
平成 29 年度厚生労働省島根労働局委託事業「一体的実施事業」職場体験内容一覧 

                       1                  （一社）島根県経営者協会 

 

所在地 主な業種 企業名 ページ 所在地 主な業種 企業名 ページ 

浜田 サービス ALSOK あさひ播磨㈱ 1 松江 宿泊・飲食 ㈲玉造皆美（佳翠苑皆美） 8 

雲南 林業 飯石森林組合 2 松江 卸売・小売 東京靴㈱ 

9 

出雲 卸売・小売 ㈱ウシオ 

3 

松江 建設業 ㈱長岡塗装店 

益田 建設 大畑建設㈱ 安来 医療・福祉 
(社福)伯医会 
特別養護老人ホーム伯寿の郷 

10 

隠岐 建設 ㈱金田建設 

4 

出雲 製造 ㈱報光社 

益田 教育・学習支援 ㈱コガワ計画 松江 宿泊・飲食 ㈱ホテル一畑 

11 

江津 卸売・小売 
サラダ館ゆめタウン江津店 
（三和ガス㈱） 

5 

松江 建設 松江土建㈱ 

出雲 建設 山陰建設工業㈱ 大田 製造 ㈱松崎製作所 

12 

松江 製造 ㈱産機 

6 

松江 宿泊・飲食 ㈲松の湯 

出雲 建設 神州電気㈱ 出雲 サービス 
マリンタラソ出雲 
（㈱多伎振興） 

13 

益田 情報通信 ㈱ソコロシステムズ 

7 

松江 製造（ 丸藤伸興アゴおばさん弁当㈲ 

松江 製造・出版 ㈱谷口印刷・ハーベスト出版 松江 運輸 ミツワタクシー㈱ 

14 

松江 宿泊・飲食 ㈲玉造グランドホテル長生閣 8 江津 建設 森下建設㈱ 

 

 

企業名 ALSOK あさひ播磨株式会社 TEL 0855-23-4887 

事業所在地 
〒697-0027 浜田市殿町 17 番地 3 損保ジャパン日本

興亜浜田ビル 2Ｆ 
FAX 0855-22-4646 

主な業種 サービス（警備） 主な事業内容 
ALSOK グループが受託する刑務所ＰＦＩ事業に関す

る警備業務 

体験内容および 

企業からのメッセージ 
現場見学等により、当社事業内容をより深く知っていただければと思っております。 

体験日数 1 日間  受入人数 2 名まで 

募集中の求人 警備員（島根あさひ矯正施設）   雇用形態 正社員 

 1 日目 

時間 9：00 ～ 12：00 

場所 島根あさひ社会復帰促進センター（浜田市旭町丸原 380-15） 

内容 
・主に施設内見学 

・その他、実際の勤務風景を見ていただきながらの事業内容及び業務内容の説明 

服 装 スーツ 持ち物 身分証明書（免許証等、顔写真付きのもの） 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 

利用できる 
(外来者の駐車位置に制限があります。当日現場にて

ご案内いたします。) 
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                       2                  （一社）島根県経営者協会 

 

企業名 飯石森林組合 TEL 0854-62-1520 

事業所在地 〒690-2701 雲南市掛合町掛合 2152 番地 11 FAX 0854-62-1540 

主な業種 林業 主な事業内容 
木を伐る、植える、育てる、使うの循環型林業を行っ

ています。 

体験内容および 

企業からのメッセージ 
地域づくりと森づくり、それを支える人づくりを旗印に、まずはそれぞれ体験して下さい。 

体験日数 2～5 日間  受入人数 【山林作業員】 4 名 【製材加工】 2 名 【木材加工・配達】 2 名 

募集中の求人 

①山林作業員（ザ・モリト） 

②製材加工（赤来製材工場） 

③木材加工・配達（木質バイオマスセンター） 

雇用形態 正社員 

①山林作業員（ザ・モリト） 

 1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 

時間 8:15 ～ 16：45 8:15 ～ 16：45 8:15   ～ 16：45 8:15  ～ 16：45 8:15  ～ 16：45 

場所 
山林現場 

雲南市、飯南町内 

山林現場 

雲南市、飯南町内 

山林現場 

雲南市、飯南町内 

山林現場 

雲南市、飯南町内 

山林現場 

雲南市、飯南町内 

内容 
苗木の植付けの準備

作業 

苗木の植付けの準備

作業 

苗木の植付けの準備

作業 

苗木の植付けの準備

作業 

苗木の植付けの準備

作業 

服 装 
裾閉まりのできる長袖・長ズボン、長グツ（あれば

地下タビ）、合羽（準備） 
持ち物 

すべり止め手袋、リュック（背負式カバン）、昼食、

大きめの水筒等、タオル 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 利用できる 

②製材加工（赤来製材工場） 

 1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 

時間 8:15 ～ 17：00 8:15 ～ 17：00 8:15 ～ 17：00 8:15 ～ 17：00 8:15 ～ 17：00 

場所 
波多製材乾燥工場 

(雲南市掛合町波多) 

波多製材乾燥工場 

(雲南市掛合町波多) 

波多製材乾燥工場 

(雲南市掛合町波多) 

波多製材乾燥工場 

(雲南市掛合町波多) 

波多製材乾燥工場 

(雲南市掛合町波多) 

内容 
原木投入、皮ハギ助

手 
製材背板処理助手 耳すり機製材助手 天然乾燥助手 製品出荷助手 

服 装 裾閉まりのできる長袖・長ズボン、長グツ 持ち物 昼食 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 利用できる 

③木材加工・配達（木質バイオマスセンター） 

 1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 

時間 8:15 ～ 17：00 8:15 ～ 17：00 8:15 ～ 17：00 8:15 ～ 17：00 8:15 ～ 17：00 

場所 事業所在地 事業所在地 事業所在地 事業所在地 事業所在地 

内容 大径木の小割り 大径木の小割り 
4ｔダンプによる配達

助手 
オガコ製造助手 オガコ製造助手 

服 装 
裾閉まりのできる長袖・長ズボン、長グツ（あれば

地下タビ）、合羽（準備） 
持ち物 昼食 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 利用できる 
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企業名 株式会社ウシオ TEL 0853-21-2540 

事業所在地 〒693-0021 出雲市塩冶町 2125-1 FAX 0853-23-5157 

主な業種 卸売・小売 主な事業内容 
食品を主に販売するスーパーマーケット「グッディ

ー」を運営 

体験内容および 

企業からのメッセージ 

スーパーマーケットの仕事は多岐にわたります。あなたに合った仕事が必ずみつかりま

す。 

体験日数 3 日間  受入人数 若干名まで 

募集中の求人 販売職   雇用形態 【正社員を前提とした求人】正社員以外準社員 

 1 日目 2 日目 3 日目 

時間 8:30 ～ 17:30 8:30 ～ 17:30 8:30   ～ 17:30 

場所 
グッディー各店舗 

ご希望の店で調整します。 

グッディー各店舗 

ご希望の店で調整します。 

グッディー各店舗 

ご希望の店で調整します。 

内容 
・店舗説明、実習概要 

・商品陳列、加工補助 

（日配、加工食品） 

・商品陳列 

・商品加工、袋詰め、パック等 

（青果） 

・商品陳列 

・商品加工、袋詰め、パック 

（鮮魚） 

服 装 
Ｙシャツ、黒ズボン着用（女性は、髪の毛を 1～2

本に結ぶ）、エプロンは貸出します。 
持ち物 メモ帳、筆記用具、昼食 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 利用できる (上成店、平田店は利用不可) 

 

企業名 大畑建設株式会社 TEL 0856-23-3530 

事業所在地 〒698-0012 益田市大谷町 36 番地 3 FAX 0856-23-0935 

主な業種 建設 主な事業内容 
土木工事、建築工事、造園工事、交通安全施設工

事の設計施工 

体験内容および 

企業からのメッセージ 
土木、建築の作業現場での体験や、住宅の設計（ＣＡＤ）の体験ができます。 

体験日数 2～5 日間  受入人数 3 名まで 

募集中の求人 ①土木技術者 ②建築技術者  雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 

時間 8：00 ～ 17：00 8：00 ～ 17：00 8：00   ～ 17：00 8：00  ～ 17：00 8：00  ～ 17：00 

場所 土木現場 建築現場 住宅事業部 土木現場 建築現場 

内容 測量等 建築作業等 ＣＡＤ等 測量等 建築作業等 

服 装 
作業服、安全長靴、ヘルメットは準備します。雨

天時はカッパが必要です。 
持ち物 昼食 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 利用できる (指定場所) 
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                       4                  （一社）島根県経営者協会 

 

企業名 株式会社金田建設 TEL 08512-2-1421 

事業所在地 
〒685-0015 

隠岐郡隠岐の島町港町大津ノニ・13 番地 4 
FAX 08512-2-1423 

主な業種 建設 主な事業内容 土木、港湾工事、建築工事 

体験内容および 

企業からのメッセージ 
港湾、道路等の土木現場及び住宅等の建築現場での作業が体験できます。 

体験日数 5 日間  受入人数 1 期間 1 名まで 

募集中の求人 ①一般土木作業員 ②土木工事施工管理者 ③建築工事施工管理者 雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 

時間 8：00 ～ 17：00 8：00 ～ 17：00 8：00   ～ 17：00 8：00  ～ 17：00 8：00  ～ 17：00 

場所 事業所在地 事業所在地 事業所在地 事業所在地 事業所在地 

内容 各現場での補助作業 各現場での補助作業 各現場での補助作業 各現場での補助作業 各現場での補助作業 

服 装 現場作業のできる服装 持ち物 昼食 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 利用できる 

 

企業名 株式会社コガワ計画 TEL 0856-31-5050 

事業所在地 〒699-5131 益田市安富町 3330 番地 1 FAX 0856-25-1540 

主な業種 教育・学習支援 主な事業内容 新規免許取得講習等、又、在籍生徒サポート 

体験内容および 

企業からのメッセージ 

在籍者サポートの体験と自動車学校事業の全般及び教習指導員資格必要要件の体験

ができます。 

体験日数 3 日間  受入人数 10 名まで 

募集中の求人 教習指導員   雇用形態 正社員（資格試験合格後） 

 1 日目 2 日目 3 日目 

時間 10：00 ～ 17：00 10：00 ～ 17：00 10：00   ～ 17：00 

場所 事業所在地 事業所在地 事業所在地 

内容 
・概要見学説明 

・仕事体験 

・必要資格について 

・仕事体験 

・必要資格について 

・免許（法）について 

・仕事体験 

・仕事場の体験 

服 装 動きやすい服装（長そで・長ズボン・運動靴） 持ち物 
筆記用具、免許証あれば忘れずに（運転免許）、

昼食（持参若しくはレストラン利用） 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 利用できる 

 



平成 29 年度厚生労働省島根労働局委託事業「一体的実施事業」職場体験内容一覧 

                       5                  （一社）島根県経営者協会 

 

企業名 サラダ館ゆめタウン江津店 （三和ガス株式会社） TEL 
【サラダ館】0120-53-3715

【三和ガス】0855-53-0723 

事業所在地 
【サラダ館】〒695-0016 江津市嘉久志町 2306-30 

【三和ガス】〒695-0021 江津市都野津町 2276 
FAX 【三和ガス】0855-53-0842 

主な業種 卸売・小売 主な事業内容 贈答品の販売 

体験内容および 

企業からのメッセージ 
開店時間の中で、短時間からフルタイムまで求人しています。 

体験日数 5 日間  受入人数 3 名まで 

募集中の求人 小売店販売員（サラダ館ゆめタウン江津店）   雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 

時間 9:00 ～ 20:00 9:00 ～ 20:00 9:00   ～ 20:00 9:00  ～ 20:00 9:00  ～ 20:00 

場所 
ゆめタウン江津店 2Ｆ 
江津市嘉久志町 2306-30 

ゆめタウン江津店 2Ｆ 
江津市嘉久志町 2306-30 

ゆめタウン江津店 2Ｆ 
江津市嘉久志町 2306-30 

ゆめタウン江津店 2Ｆ 
江津市嘉久志町 2306-30 

ゆめタウン江津店 2Ｆ 
江津市嘉久志町 2306-30 

内容 
商品の包装、 

市内配達 

商品の包装、 

市内配達 

商品の包装、 

市内配達 

商品の包装、 

市内配達 

商品の包装、 

市内配達 

服 装 特になし 持ち物 昼食 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 利用できる (要連絡) 

 

企業名 山陰建設工業株式会社 TEL 0853-43-1113 

事業所在地 〒699-0822 出雲市神西沖町 2334 番地 3 FAX 0853-43-3258 

主な業種 建設 主な事業内容 
公共事業の元請企業、主に土木一式、舗装工事業

を受注施工 

体験内容および 

企業からのメッセージ 
建設業において必要な施工管理の技術や、現場作業の体験をしてみませんか？ 

体験日数 5 日間  受入人数 2 名まで 

募集中の求人 
①土木施工管理技術者（経験者） ②土木施工管理技術者（見習い） 

③舗装工 
雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 

時間 7：45 ～ 17：00 7：45 ～ 17：00 7：45   ～ 17：00 7：45  ～ 17：00 7：45  ～ 17：00 

場所 未定 未定 未定 未定 未定 

内容 
測量等の土木施工管

理に必要な現場や書

類の作成 

測量等の土木施工管

理に必要な現場や書

類の作成 

測量等の土木施工管

理に必要な現場や書

類の作成 

塗装工事作業の現場

でに実体験 

塗装工事作業の現場

でに実体験 

服 装 作業服、安全靴（貸与も可） 持ち物 昼食 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 利用できる 
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企業名 株式会社産機 TEL 0852-21-3047 

事業所在地 〒690-0021 松江市矢田町 250 番地 33 FAX 0852-31-5133 

主な業種 製造 主な事業内容 天井クレーン、橋形クレーン等の製造 

体験内容および 

企業からのメッセージ 
アーク溶接練習、材料加工、組立仕上げ等。ものづくりの も基本的な体験ができます。 

体験日数 3 日間  受入人数 3 名まで 

募集中の求人 製缶及び溶接工   雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 3 日目 

時間 8：30 ～ 12：00 8：30 ～ 12：00 8：30   ～ 12：00 

場所 南工場 （松江市矢田町 250-55） 南工場 （松江市矢田町 250-55） 南工場 （松江市矢田町 250-55） 

内容 溶接練習 材料加工 組立仕上げ 

服 装 溶接作業のため、綿の作業服が必要 持ち物 安全靴 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 利用できる 

 

企業名 神州電気株式会社 TEL 0853-22-3344 

事業所在地 〒693-0004 出雲市渡橋町 751 番地 1 FAX 0853-22-3394 

主な業種 建設 主な事業内容 電気設備工事の設計施工 

体験内容および 

企業からのメッセージ 
電気工事の現場作業補助を体験していただきます。ものづくりが好きな人、大歓迎です。 

体験日数 2 日間  受入人数 若干名まで 

募集中の求人 現場作業員（電気工事補助）   雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 

時間 8:00 ～ 17:00 8:00 ～ 17:00 

場所 未定 未定 

内容 
電気工事現場での配線、照明器具、コンセント等の取付補

助等 

引込線工事（中電又はＮＴＴの電柱から建物等に電気を引

き込む工事）の作業補助等 

服 装 作業服、ヘルメット、軍手等を貸与します。 持ち物 タオル、運動靴、昼食 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 利用できる 
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企業名 株式会社ソコロシステムズ TEL 0856-22-5172 

事業所在地 〒698-0006 益田市三宅町 1 番 19 号 FAX 0856-22-5165 

主な業種 情報通信 主な事業内容 
クラウド・サービスの提案、設計、構築、保守及び教

育訓練 

体験内容および 

企業からのメッセージ 
弊社が提供しているクラウド・サービスの設計・構築・保守作業を体験していただきます。 

体験日数 5 日間  受入人数 1 名まで 

募集中の求人 
①営業 ②システムエンジニア 

③ＰＣインストラクター（有期実習型訓練） 
雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 

時間 9：00 ～ 18：00 9：00 ～ 18：00 9：00   ～ 18：00 9：00  ～ 18：00 9：00  ～ 18：00 

場所 事業所在地 事業所在地 事業所在地 事業所在地 事業所在地 

内容 ・クラウドの概要 

・office365 の概要 

・Intune 

・システム設計 

・office365 設定 

・Intune 
3 日目と同様 4 日目の続き 

服 装 失礼のない服装（できればスーツ） 持ち物 筆記用具、昼食 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 利用できる 

 

企業名 株式会社谷口印刷・ハーベスト出版 TEL 0852-36-5888 

事業所在地 〒690-0133 松江市東長江町 902-59 FAX 0852-36-5889 

主な業種 製造・出版 主な事業内容 
印刷と出版を通してお客のニーズに応え、地域に貢

献します。 

体験内容および 

企業からのメッセージ 

営業・企画。印刷物の受注・進行と、出版物の企画・編集・販売を担当していただける人

材を求めます。 

体験日数 3 日間  受入人数 2 名まで 

募集中の求人 営業・企画   雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 3 日目 

時間 8：30 ～ 12：00 8：30 ～ 12：00 8：30   ～ 12：00 

場所 事業所在地 事業所在地 事業所在地 

内容 営業と出版物の編集等の実務 営業と出版物の編集等の実務 営業と出版物の編集等の実務 

服 装 
10 月まではクールビズ、 

11 月からはビジネススーツ 
持ち物 ビジネスバック等 

その他 

注意事項 
昼食についてはその都度相談 駐車場 利用できる 
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企業名 有限会社玉造グランドホテル長生閣 TEL 0852-62-0711 

事業所在地 〒699-0201 松江市玉湯町玉造 331 番地 FAX 0852-62-0772 

主な業種 宿泊・飲食 主な事業内容 
お湯ひとすじに生きるをコンセプトに生き続ける温泉

旅館 

体験内容および 

企業からのメッセージ 

サービス補助業務（フロント・料飲）清掃等。実際の業務を通して旅館業の魅力を体験し

て下さい。 

体験日数 3～5 日間  受入人数 5 名名まで 

募集中の求人 旅館総合職   雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 

時間 9：00 ～ 17：30 9：00 ～ 17：30 7：00   ～ 15：30 13：30  ～ 22：00 8：30  ～ 13：00 

場所 事業所在地 事業所在地 事業所在地 事業所在地 事業所在地 

内容 

・オリエンテーション 

・館内案内 

・旅館業の現状と課

題 

・お客様のお見送り 

・清掃実習 

・お客様のお出迎え 

・朝食サービス 

・チェックアウト 

・チェックイン業務 

・夕食サービス 
・まとめ、ふり返り 

服 装 スーツ着用 持ち物 筆記用具 

その他 

注意事項 

通勤方法等による、始業終業の時間は考慮しま

す。 
駐車場 

利用できる 
(指定するエリア内での利用をお願いします。) 

 

企業名 有限会社玉造皆美（佳翠苑皆美） TEL 
【皆美グループ本部】 

0852-62-0577 

事業所在地 〒699-0201 松江市玉湯町玉造 1218-8 FAX 
【皆美グループ本部】 

0852-62-1411 

主な業種 宿泊・飲食 主な事業内容 
ホテル旅館業でお客様の接客を中心としたおもてな

しの仕事です。 

体験内容および 

企業からのメッセージ 

お客様のお出迎えお見送りご案内など、おもてなしを体験していただきます。笑顔と真

心をもって。 

体験日数 3～5 日間程度  受入人数 3 名まで 

募集中の求人 ①フロント全般 ②客室係  雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 

時間 
7：00 ～ 21：30 

のうち相談 

7：00 ～ 21：30 

のうち相談 

7：00 ～ 21：30 

のうち相談 

7：00 ～ 21：30 

のうち相談 

7：00 ～ 21：30 

のうち相談 

場所 
佳翠苑皆美 
松江市玉湯町玉造 1218-8 

佳翠苑皆美 
松江市玉湯町玉造 1218-8 

佳翠苑皆美 
松江市玉湯町玉造 1218-8 

佳翠苑皆美 
松江市玉湯町玉造 1218-8 

佳翠苑皆美 
松江市玉湯町玉造 1218-8 

内容 
・座学 

・接客 

・各種準備 

・接客 

・各種準備 

・座学 

・接客 

・各種準備 

・接客 

・各種準備 

・座学 

・接客 

・各種準備 

服 装 スーツ 持ち物 事前打合せ時にお知らせ 

その他 

注意事項 

昼食は準備いたします。 

その他、事前打合せ時にお知らせ 
駐車場 利用できる (事前打合せ時にお知らせ) 
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企業名 東京靴株式会社 TEL 0852-52-6688 

事業所在地 〒699-0108 松江市東出雲町出雲郷 1643-4 FAX 0852-52-6644 

主な業種 卸売・小売 主な事業内容 
ロードサイド型大型靴専門店「シューズ愛ランド」を

38 店舗展開 

体験内容および 

企業からのメッセージ 

たくさんの靴に囲まれてお仕事をします。販売職について詳しく知りたい方、お待ちして

おります！ 

体験日数 5 日間  受入人数 各店 1～2 名まで 

募集中の求人 販売   雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 

時間 9：30 ～ 18：30 9：30 ～ 18：30 9：30   ～ 18：30 9：30  ～ 18：30 9：30  ～ 18：30 

場所 シューズ愛ランド各店舗 シューズ愛ランド各店舗 シューズ愛ランド各店舗 シューズ愛ランド各店舗 シューズ愛ランド各店舗 

内容 

・インターンシップ全体の流

れ 

・店内、バックヤード、事務

所の見学 

・自己紹介、スタッフ紹介な

ど 

・接客時、立ち振る舞いの

仕方 

・店内クリンネス、商品や買

物カゴの整理整頓の手順 

・レジでのサイズ確認、袋詰

め 

・搬入商品のカウント、札付

けなどバックヤード作業全

般 

・商品の製造～店頭までの

流通 

・当社独自の商品開発や販

売手法 

・靴の正しい取扱い方法 

・ブランド、メーカーごとの形

状や素材などの特性につ

いて 

・防水スプレー、中敷など備

品関連 

・売り場づくり体験・ポップ作

成 、レイアウト構成、演

出、商品陳列など 

・全体の振り返り、就活アド

バイスなど 

服 装 長ズボン、動きやすい靴、制服（貸与） 持ち物 筆記用具、メモ帳、昼食、飲み物 

その他 

注意事項 

当日は集合時間に少し余裕をもってお集まりくだ

さい。 
駐車場 

利用できる 
(店舗によっては従業員用駐車場に移動していただく場

合がございます。) 

 

企業名 株式会社長岡塗装店 TEL 0852-26-1641 

事業所在地 〒690-0048 松江市西嫁島 1-2-14 FAX 0852-26-1643 

主な業種 建設業 主な事業内容 
新築・改修時に於ける各種塗装・建築関連工事の

請負及び施工 

体験内容および 

企業からのメッセージ 

働きやすい職場環境づくりやワークライフバランスへの取組みと現場管理の作業の体

験ができます。 

体験日数 3 日間  受入人数 2 名まで 

募集中の求人 技術職（塗装工）   雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 3 日目 

時間 8：30 ～ 17：30 7：15 ～ 17：30 7：15   ～ 17：30 

場所 事業所在地 事業所在地 事業所在地 

内容 
・導入研修 

（会社説明他） 

（安全教育） 

・現場見学 

・塗装作業 

・現場見学 

・塗装作業 

・懇談会 

服 装 
現場入場有る為、上着は長袖、運動靴着用（上

下作業着可） 
持ち物 筆記用具、昼食 

その他 

注意事項 
着替えは更衣室有（作業着で通勤・出社可） 駐車場 

利用できる 
(自転車・バイクの利用も可です。) 
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企業名 
社会福祉法人伯医会 

特別養護老人ホーム伯寿の郷 
TEL 0854-37-1600 

事業所在地 〒692-0206 安来市伯太町安田 1705 番地 FAX 0854-37-1666 

主な業種 医療・福祉 主な事業内容 高齢者介護 

体験内容および 

企業からのメッセージ 

人の温かさを感じることが出来る仕事です。一緒にご利用者の笑顔の花を咲かせてみ

ませんか？ 

体験日数 3 日間  受入人数 3 名まで 

募集中の求人 交代制介護職員   雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 3 日目 

時間 9:00 ～ 16:00 9:00 ～ 16:00 9:00   ～ 16:00 

場所 事業所在地 事業所在地 事業所在地 

内容 介護体験、福祉用具体験など 介護体験、福祉用具体験など 介護体験、福祉用具体験など 

服 装 動きやすい服装、室内シューズ 持ち物 筆記用具、昼食、飲み物 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 利用できる 

 

企業名 株式会社報光社 TEL 0853-63-3939 

事業所在地 〒691-0001 出雲市平田町 993 FAX 0853-63-4355 

主な業種 製造 主な事業内容 印刷及び製本業 

体験内容および 

企業からのメッセージ 

新鋭のＭＡＣを使用した、チラシ・パンフレット・広報誌等のデザイン・制作工程を体験

可能です。 

体験日数 3 日間  受入人数 2 名まで 

募集中の求人 ＤＴＰオペレータ   雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 3 日目 

時間 9：30 ～ 16：00 9：30 ～ 16：00 9：30   ～ 16：00 

場所 事業所在地 事業所在地 事業所在地 

内容 
オリエンテーリング、 

会社概要・当社製造フロー紹介、 

ＤＴＰ部門詳細紹介 

チラシ・パンフレット・広報誌等の制作

工程体験 

チラシ・パンフレット・広報誌等の制作

工程体験 

服 装 自由（動きやすい服装で） 持ち物 筆記用具、昼食 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 利用できる 
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企業名 株式会社ホテル一畑 TEL 0852-22-0211 

事業所在地 〒690-0852 松江市千鳥町 30 FAX 0852-22-0230 

主な業種 宿泊・飲食 主な事業内容 宿泊業、レストラン業、宴会各種パーティー等 

体験内容および 

企業からのメッセージ 

各種宴会、会議、婚礼の会場設営、接客、片付けやレストランでの料理提供、片付けな

ど体験できます。 

体験日数 3 日間  受入人数 2 名まで 

募集中の求人 料飲接客サービス   雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 3 日目 

時間 9：00 ～ 12：00 13：00 ～ 17：00 13：00   ～ 17：00 

場所 事業所在地 事業所在地 事業所在地 

内容 
レストランでの朝食片付けから昼営業

までの準備等 
宴会場での会場設営、接客など 

宴会場での会場設営、接客もしくは、

レストランでの接客 

服 装 スーツ着用 持ち物 特になし 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 

利用できる 
(ホテルの第二駐車場へ止めて下さい。) 

 

企業名 松江土建株式会社 TEL 0852-21-3521 

事業所在地 〒690-8513 松江市学園南二丁目 3 番 5 号 FAX 0852-21-8285 

主な業種 建設 主な事業内容 
総合建設業（建築・土木・舗装）、水質浄化事業、宅

地建物取引業 

体験内容および 

企業からのメッセージ 

住宅部の住宅展示場で個人住宅の営業職としての我が社の業務を実地体験してもら

います。 

体験日数 2 日間  受入人数 2 名まで 

募集中の求人 営業職（住宅営業）   雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 

時間 8：30 ～ 17：30 8：30 ～ 17：30 

場所 事業所在地 及び モデルハウス（松江市乃木福富町 394-26） モデルハウス（松江市乃木福富町 394-26） 

内容 
・会社業務概要 

・住宅展示場説明 

・住宅営業について 

・住宅営業について 

服 装 スーツ、ネクタイ着用 持ち物 筆記用具、昼食 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 

利用できる 
(事前に場所指示あり) 
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企業名 株式会社松崎製作所 TEL 0854-84-8361 

事業所在地 〒694-0054 大田市鳥井町鳥井 1175-63 FAX 0854-84-8094 

主な業種 製造 主な事業内容 シリコンウェーハの研磨・洗浄加工及び販売 

体験内容および 

企業からのメッセージ 
クリーンルームでの作業です。明るく楽しい職場を一緒に作っていきましょう。 

体験日数 2 日間  受入人数 2 名まで 

募集中の求人 ラインオペレーター   雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 

時間 12:45 ～ 17:25 12:45 ～ 17:25 

場所 出雲工場 （出雲市長浜町 337-16） 出雲工場 （出雲市長浜町 337-16） 

内容 
①溶接作業（プレートにウェーハを貼り付ける） 

②研磨作業（ミクロン単位加工） 

①洗浄作業（ウェーハに付いている研磨剤を薬品を作って

落とす） 

②検査作業（目視及び機器を使って検査） 

服 装 
作業はクリーンルーム用つなぎ・くつを貸与しま

すので、軽装でＯＫです。 
持ち物 特になし 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 利用できる 

 

企業名 有限会社松の湯 TEL 0852-62-0611 

事業所在地 〒699-0201 松江市玉湯町玉造 1215 FAX 0852-62-0778 

主な業種 宿泊・飲食 主な事業内容 玉造温泉にて 130 年続く老舗旅館です。 

体験内容および 

企業からのメッセージ 

お客様へのお食事の提供、接客業務です。未経験の方でも大丈夫です。ご夕食ダイニ

ング、宴会場など 

体験日数 5 日間  受入人数 5 名まで 

募集中の求人 ①接客サービススタッフ ②フロント係  雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 

時間 14：00 ～  14：00 ～  9：00   ～  9：00  ～  9：00  ～  

場所 事業所在地 事業所在地 事業所在地 事業所在地 事業所在地 

内容 打合せの上 打合せの上 打合せの上 打合せの上 打合せの上 

服 装 打合せの上 持ち物 打合せの上 

その他 

注意事項 
打合せの上 駐車場 利用できる 
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企業名 マリンタラソ出雲 （株式会社多伎振興） TEL 
【マリンタラソ出雲】 
0853-86-7111 

事業所在地 【マリンタラソ出雲】〒699-0902 出雲市多伎町多岐 859-1 FAX 
【マリンタラソ出雲】 

0853-86-7112 

主な業種 サービス 主な事業内容 海洋療養施設管理及び旅館業 

体験内容および 

企業からのメッセージ 

日本海の海水を汲み上げて温めたプールでの、水中運動教室の運動指導及びプール

監視のお仕事です。 

体験日数 1 日間  受入人数 1 名まで 

募集中の求人 水中運動教室指導員   雇用形態 正社員 

 1 日目 

時間 9：00 ～ 12:00 

場所 マリンタラソ出雲 （出雲市多伎町多岐 859-1） 

内容 ・プール監視業務 ・運動教室見学 ・温熱浴指導の見学 

服 装 
水着、体操の出来る服装、 

トレーニングパンツ・ポロシャツは貸与します。 
持ち物 タオル、運動靴 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 

利用できる 
(無料ですが、早番と遅番で場所が違います。) 

 

企業名 丸藤伸興アゴおばさん弁当有限会社 TEL 0852-21-3995 

事業所在地 〒690-0046 松江市乃木福富町 735-175 FAX 0852-31-5578 

主な業種 製造（食品製造） 主な事業内容 宅配・事務所用の弁当を製造、販売 

体験内容および 

企業からのメッセージ 
調理及び盛付仕分け業務ですが、経験がなくても指導しますので是非体験してみて下さい。 

体験日数 3 日間  受入人数 2 名まで 

募集中の求人 ①調理 ②弁当盛付、仕分  雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 3 日目 

時間 4：00～12：00 又は 5：00～13：30 4：00～12：00 又は 5：00～13：30 4：00～12：00 又は 5：00～13：30 

場所 事業所在地 事業所在地 事業所在地 

内容 
調理、調理下処理、 

盛付、仕分け、 

掃除 

調理、調理下処理、 

盛付、仕分け、 

掃除 

調理、調理下処理、 

盛付、仕分け、 

掃除 

服 装 ユニフォーム支給 持ち物 上履き 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 利用できる 
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企業名 ミツワタクシー株式会社 TEL 0852-25-3033 

事業所在地 〒690-0001 松江市東朝日町 275-1 FAX 0852-61-3040 

主な業種 運輸（旅客自動車運送） 主な事業内容 タクシー事業 

体験内容および 

企業からのメッセージ 
小中、ジャンボタクシーに側乗してもらいお客様送迎業務を体験していただきます。 

体験日数 1 日間  受入人数 5 名まで 

募集中の求人 ①タクシー乗務員 ②タクシー乗務員（日勤のみ）  雇用形態 正社員 

 1 日目 

時間 9：00 ～ 12：00 

場所 未定 

内容 タクシー助手席に側乗し、タクシー業務を体験 

服 装 上：カッターシャツ（白）、下：スラックス 持ち物 特になし 

その他 

注意事項 
特になし 駐車場 利用できる 

 

企業名 森下建設株式会社 TEL 0855-92-1360 

事業所在地 〒699-4221 江津市桜江町市山 543 番地 16 FAX 0855-92-0182 

主な業種 建設 主な事業内容 建築、土木、法面、水道、管、建築物解体 

体験内容および 

企業からのメッセージ 

公共工事、個人住宅等の建築改修工事において、監督、工程品質安全の管理等、技

術的な仕事に従事していただきます。 

体験日数 3 日間  受入人数 1 名まで 

募集中の求人 建築施工管理技術者   雇用形態 正社員 

 1 日目 2 日目 3 日目 

時間 8：00 ～ 17：00 8：00 ～ 17：00 8：00   ～ 17：00 

場所 事業所在地 事業所在地 事業所在地 

内容 建築現場にて体験 建築現場にて体験 建築現場にて体験 

服 装 作業できる服装 持ち物 昼食、ヘルメット・手袋等は当社にて用意します。 

その他 

注意事項 
半日の体験でも可 駐車場 利用できる 

 


