
（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 営業員 正社員
注文住宅の受注及び
建売住宅等建築物全般の販売業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

松江市（本社）、
出雲市
（出雲営業所）

4

・経験不問
・事業場外労働時間制（みなし
労働時間1日9時間30分）
・経験者優遇

② 建築工務 正社員
住宅等建築物の現場管理
（工事進行の監督、下請会社との調整等）

・1、2級建築士又は
1、2級建築施工管理技士
・普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

松江市（本社）、
出雲市
（出雲営業所）

4
・実務経験者
・公共建築工事経験者優遇

③ 設計・積算 正社員
住宅等の設計及び積算
（見積書の作成）

・1、2級建築士
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

松江市（本社） 1 ・実務経験者

① 企画、営業
パート
嘱託

正社員
発行物・放送の企画、立案、営業

普通自動車免許、
パソコン操作

出雲・松江 3 特になし

② 記者
パート
嘱託

正社員
新聞、出版物の取材記者

普通自動車免許、
パソコン操作

出雲・松江 2 特になし

③ 編集、製作
パート
嘱託

正社員
紙面製作及び印刷

普通自動車免許、
パソコン操作

出雲 2 特になし

製造 清和鉄工㈱
歯車加工用工作機械の製
造・販売

http://segtec.jp/

① 鋳物工 臨時工 造型・塗型 特になし 出雲市大津町 4 特になし

② 機械オペレーター 臨時工
汎用機械オペレーター
段取り

特になし 雲南市木次町 1 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

出雲会場

http://www.hiragin
o.com/

http://www.shiman
enichinichi.co.jp/

http://www.w-
seiko.co.jp/

http://www.tskis.jp
/

職種

㈱ひらぎの建設

木造住宅、カナダ輸入住
宅、老人ホーム、マンショ
ン、アパート等建築物全
般。建築、土木の公共工事

製造 島根日日新聞社

日刊紙の発行、フリーペー
パーの発行、印刷出版、Ｆ
Ｍ放送事業、街づくり事業
など

製造 ㈱渡部製鋼所
銑鉄鋳物製造業・機械加
工、組立

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

※12/26更新 平成27年1月21日（水）　ニューウェルシティ出雲(牡丹の間）　13：00～16：00

～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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情報
通信 ㈱テクノプロジェクト

システムインテグレーション・
業務パッケージ開発・販売・
コンサルティングほか

http://www.tpj.co.j
p/

① システムエンジニア
正社員

準社員ほか

・ソリューションビジネス
・パッケージビジネス
・クラウドサービスの提供

特になし 松江市 5 特になし

情報
通信 ㈱プロビズモ

システム開発・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

http://www.probiz
mo.co.jp/

①
システムエンジニア、
プログラマー

正社員

・アプリケーション開発
・ソフトウェア開発
・文教系システム、基幹系システム、金融系シ
ステム、公共システムなど

特になし
本社
東京支社

若干名 特になし

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。

卸
小売 イワタニ山陰㈱ ＬＰガス卸・小売業

http://www.iwatani
-sanin.co.jp/

① 営業 正社員
ガスの検針・集金、取扱商品の販売・保
守、設備工事及び付属する配管工事

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

松江・出雲 若干名 特になし

① 販売職 正社員
・商品の発注、売場管理、在庫管理、
販売企画
・レジ

普通自動車免許
出雲市、雲南市、
大田市

2～3 特になし

② 鮮魚調理・加工 準社員 鮮魚の調理・加工（店舗内） 普通自動車免許
出雲市、雲南市、
大田市

1～2 特になし

③ 精肉加工 準社員 精肉の加工・調理（精肉センター内） 特になし 出雲市今市町 1～2 特になし

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

卸
小売 松井㈱

山陰地方を主エリアとした、
繊維製品（衣料品）等を小
売店に卸をする会社です。

http://www.izumo-
matsui.com/

① 営業 正社員 衣料品のルート営業 普通自動車免許 出雲市 若干名 特になし

医療
福祉 社会福祉法人桑友

障害者の自立を支援し、障害者
が地域の一員として共生できる
社会の実現をめざしています。

http://www.soyu.or
.jp/

①

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

http://goodday-
ushio.com/

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

卸
小売

タクシー業

㈱ウシオ
食料品の販売を主とした
スーパーマーケットを7店舗
運営しています。

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㈱

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

運輸 日本交通㈱
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医療
福祉

㈱ハピネライフケア
㈱ヘルスケア一光

介護福祉の総合サービス事業者、介
護保険サービス、高齢者住宅運営な
どトータルに展開

http://www.hapine.
com/

①

① 設備管理 正社員
県有施設の設備管理（建物巡回、定期
点検、小規模修繕、建物異常時の緊急
対応等）

・ＰＣ基本操作できる方
・普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

出雲市内 1
駐車場1,280/月
負担あり

② クリーンクルー 正社員
顧客施設の定期清掃業務
（ＷＡＸ、ガラスクリーニング等）

特になし
出雲市内より複数
契約先へ
（雲南・大田・奥出雲）

1
作業場所により、早出（朝5～6
時）・残業（深夜1～3時）がある
場合があるので対応できる方

③ ベットメイク パート
・客室整備（ベットメイク）
・客室清掃（トイレ・バスの清掃）

特になし 出雲市駅前 3

・週1日からの勤務も可
（土・日・祝も可）
・駐車場2,000円/月
負担あり

サービス ㈱農援隊
農業支援コンサルティング
業

http://www.agri-
s.jp/

① 技術員 正社員 農業支援コンサルティング業
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

出雲市 1 特になし

サービス
北陽警備保障㈱
出雲営業所

警備業
http://www.hokuyo
-keibi.co.jp/

① 巡回パトロール 嘱託社員
・機械警備業務
・障害対応業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

雲南地区 1 特になし

サービス ㈱ワールド測量設計 総合建設コンサルタント業
http://www.world-
ss.co.jp/HP/

① 土木設計業務
正社員
又は

準社員
道路、道路付帯、構造物、地質調査

技術士、技術士補、
ＲＣＣM、他資格者
優遇

出雲市斐川町 若干名 特になし

① 消防設備員 契約社員 消防設備等の点検及び工事
・普通自動車免許
・電気工事士、消防設備各種
資格あれば尚良し

松江、出雲 2 正社員登用制度あり

② 営業職 契約社員 清掃営業及び現場管理
・普通自動車免許
・建築物環境衛生等各種
資格あれば尚良し

出雲 1 正社員登用制度あり

③ 清掃作業員
契約社員
パート社員

建物等定期清掃業務及び日常清掃 普通自動車免許 出雲 2 正社員登用制度あり

公務

自衛隊
島根地方協力本部
（出雲地域事務所）

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

http://www.sanbg.c
om/

㈱サンアート商事
消防用設備等保守点検・設
備管理・ビル総合管理と清
掃業務

ビルメン
テナンス

サービス
㈱さんびる
出雲営業所

総合ビルメンテナンス業
（総合清掃、設備管理他）

～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。～

http://www.hapine.com/
http://www.hapine.com/
http://www.agri-s.jp/
http://www.agri-s.jp/
http://www.hokuyo-keibi.co.jp/
http://www.hokuyo-keibi.co.jp/
http://www.world-ss.co.jp/HP/
http://www.world-ss.co.jp/HP/
http://www.mod.go.jp/pco/shimane/
http://www.mod.go.jp/pco/shimane/
http://www.sanbg.com/
http://www.sanbg.com/

