」「測量・設計」「地質調査」「文化財発掘調査」など

建設分野の多岐にわたります。特に主力事業でもある「発注者支援」においては、官公

庁等に出向した社員が各々の現場で活躍をしています。

　また、基本理念にのっとり、ICT技術の導入をはじめ、地中探査や海底測量や、道路

計測(MMS)などの最新技術を積極的に取り入れています。

　管理職も３０代～４０代が多く、若手が伸び伸びと仕事ができる

環境ができています。また、福利厚生も充実しており、給与について

も水準以上に設定しています。こんな私たちと一緒に働いてみませんか？

総務部　飯塚採用担当：

PP



住所：

電話番号： 0853-22-9690

学術研究､

専門･技術サービス業45 株式会社バイタルリード
島根県出雲市荻杼町274-2

事業概要 募集職種

キーワードは「交通」

創業1998年より交通というキーワードでまちづくり計画などのコンサルティング業務と、クラウド×

IoTを活用した情報システム開発、およびコンサルの課題解決能力とIT技術という自社資源を

融合した機器やサービス開発など新しい価値創造に取り組んでいます。

元気な地域づくりのために、最適なサービス提供を目指して、技術革新と戦略的な経営を推進

しています。

・ 交通計画コンサルタント

・ システム開発

ここだけのハナシ

2019年卒の新人も参加します！

バイタルリードのリアルをお話しちゃ

いますPR

日本トップクラスの技術者勢ぞろい！交通を通して地域に貢献してみませんか？
今、交通の世界は100年に1度の大変革期です。

時代の波に飲まれることのない力強い技術力がバイタルリードの魅力のひとつであり、今後は交通の未来

を牽引していけるよう従業員一同精一杯頑張っています。

日本トップクラスの技術力を持つ企業として高めていくために人材育成には特に力を入れています。資格

取得をはじめ、博士号取得のために大学院への学費や旅費も会社が負担しています。

また、男女ともに活躍できる職場づくりを心掛けています。社内の風通しを良くし、産休育休を取得し継

続して勤務するのが当たり前の風土を作り上げてきました。そのため、2010年以降育児休暇の取得率

は100％です。

総務部

増原・森山

採用担当：

連絡先

PP

この見慣れない車も交通分野で

新たに活躍する車たちです。

どこかで見かけることがあるかも？



住所： 島根県出雲市荻杼町53-2

電話番号： 0853-22-0223

　弊社では長年の実績と経験に加えて、UAV測量をはじめとした新しい技術を利用しながら、地域の皆

様に次の時代を見据えた未来志向の貢献ができるように努めています。

　県下に広がるネットワークで、素早く質の高いサービスを提供し、多くのお客様に喜んでいただいていま

す。河川、道路、情報基盤、都市計画、環境整備等における企画・調査・計画・設計・施工管理など、

実際にそこで暮らす人々のための仕事をしています。

　主な実績は、ゆめタウン出雲・ナフコ・コスモス薬局の開発申請を行ったり、大型施設や公共施設など

様々な建造物の設計を行っています。

　各部門毎にスペシャリストを揃え、経験豊富な知識と技術並びにIT活用の新技術を駆使し、創意・工

夫を行い、「必ず形ある物にする」のチャレンジャー精神で社員一丸となって、これからの未来を切り開いて

いきます。

営業職

技術職（設計）

ここだけのハナシ
求める人材像

・向上心のある人

・コミュニケーション能力のある人

・自分の言動に責任を持てる人

・常に物事を追求し理解しようとする人

・自分の仕事に興味が持てる人

PR
　経験豊富な上司や先輩方と現場へ行き様々なアドバイスを受け、日々新しいことを学ぶことで自分に

できることが増えるので、仕事に対するやりがいを感じることが出来るようになります。各部門のスペシャリス

トとなる方々と働くなかで、人間として仕事の面でも精神面でも成長することのできる職場です。

　また、新入社員研修や土木設計研修などもあり、専門的な知識を得ることができます。専門的な知識

を深めることで、自分の仕事により責任をもって取り組めるようになります。どの職種も高度な専門性と深

い知識が求められますが、それと同時にとてもやりがいのある仕事です。

　これからは次の時代を担っていく若者の力が必要です。私たちと一緒に人々のため、地域のための「より

良い未来づくり」を一緒に実現しませんか？ご応募お待ちしております。

連絡先

採用担当： 総務部　岩谷

46
学術研究､

専門･技術サービス業
北陽技建株式会社

事業概要 募集職種

PP



住所：

電話番号： 0853-53-4731

連絡先

宿泊業､

飲食サービス業47 (株)ウッドベル
島根県出雲市大社町杵築西２６７１－１

事業概要 募集職種

　私たちは、地域幸献業です！
　　島根県、鳥取県で、

　　・ミスタードーナツ　　（６店）

　　・焼肉屋さかい　　　　（４店）

　　・丸源ラーメン　　　　　（２店）

　　・ベビーフェイスプラネッツ　　（２店）

　　・かつや　　　　　　　　（１店）

　　・英会話NOVA　　　　（２校）　　　を展開中！　　　　　 かつやオープン前の様子

　　　店舗スタッフ

　　　副店長

　　　店長

　　　マネジャー

　　　　を募集しています。

ここだけのハナシ

お店には、アルバイトさん、パートさ

んが、たくさんいます。店長さんは、

皆さんと協力して、ご来店のお客

様に、全国ブランドのおいしさと楽し

さを味わっていただくお仕事です。

PR

全国的な、いろいろなブランド店を運営して

いますので、自分にあったお店を見つけることが

できます。店舗業務を通して、地域に“幸せ”を

提供しているお仕事です。

研修に積極的で、社外研修への派遣を

行っています。

社内レクリエーションで三徳山に登りました。

総務部

岩谷　津賀夫

採用担当：

P



住所：

電話番号： 0853-25-0333

「やりたいことが見つからないなら、入社してから探せばいい」

生活関連サービス業､

娯楽業48 LPCグループ
島根県出雲市渡橋町1239番地

事業概要 募集職種

LPCグループは「豊かな余暇の提案により地域社会に貢献する企業」を目指し、

アミューズメント事業、ホテル・ブライダル事業、外食事業、

アパレル事業、広告代理事業、ゴルフ事業など、島根県を中心に、

全国、そして世界へと、多角的な事業展開を行っている会社です！！

①アミューズメント店舗運営

　 スタッフ

②ホテル・ブライダル運営スタッフ

③外食事業運営スタッフ

ここだけのハナシ

入社1年目の社員の生の声を聴い

ていただけます！会社のこと、就活

の不安など何でも聞いてください!PR

総務人事グループ

東川　蕗子

採用担当：

LPCグループでは、あなたのあふれる個性を必要としています。

弊社は多角的な事業展開を行っているため、やりたいことが見つからないあなたでも、

きっとやりたいことが見つかります。

どんな経験をしてきて、どんなことをしたいと思っているのか、私たちに話にきてください。お

待ちしています。

求める人材は、「あなた」です。

連絡先

PP



住所：

電話番号： 0852-53-0777

連絡先

生活関連サービス業､

娯楽業49 株式会社三栄(ジャンボグループ)
島根県松江市東出雲町出雲郷747-6

事業概要 募集職種

島根、鳥取、広島に10店舗のパチンコホールを運営しています。近年は新規事業にも

参入し、更なるチャレンジを続けている会社です。

事業内容：パチンコホール運営、ゴルフ用品買取販売、コインランドリー運営、ソーラー

事業

総合職(店舗運営)

事務職(総務人事)

ここだけのハナシ

若手社員があなたの質問に何でも

おこたえします！

仕事のこと、就職活動のこと何でも

聞いてください。

PR

お客様の余暇の大切な時間を、楽しんで過ごしていただくお手伝いをすることが私たちの

仕事です。｢お客様の満足と働く仲間の笑顔の為に｣同じ想いで、共に楽しみ、共に学

び、共に成長していける仲間を求めています。

・マンツーマンで成長をサポート！配属後もマンツーマンで先輩社員がしっかりサポート！

仕事の面も社会人としても全力で成長をサポートします。・地域貢献に積極的に取り

組んでいます！地域や店舗ごとに特色のある様々な活動を行っています。・ありがとうが

いっぱい！「サンキューカード」という取り組みで、小さなカードに想いを込めてありがとうを

伝え合います。お客様から、仲間から、日々「ありがとう」があふれています。

総務人事課

松本

採用担当：

PP



住所：

電話番号： 0857-39-0700

生活関連サービス業､

娯楽業50 サンヨーグループ（ＵＦＯ）・㈱セツ
鳥取県鳥取市商栄町251番地8

事業概要 募集職種

弊社は、パチンコ店「ＵＦＯ」を鳥取・島根の山陰両県を中心に17店舗運営しており

ます。

「遊（ゆう）」（アミューズメント事業）

「食（しょく）」（飲食事業）

「環（かん）」（環境リサイクル事業）

この3本を事業の柱とし、多角的な事業展開を

行っております。

総合職（ホール運営管理）

ここだけのハナシ

1日のスケジュールや詳しい働き方

などをお話しします♪

PR

お客様からの「ありがとう」という言葉にやりがいを感じ、自然と笑顔になれる職場です。

＜求める人物像＞

　〇人を喜ばせ、楽しませることが好きな方

　〇自ら考え、行動することができる方

　〇コミュニケーション能力があり、チェレンジ精神旺盛な方

人事部　加島採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 0853-22-4801

連絡先

医療､福祉51 社会福祉法人あすなろ会
島根県出雲市白枝町３９６－２

事業概要 募集職種

社会福祉法人あすなろ会は、ほぼ同一敷地内に高齢者施設、保育園があり、子どもたち、高

齢者の方、そしてその人たちをとりまく家族や地域社会の方々がふれあい、いたわりあい、支えあ

いながら日々、交流活動を行い、絆を深め、育ちあっています。様々な世代の人々が、日常生

活でごく自然にふれあい、様々な体験、経験をとおして、世代を超えたあたたかさや心のゆとりを

感じ、思いやりの気持ちや優しさの芽を育んでいきます！！

・保育士（必要資格：保育士資

格or取得見込み）

・介護福祉士（必要資格：介護

福祉士or取得見込み）

ここだけのハナシ

ブースでお待ちしてます。一緒に働

きましょう！！

PR

～あすなろは、あなたのやる気を輝かせる～明るく働きやすい職場づくりをめざしています。

★見学、ボランティア実習等、随時お受けしています。★採用時新任職員研修、新任職員を

含む施設内外の階層別研修を実施しています。★産休、育休、介護休暇体制の充実、有給

休暇（連続有給休暇）の取得推進を図っています。★ブランクのある方には短時間就労への

対応も可能です。★各種レクリエーション、親睦会等も行っています。★法人内に各種の部会

を設け、施設間で交流しやすい体制の推進を図っています。★健康増進施設の法人会員と

なっています。★嘱託産業医を配置しています。★資格取得支援助成制度があります。
法人本部

竹内寛和

採用担当：

PP

【あすなろ会の施設】・ケアハウスあすなろ【介護付き】(定員50名)・あすなろデイサービスセンター（定員30名）・あすなろ

訪問入浴介護事業所・あすなろ指定居宅介護支援事業所・障がい者デイサービス事業所・あすなろ多機能型居宅介護

施設（定員25名）・あすなろ保育園（定員240名）・あすなろ児童クラブ（R2.4開所予定）・あすなろ第２保育園

（定員220名）・病後児保育室～あすなろキッズルーム～ 【隣接施設】児童クラブ

PP



住所：

電話番号： 0853-30-6211

連絡先

医療､福祉52 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

事業概要 募集職種
平成10年12月に法人認可をいただいて以降、第1種社会福祉事業を2事業、第2種社会福祉事業を5事業、公益事業を2事

業、合わせて9事業を展開する法人となりました。「誰もが安心して暮らせる福祉の郷づくりを地域とともに」を理念に、人を大切にす

る心を持って、より良い福祉サービスの提供を目指すとともに、地域福祉の推進及び増進に努めています。

◯第1種社会福祉事業

　ケアハウス寿生の郷、特別養護老人ホーム薫風園

◯第2種社会福祉事業

　グループホーム寿生の丘、認知症対応型デイサービス寿生の丘、寿生訪問介護、認可保育所一の谷保育園及び一時預かり

（一の谷保育園併設）

◯公益事業

　サービス付き高齢者向け住宅薫風の丘、寿生訪問看護ステーション

◯地域交流・地域貢献

　出雲神話祭りへの参加、地域敬老会への参加、寿生祭りの開催、介護予防や子育てサロンの開催

介護職

ここだけのハナシ

当法人の職種や職員がもっている

資格の話をします。

PR
◯設立当初から変わらない私たちの価値観

おかげさまの心、お互いさまの心 、相手によりそう心

“人”を何より大切にしてきた法人として、知識や

スキルはもちろんですが、利用者様の尊厳と人権を

限りなく尊重するとともに、職員同士互いに敬意を

もって仕事に取り組んでいます。

◯寿生グループとしての組織力

関連法人に医療法人壽生会があり、寿生グループ

として安心の支援協力体制
西尾　美智子採用担当：

PP



住所：

電話番号： 0853-43-8955

連絡先

医療､福祉53        社会福祉法人壽光会
島根県出雲市湖陵町差海３１８－１

事業概要 募集職種

◇高齢者福祉

　　特別養護老人ホーム湖水苑（８０名）

　　グループホーム湖水苑（１８名）

　　ケアサポート相生（１５名）

　　居宅介護支援事業所相生

　　サービス付き高齢者向け住宅ヴィラ湖水苑（４０名）

◇児童福祉

　　たいしゃ保育園（１１０名）

介護職

ここだけのハナシ

令和３年３月に、グループホーム

（９名）を湖陵町に新規に開設

する予定です。PR

平成１３年の設立当初より、地域の人々と共生し、利用者が豊かな生活が送れるよ

う努力し、地域住民に選ばれる施設（法人）を目指しております。「人を支える仕事

だから、支える人を大切にしたい」という思いから、「働きやすい・魅力ある職場づくり」を

目指し、様々な認定制度に取り組んだり福利厚生を充実させております。

<求める人材像>

　◇お年寄りや子どもが好きな方　　　◇笑顔が素敵な方　　　◇向上心が旺盛な方

　◇何事にも前向きな方　　　　　 　  ◇お話が好きな方 法人本部

石川佳照

採用担当：

PPPP



住所：

電話番号： 0853-24-2160

医療､福祉54 医療法人壽生会
島根県出雲市上塩冶町2862番地1

事業概要 募集職種

　私たち「壽生会」は、出雲市にて医療・介護・福祉施設を運営しています。ご利用い

ただく皆様が尊厳を保ち、その人らしく穏やかにお過ごしできるよう、医療保険や介護保

険等の各種制度に基づき一体的なサービスの提供に努めています。

＜運営施設＞

寿生病院239床 / 介護老人保健施設 寿生苑100床 通所ﾘﾊﾋﾞﾘ40名 訪問リハビ

リ / グループホーム寿生の家18床 / デイサービス寿生の家15名 / 寿生在宅介護相

談センター ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ6名配置

介護福祉士

看護補助者

介護助手(ﾊﾟｰﾄ)

臨床検査技師

ここだけのハナシ

夏は出雲神話まつりへの参加。秋

は寿生まつり開催、冬はキャンドル

サービスや冬の花火などのイベント

を開催するなど地域交流を積極的

に行っています。

PR

　職員が仕事と子育てを両立させる事ができ、すべての職員がその能力を十分に発揮

できるように育児休業100％を目標にしています。休業中の職員が復帰しやすいよう定

期的な連絡体制を整備しています。年次有給休暇の取得率の向上を目標にしていま

す。フィッシュ哲学の推進しています。 働きやすく、やりがいのある職場で一緒に働いてみ

ませんか。

（関連法人）社会福祉法人出雲南福祉会 ＜運営施設＞ケアハウス　寿生の郷/ グループ

ホーム　寿生の丘 / デイサービス　寿生の丘 / 認可保育所一の谷保育園 /サービス付き高齢

者向け住宅 薫風の丘 / 特別養護老人ホーム 薫風園
事務長　槇原採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 0853-43-7500

連絡先

医療､福祉55 社会福祉法人 ひまわり福祉会
島根県出雲市神西沖町2479-6

事業概要 募集職種

介護職（資格不要）

理学療法士（理学療法士）

保育士

（保育士資格または取得見込）

ここだけのハナシ

実話をもとにした「就職してからの

ワークライフバランスのはなし。」

働きながらの資格取得

子育てしながらはたらく方法

PR

　法人設立48年。以来出雲地域の皆さんのため各種福祉事業を展開しています。

　「生まれ育った地元で、地元の人たちのために仕事をしたい人！

わたしたちと一緒に働きませんか！？」

★福利厚生の充実　～休みがとりやすいんだって～

　年間休日100日（保育）、120日（高齢者）、希望も考慮した勤務シフトの作

成、ﾘﾌﾚｯｼｭ休暇による連休、勤労者共済会ジョイメイト加入、ゆうプラザ法人会員

（事業所による）、社保完備、介護看護など各種休業制度あり

　　　　　　吾郷採用担当：

～よりそい、ささえあい、笑いあって～

　1972年に「出雲に福祉を」の地域の声にこたえ、乳幼児保育所、特別養護老人

ホームを皮切りに、さまざまな福祉事業所を運営し、現在では３箇所の保育所とリハビ

リ中心の介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、デイサービス等を運営していま

す。

　今後ますます高まる保育、介護のニーズにこたえるべく、地域のためのひまわり福祉会

であり続けます。

PP



住所：

電話番号： 0852-25-6500

連絡先

サービス業56 企業警備保障 株式会社
島根県松江市大庭町１８１２番地５

事業概要 募集職種
　創業４３年、社員数７６０名を超える企業警備保障株式会社は中国地方５県で警備業（施設

警備/空港保安/交通誘導/高速道路警備/イベント警備/身辺警備）を中核とし、空港消防業務、

列車見張り業務、清掃業務、設備管理業務、レンタル事業、防犯カメラ販売・施工と多角的に事業展

開しています。

＝We Always Provide the Best Security=

=いつも最高のセキュリティサービスをご提供いたします＝

　私たち企業警備保障は警備業を通じてお客様や地域の皆様の何気ない日々を守り続け、サポートす

ることを使命としています。

　安全・安心を３６５日、平穏で何ごともない日々をお客様にお届けすることができた時が私たちの最大

の幸せであり、誇りでもあります。

・総合職（セキュリティアドバイザー）

・警備職（セキュリティスタッフ）

　※空港保安警備

　※施設警備

　※イベント警備

　※高速道路警備

ここだけのハナシ

　警備業の市場規模は約3.5兆円

（2017年）で５年前の2012年と

比較して警備市場全体で約8.7％成

長しています。今後も東京オリンピック

や大阪万博など国際的なイベントが

目白押しでセキュリティ分野は今後も

成長が予測されています。

PR
◆ブラザー・シスター制度

　新入社員に同じ部署の先輩社員がブラザー（兄）、シスター（姉）として、仕事の内容や進め方、

心構え等、仕事に対する不安や悩みを共有し的確なアドバイスをしてくれます。また仕事以外のことでも

相談できるように、ブラザー・シスターノート（情報交換ノート）を作成し、仕事に限らず何でも相談しや

すい体制を構築しています。

◆資格取得奨励制度

　社員一人一人の警備技術の向上とキャリアアップを目指していただけるよう、資格取得を会社がバック

アップしています。警備関係の資格以外にも、防災士やビジネスマナー検定など様々なジャンルの資格取

得を目指せます。
総務企画グループ

竹下

採用担当：

PP



住所：

電話番号： 0853-21-7560

連絡先

サービス業57 株式会社ケイショウ
島根県出雲市平野町574番地

事業概要 募集職種

　私たちケイショウは、警備業を通じて一般市民の皆様から「ありがとう」と言ってもらう事

を第一として社員みんなが日々頑張っている会社です。

　特に大型の交通規制やイベント警備の実施、計画など様々な業務を行っておりま

す。

　ぜひ、私たちケイショウの一員として一緒に仕事を楽しみましょう！お待ちしておりま

す！

交通誘導・雑踏警備員

施設警備員

ここだけのハナシ

一日のタイムスケジュールのほか資

格取得等キャリアアップ等について

説明します。PR

　真面目でやる気があり健康な方ならどなたでも応募可能です。年齢は20歳から70

歳まで幅広く、高齢者の方も頑張って勤務しており、出勤形態も多種多様です。

　また、研修等も積極的に行っており、不慣れな方への現場研修や資格取得のための

講習など、個人の技量に合わせて根気よく指導しております。

総務部

鎌田

採用担当：

PP



住所：

電話番号： 0852-21-0015

公務58 自衛隊島根地方協力本部
島根県松江市向島町134-10　松江地方合同庁舎４階

事業概要 募集職種

○防衛省・自衛隊

自衛隊の主な任務は、平和を守ること。

国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り、日本に対する侵略事態に備えるなど、

日々皆さんの安全のために取り組んでいます。

○地方協力本部
自衛隊の受験、見学、質問、相談等の窓口です。

陸上自衛隊

普通科、航空科、需品科他

海上自衛隊

給養、飛行、航空管制他

航空自衛隊

気象、警備、航空機整備他

※一例です。

ここだけのハナシ

・夏季休暇や年末年始休暇等

は、当直等が当たらなければ○連

休なんてこともありました。

・自衛隊病院での治療が無料な

ど、サポートは十分です。

PR

国家を守る、公務員。

自衛隊の仕事内容は多岐にわたります。

陸海空それぞれに得意分野を活かせる職種があり、

「理想の自分」になるためのステージが用意されています。

すべては、日本の平和と安全を守るため̶̶̶̶。

安心して暮らせる未来を創る“仲間”になりませんか？
募集課採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 0852-22-5438

連絡先

公務59 島根県庁
島根県松江市殿町1番地

事業概要 募集職種

島根の未来をつくる仕事です！

　｢人口減少に打ち勝ち、笑顔で暮らせる島根」をつくるため、若

者が増え、次代を担う子どもたちが増えることで活気にあふれ、県

民一人ひとりが愛着と誇りをもって幸せに暮らし続けられる島根の

実現に取り組みます。

未定

ここだけのハナシ

　採用担当者が、自身の経験を

踏まえた仕事の話、採用試験の制

度等についてお話します。PR

　島根県職員の仕事のフィールドは幅広く、あなたの長所を活か

せる分野がきっとあるはずです！

　まずは是非お話を聞きに来てください！

企画課　石田採用担当：

PP



住所：

電話番号： 0852-26-0110

公務60 島根県警察本部
島根県松江市殿町８番地１

事業概要 募集職種

　島根県警では、約1800人の警察職員が勤務し、日々のパトロールや交通違反の

取締り、犯罪捜査や各種注意喚起などの業務を通じて、社会の秩序や、安全、そして

人々の命を守る活動を行っています。

　交番のお巡りさんや私服で活躍する刑事、白バイに乗る交通機動隊のほかにも多彩

な仕事があり、あなたがなりたい分野がきっと見つかるはずです。

○警察官

○警察事務

ここだけのハナシ

警察学校での生活、警察職員の

勤務内容について詳しくお話ししま

す！PR

　島根県は、警察と県民が一体となって防犯活動や交通安全活動に取り組み、全国

でも犯罪や交通事故の発生が少ない県です。

　警察官は、困っている人や立場の弱い人の力になることができ、直接人々の役に立つ

ことができる仕事です。

　住宅や休暇制度、福利厚生も充実し、安心して仕事ができる環境も整っています。

　私たちと一緒に日本一治安の良い「しまね」を目指しましょう。

警務部人事係採用担当：

連絡先

PP



住所：

電話番号： 0853-21-6797

連絡先

公務61 出雲市役所
島根県出雲市今市町70

事業概要 募集職種

「市民が主役のまちづくり」、「地域特性が光るまちづくり」、「自立するまちづくり」を基本

理念に、「げんき、やさしさ、しあわせあふれる縁結びのまち 出雲」をめざしています。

＜出雲市役所の仕事＞

　出雲市役所の仕事は、出雲市民の生活に密着した健康・福祉・環境・教育などの

市民サービスから、産業振興や観光交流、まちづくり推進など、多岐にわたります。ま

た、図書館や体育館など公共施設の管理、出雲駅伝や2000人の吹奏楽などの大き

なイベントの運営も行っています。

■行政（大卒、実務経験者、

高卒、身体障がい者対象）

■土木技師（大卒、短大・高専

卒、高卒）

■保健師　　　■幼稚園教諭

ここだけのハナシ

若手職員の仕事の様子、

令和2年度出雲市職員採用試験

の予定についても説明します。PR

信頼される市政・市役所を目指し、職員の意識を改革するため、「３つのＳ（３

Ｓ）」を心がけています。

　・シンプル＝市民にわかりやすく

　・スピード＝短時間であらゆる検討、すばやい対応

　・スマイル＝笑顔で心を込めた対応

市民の皆様に愛される人材を求めています。

総務部人事課

曽田・柳楽

採用担当：

PP



住所：

電話番号： 0853‐21‐2119

公務62 出雲市消防本部
島根県出雲市渡橋町253番地１

事業概要 募集職種

私たち消防組織は、あらゆる災害に備えるために装備・資機材を駆使し、市民の生

命、身体及び財産を火災から保護すること、自然災害等大規模災害に因る被害を軽

減すること、そして、病院前救護活動において、的確な処置を実施して病院へ搬送す

ることが消防の使命です。

その使命達成に向け、セーフティー（Safety・安全に）、スピーディー（Speedy・迅

速に）、ステディー（Steady・確実に）の３Ｓ方針のもと、組織力を以て対応しま

す。

消防吏員

ここだけのハナシ

男性だけではなく、女性消防吏員

も働いています。女性消防吏員の

お話、さらには、現場の最前線で

活躍する若手消防吏員のお話を

させていただきます。

是非、お聞きください。

PR

家族、仲間、市民に対し敬意をもって、最後まであきらめず全力で任務に遂行すること

が、市民から信頼される消防吏員であり、協調性、コミュニケーション力、向上心を持っ

た人材を求めています。

私たちと一緒に、この手で出雲市を守りましょう。

田中、井後採用担当：

連絡先

PP


