
～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。～

平成25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 ※1/24更新

企業名 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

アトネスいずも銘店会 ① 販売員
正社員

（試用期間
６ヶ月有）

お土産物コーナーにおいて、お土産物などの対面販売、並びに
これに付帯する商品整理・売上金の集計作業

高卒以上
原則として、土日祝日も勤
務できる方を希望します

ＪＲ出雲市駅となり
「アトネスいずも」

1

出雲一畑交通(株)
http;//www.ichibata.
co.jp/t-izumo/

① タクシー運転手
正社員
契約社員

タクシーの運転業務
普通二種運転免許
(普通一種の方でも養成制
度あり)

出雲市常松町又は
出雲市平田町

10

① 施工管理及び設計 正社員
建築現場において空調、給排水、衛生設備工事の施工管理及び
設計業務に従事

1級又は2級
管工事施工管理技士

出雲市 1

② 営業 正社員
工務店営業(主に業者対象)
住宅設備の管理(施工時の打合せや指示)

特になし 出雲市 1

③ 設計保守メンテナンス 正社員
空調、給排水衛生設備工事を施工した施設の定期点検、保守、
メンテナンス、修理

特になし 出雲市 1

(株)ウシオ
http://www.goodday
-ushio.co.jp/

① 販売職 正社員 店舗での部門担当として発注、仕入、陳列、在庫管理など
普通自動車免許
(AT限定可)

出雲市、大田市、
雲南市

2～3

① 土木設計技術者 正社員 道路、河川、橋梁などの土木設計業務 技術士(河川砂防など) 松江 若干名

② 土木設計技術者 正社員 道路、河川、橋梁などの土木設計業務 特になし 松江 若干名

① テクニカルオペレーター 正社員
パソコン、周辺機器の操作設定、トラブルをお電話にて回答し、対
応内容を登録システムに入力する

パソコンの修理・保守経
験、接客経験

本社所在地と同じ 2

② 工事手配責任者 正社員
発電装置の工事手配、メーカー及び施工業者との打ち合わせ、
部門人員のフォロー

接客経験
業種問わず現場リーダー
経験

本社所在地と同じ 1

① 訪問販売アシスタント 正社員 インターネット回線、エコ商材を訪問で販売します 普通自動車免許 益田市 5

② 受電スタッフ
パート
アルバイト

受電、ＰＣへの入力作業 特になし 益田市 3

① 設計 正社員 工作機械の開発・設計業務 特になし 出雲本社工場 未定

② 電気・制御 正社員 NC工作機械の電気・制御業務 特になし 出雲本社工場 未定

日本交通(株)
http://www.nihonkot
su.co.jp/

① タクシー乗務員
正社員
嘱託員

中・小型等各種タクシーに乗務し、地域密着した交通サービスを
提供する

普通一種、普通二種、中
型二種(AT限定不可)

出雲 10

出雲会場

職種

http://www.imaichis
uido.sakura.ne.jp/

http://www.kyourits
u-e.co.jp/

イマックス(株)

(株)共立エンジニヤ

(株)ＣＳＲ

(株)ジャパンホットライン

清和鉄工㈱

http://www.csr-
call.co.jp/

http://www.j-
hotline.co.jp/

http://segtec.jp/
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出雲会場

職種

(株)農援隊
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

ヒカワ精工(株)
http://www.nissin-
mfg.co.jp/hikawa-
index.htm

① 技術職 正社員
CADを使用した機械設計
(工作機械の組図から部品図の設計を中心とした業務)

普通自動車免許 出雲市斐川町 1

① 営業職 正社員 太陽光発電システム及び関連商品の販売 特になし 出雲・松江 若干名

② 営業職 正社員 ガラス、サッシ、住宅用設備機器等の販売及び現場管理 特になし 出雲・松江・米子 若干名

① 測量 正社員 測量業務
測量士、測量士補もしくは
測量業務経験者

出雲 若干名

② 設計 正社員 土木設計業務
RCCM、2級土木施工管理
技士もしくは土木設計業務
経験者

出雲 若干名

(株)プロビズモ
http://www.probizm
o.co.jp/

① システムエンジニア 正社員
各種アプリケーション開発
※ご経験・スキルに合わせた担当業務に携わって頂きます。

特になし
出雲市、
東京都港区

①
㈱松井
営業

正社員 ルート販売 普通自動車免許 出雲市 若干名

②
Brezza㈲
販売

パート
アルバイト
正社員

アパレルの販売、仕入 普通自動車免許 出雲市 1

① 営業 正社員
オフィスのネットワーク化、効率化などにコンサルタント的な役割を
果たし、お客様のオフィス業務の改善を提案します。

普通自動車免許(ＡＴ限定
可)

松江・出雲・雲南・
大田・浜田・益田

② カスタマーエンジニア 正社員
各種ＩＴ機器をお客様に安心してお使いいただくための保守メンテ
ナンスをします。

普通自動車免許(ＡＴ限定
可)

松江・出雲・雲南・
大田・浜田・益田

③ システムエンジニア 正社員
コンピュータネットワークの設計、構築からインストサポート業務ま
で、お客様にIT技術を有効にお使いいただくためのサポートをし
ます。

普通自動車免許(ＡＴ限定
可)

松江・出雲・雲南・
大田・浜田・益田

① 土木設計業務
正社員
又は
契約社員

道路、道路付帯、構造物、地質調査
普通自動車免許、
技術士、技術士補、
RCCM、他資格者優遇

出雲市斐川町 若干名

② 営業
正社員
又は
契約社員

顧客対応
営業事務全般

普通自動車免許 出雲市斐川町 若干名

③ 総務
正社員
又は
契約社員

総務、庶務全般 普通自動車免許 出雲市斐川町 若干名

福間商事(株)

松井(株)、
Ｂｒｅｚｚａ(有)

http://www.fukuma-
shoji.co.jp/

http://www.furukawa
ct.co.jp/

(株)古川コンサルタント

(株)ミック
http://www.mic-
ltd.co.jp/

全体で
2名

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

http://www.world-
ss.co.jp/

(株)ワールド測量設計
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