
（一社）島根県経営者協会

平成26年度厚生労働省島根労働局委託事業「一体的実施事業」 

合 同 企 業 説 明 会 参 加 企 業 求 人 一 覧 

業種 企業名 主な事業内容 ホームページアドレス 雇用形態 業務内容 免許・資格 勤務地
採用

予定数
特記事項

① 土木工事施工管理職 正社員 土木・舗装工事の施工管理 土木施工管理技士
江津市・浜田市・
川本町

若干名
概ね5年以上の実務経験
を有する方を希望します。

② 建築工事施工管理職 正社員 建築工事の施工管理
建築施工管理技士
又は建築士

江津市・松江市
（広島・東京）

若干名
・概ね5年以上の実務経験を有
する方を希望します。
・県外赴任の場合もあります。

建設 大畑建設㈱
土木・建築・造園・交通安全
施設工事の設計及び施工

http://ohata.jp/ ① 土木・建築技術職 正社員 現場施工管理
・普通自動車免許
・2級土木・建築施工

益田市近郊 1～3 特になし

製造 ㈱ケイ・エフ・ジー 清涼飲料水製造業
http://www.kfg.co.j
p/

①

製造 島根中井工業㈱
機能性プラスチックフィルム
製造（各種機能コート製品・
転写箔・包装材料等）

http://www.nakai-
group.co.jp/

① 製造職 準社員
ウェットコーティング、ドライコーティング
などの加工員、スリッターなどの検査員

普通自動車免許
（通勤用）

益田市 6 正社員への登用あり

製造 ダイワボウレーヨン㈱
レーヨンステープルファイ
バー

http://www.daiwab
orayon.co.jp/

① 製造技術職 契約社員
レーヨン綿生産ラインの運転管理業務
（三交替勤務）

特になし 益田 2
契約社員（6ヵ月契約）として採
用し、作業習得状況等により正
社員に登用します。

製造 マルハマ食品㈱
浜田市に創業し食生活の変化
に伴い、様々な食品を製造して
いる食品一筋のメーカーです。

http://www.maruha
mafoods.co.jp/

① 食品製造職 正社員
レトルト食品醤油たれ製造、セットアップ
作業

特になし
浜田市周布町イ100
浜田市原井町3050-24 5 特になし

①
カスタマエンジニア
（ＣＥ）

正社員
ハードウェアの保守・点検、設置・調整、
ネットワークシステムの構築・保守

普通自動車免許 松江／出雲／江津 1 経験者優遇

②
システムエンジニア
（ＳＥ）

正社員
受託システム開発、パッケージソフトウェ
アの導入・設定・操作指導・運用支援、
ネットワークシステムの企画・設計・支援

普通自動車免許 松江／出雲／江津 1 経験者優遇

③ 営業 正社員 ＩＴシステムの企画・提案・販売 普通自動車免許 松江／出雲／江津 1 経験者優遇

① タクシー乗務員
正社員
嘱託員

・タクシーに乗務し、地域密着型の交通サービスの提供

・観光客への名所等への案内
・年齢差のハンディなし、頑張っただけ高収入

・普通一種取得3年以上
・普通二種
・中型二種

出雲 5
・60歳まで正社員、
61歳以上嘱託員
・養成制度あります。

② タクシー乗務員
正社員
嘱託員

・タクシーに乗務し、地域密着型の交通サービスの提供

・観光客への名所等への案内
・年齢差のハンディなし、頑張っただけ高収入

・普通一種取得3年以上
・普通二種
・中型二種

浜田・江津・三隅
のいずれか

5
・60歳まで正社員、
61歳以上嘱託員
・養成制度あります。

※12/26更新

各種建設工事
（土木・建築・舗装）

今井産業㈱建設
http://www.imai-
corp.co.jp/

情報
通信

ティーエスケイ情報
システム㈱

ＩＴシステム機器販売・保守/
ソフト開発・ネットワーク設
計・構築・コンサル他

タクシー業運輸 日本交通㈱

職種

浜田会場

平成27年1月15日（木）　いわみーる(体育室）　13：00～16：00

http://www.tskis.jp
/

http://www.nihonk
otsu.co.jp/

～平成26年12月24日現在での参加企業となります。参加企業及び求人内容につきましては、変更になる場合がございますので、予めご了承ください。～
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職種

浜田会場

平成27年1月15日（木）　いわみーる(体育室）　13：00～16：00

① クリーニング作業 正社員 工場内作業全般
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

三隅町島根支店 2 特になし

②
チラシ・
ホームページ作成

正社員
チラシのデザイン及びホームページの
作成

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

岩多屋浜田店 1 経験者を希望します。

③ 販売員 正社員 店内での接客・販売、一部配達業務あり
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

岩多屋浜田店 1
将来、江津・三隅間
での転勤あり

① 営業職 正社員
トヨタ自動車が生産した車の販売及び
各種点検、用品の販売

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

島根県内居住地
各店

若干名 特になし

② サービスエンジニア 正社員
トヨタ自動車が生産した車の各種点検・
修理

・普通自動車免許
（ＡＴ限定は不可）
・国家1～2級整備士

島根県内居住地
各店

若干名 特になし

① 経理事務 正職員
・一般経理事務
・総務関係事務

簿記2級レベル 本社 1 特になし

② 営業販売 正職員 営業企画販売 普通自動車免許 本社 1 特になし

教育
学習
支援

㈱コガワ計画 自動車の教習
http://mland-
masuda.jp/

① 教習指導員 正社員 自動車の教習
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

益田市安富町 5
女性も大歓迎
（現在、女性インストラ
クター15名）

医療
福祉

社会福祉法人いわみ
福祉会

社会福祉事業
(障害者福祉・高齢者福祉)

http://www.iwamifu
kushikai.or.jp/

①

医療
福祉

サンライフほのぼの
㈲

介護付有料老人ホームさくらが丘と
江津市立さくらえ保育園の運営を行
なっています。

http://sunlife-
honobono.com/

① 保育士
契約社員
（嘱託）

保育業務全般
（0～5歳児の保育、担当は未定）

保育士免許
桜江町小田
（さくらえ保育園）

1
本人の希望（都合）や勤務
成績等で正規職員への登
用の可能性あり

卸
小売

㈱岩多屋

卸
小売

島根トヨタグループ
・島根トヨタ自動車㈱
・トヨタカローラ島根㈱
・ネッツトヨタ島根㈱
・トヨタカローラ鳥取㈱

卸
小売

http://t-
shimane.toyota-
dealers.jp/

ギフト、寝具等の販売及び
リネンサプライ事業

機能性農産物の生産地とし
て県内は基より、栽培、加
工、販売を一貫した３社グ
ループで運営

しまね有機ファーム㈱

トヨタ自動車販売並びに修
理／用品部品の販売／損
害保険代理業務／通信事
業代理業務

http://www.shiman
eorganicfarm.com/

http://www.iwataya
-net.co.jp/

～平成26年12月24日現在での参加企業となります。参加企業及び求人内容につきましては、変更になる場合がございますので、予めご了承ください。～
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職種

浜田会場

平成27年1月15日（木）　いわみーる(体育室）　13：00～16：00

① 看護職
正社員
パート

利用者の看介護業務（状態観察、服薬
管理等）及び日常生活（入浴、排泄、食
事など）の介助業務

看護師・准看護師
浜田市、益田市、
松江市、江津市

10 特になし

② 介護職 正社員
高齢者の日常生活（入浴、排泄、食事
等）の自立支援に向けた介護業務

特になし
浜田市、益田市、
松江市

20 特になし

③ 栄養士 正社員
栄養士業務
献立作成、材料の発注業務、調理業務

栄養士・管理栄養士 浜田市 3 特になし

① 警備職 正社員
島根あさひ社会復帰促進センターに
おける施設警備業務

特になし 浜田市旭町 若干名
省令3号のイにより35
才以下の方としており
ます。

② 警備職
嘱託員

（契約社員）
島根あさひ社会復帰促進センターに
おける施設警備業務

特になし 浜田市旭町 若干名 特になし

① 交通誘導警備 契約社員
交通誘導、イベント警備、駐車場警備
など

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

益田、鹿足、浜田 5
社会保険完備、警備業
法により5日間の研修
期間があります。

② 施設警備 契約社員 益田市内の施設内での警備業務
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

益田 1
社会保険完備、警備業
法により5日間の研修
期間があります。

サービス
㈱さんびる
浜田営業所

総合ビルメンテナンス業
（総合清掃、設備管理他）

http://www.sanbg.c
om/

①

公務

自衛隊
島根地方協力本部
（浜田出張所）

隊員数約23万人、駐屯地や基地が
160か所以上に及ぶ組織「自衛隊」で
任務を遂行しています。

http://www.mod.go.
jp/pco/shimane/

①

島根県を中心に、地域社会
と連携しながら高齢者の為
の多様な医療・福祉サービ
スを提供

http://mizusumikai.
or.jp/

サービス
ＡＬＳＯＫあさひ播磨
㈱

サービス
企業警備保障㈱
石見支社

医療
福祉

医療法人社団
水澄み会

ＡＬＳＯＫグループが受託す
る刑務所ＰＦＩ事業に関する
警備業務全般

施設警備、店内保安、空港
保安、交通誘導警備、イベ
ント警備、雑踏警備など

http://www.alsok-
asahiharima.co.jp/

http://www.kigyoke
ibi.jp/

～平成26年12月24日現在での参加企業となります。参加企業及び求人内容につきましては、変更になる場合がございますので、予めご了承ください。～
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