
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 ※1/17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

① 職員 正規雇用
総合職
事務、現場管理、労務管理等

普通自動車免許
雲南市(三刀屋町、吉
田町、掛合町)
飯石郡飯南町

1～2

② 地籍調査員 正規雇用
山林調査
パソコンによる事務処理

普通自動車免許
雲南市(三刀屋町、吉
田町、掛合町)
飯石郡飯南町

1～2

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

② 建築工事施工管理職 正社員 建築工事の施工管理
建築施工管理技士または
建築士

江津市・松江市・
広島・東京

若干名

① 店舗運営スタッフ 正社員 店舗管理に関わる全ての業務
特になし(登録販売者優
遇)

島根県、鳥取県、
兵庫県内

若干名

② 店舗運営スタッフ 準社員 店舗管理に関わる全ての業務
特になし(登録販売者優
遇)

自宅から通える範
囲

若干名

③ レジ・品出し等 パート レジ及び品出し、店舗メンテナンス等の業務 特になし
募集店舗(店舗によ
る)

若干名
(店舗によ
る)

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 介護職 正社員 老人ホームの入園者介護
介護福祉士又は同等の知
識・経験のある方

松江市(佐草町又
は大庭町)

4

② 介護職 パート職 老人ホームの入園者介護 特になし
松江市(佐草町又
は大庭町)

3

③ 調理職 パート職 老人ホームの入園者の給食業務(調理・配膳・下膳・洗浄等) 特になし
松江市(佐草町又
は大庭町)

1

㈱光和インターナショナル
http://www.kowacor
p.jp/

① 営業職 正社員 営業(自社製品の販売) 特になし 東京都港区 2

① 総合職 正社員 経営企画、営業企画
普通自動車免許
ＭＢＡ等あれば

松江・東京・大阪・
ソウル

若干名

② システムエンジニア 正社員 システム設計、企画
普通自動車免許、Ruby等
各種スクリプト言語資格

松江・東京・大阪・
ソウル

若干名

③ 設計 正社員 シャッター、制御盤等の本体部品設計 電気関係各免許
松江・東京・大阪・
ソウル

若干名

(株)サクラサクセス
http://www.sakusak
ura.jp/

① 教室長 正社員 個別指導塾の運営 特になし
松江市・出雲市・米
子市など

3名
程度

職種

松江会場

今井産業(株)

(株)共立エンジニヤ

http://www.imai-
corp.co.jp/

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

小松電機産業(株)
http://www.komatsu
elec.co.jp/

(株)ケアガイド
(あおぞら八重垣)

http://www.careguid
.co.jp/

飯石森林組合 http://ii-mori.jp/

（株）ウェルネス湖北
http://wellness-
web.co.jp/

～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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松江会場

㈱さんびる
http://www.sanbg.co
m/

① クリーンクルー
正社員、
パート

病院・宿泊施設、事務所ビル等における清掃業務 普通自動車免許 松江市内
若干名
(各勤務
地）

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

(一財)島根県水泳連盟
http://www.shimane
-suiren.jp/

① 水泳インストラクター 正職員 経営するスイミングスクールにおいて水泳の指導を行う 普通自動車免許
松江・出雲・江津・
川本

1～2

① 設備管理スタッフ 正社員 契約先の設備管理業務 実務経験 松江市東津田 1

② 一般事務 パート 事務
実務経験、ワード・エクセ
ルの基本操作

松江市浜乃木 1

シマネ益田電子(株)
http://www.sme-
ltd.com/

① 技術職 正社員
半導体製品の設計/開発業務、設備保全/改善業務、アセンブリ/
テスト技術者

普通自動車免許 益田市 若干名

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 作業スタッフ
パート・ア
ルバイト

便利サービス全般、ポスティング 特になし 松江市 若干名

② 作業スタッフ（店長候補）正社員 便利サービス全般、スタッフ管理 普通自動車免許 松江市など 若干名

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
タクシー配車係
観光バス乗務員

正社員
嘱託員

観光バス・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、運行管理・電話受付・配車業務

普通一種、普通二種、大型二
種、中型二種(AT限定不可)

松江・玉造 10

㈱原商
http://www.harasho.
co.jp/

① システムエンジニア 正社員
システム設計・開発
VB.net or Java or Android

情報処理資格 松江・東京 1

② システムエンジニア 正社員
物流業向けシステム設計・開発
VB.net

VB.netの経験3年以上 東京都 1

http://www.kk-
big.co.jp/

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

http://segtec.jp/

(株)ビジネスインフォーメ
イションガーヴァン

清和鉄工(株)

(株)ジャパンホットライン

(株)島根東亜建物管理
http://www.s-
tooa.jp/

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

（株）伸興サンライズ
（ベンリ―橋北店）

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

(株)ＣＳＲ
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松江会場

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 販売 正社員 販売に関する全ての業務 普通自動車免許 松江・出雲・米子 若干名

② アイスクリーム販売 契約社員 店頭での接客販売 普通自動車免許 松江 1

(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 フロントクラーク
契約社員、
パート・アル
バイト等

フロントカウンターでの接客
電話応対等

特になし 松江市 1～2

②
レストラン・宴会サービス
スタッフ

契約社員、
パート・アル
バイト等

レストラン・宴会場での飲食物提供、パーティー等の準備・片付
け、レストランはオーダー取りなどあり

特になし 松江市 1～2

③ 調理スタッフ
契約社員、
パート・アル
バイト等

厨房での調理業務、仕込から盛り付けまで全般
調理師免許
パート・アルバイトについては
不問

松江市 1

(株)松江浜乃木自動車教
習所

http://www.hamanog
i.co.jp/

① サービス業 正社員 総合職 普通自動車免許(ＡＴ可) 松江市 1～2

① フロント係 正社員 松乃湯館内での接客対応 特になし 玉造本社 3

② 接客係 正社員 松乃湯館内での接客対応 特になし 玉造本社 3

① 生産管理
正社員
(3ヶ月試用
期間あり)

工程進捗、納期管理 特になし 本社(東出雲町) 1

② 溶接技術工
正社員
(3ヶ月試用
期間あり)

溶接(TIG、Co2) 特になし 本社(東出雲町) 1

③ 一般機械技術工
正社員
(3ヶ月試用
期間あり)

フライス、旋盤 特になし 本社(東出雲町) 1

① 農産・水産・精肉 パート
農産・水産・精肉の陳列
商品補充・加工・販売

普通自動車免許 松江市・雲南市 2

② 農産・水産・精肉 正社員 農産・水産・精肉の商品販売・加工・補充・陳列 普通自動車免許 島根県 2

(社福)みずうみ
http://www.mizuumi.
jp/

① 介護士 契約職員 高齢者施設での介護(入浴・排泄・食事介助・レクリエーション) 特になし 松江市法吉町 3

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

http://www.mondaw
a.jp/

http://matsunoyu.jp
/

http://www.marutak
a50.co.jp/

http://www.mishima
ya.com/

(株)みしまや

丸高工業(株)

松乃湯

フジキコーポレーション
(株)

福間商事(株)

(株)松江東急イン
http://www.matsue-
i.tokyuhotels.co.jp/

～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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松江会場

① 介護職 正社員
高齢者の日常生活(入浴・排泄・食事等)をケアプランにそった介
護業務に従事

特になし
松江・江津・浜田・
益田の事業所

20

② 看護職
正社員
パート

利用者の看護業務(状態観察・服薬管理・処置等)及び日常生活
(入浴・排泄・食事など)の介護業務に従事

正看護師・准看護師
松江・江津・浜田・
益田の事業所

10

③
理学療法士
作業療法士

正社員
利用者に対する評価とリハ計画の作成、専門的リハの提供、他職
種も含めて実践する生活機能向上プログラムの指導を行う

理学療法士
作業療法士

松江・江津・浜田・
益田の事業所

5

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 システムエンジニア
正社員
契約社員

Ruby、JAVAその他開発言語によるシステム開発
情報処理の各種資格、
Ruby技術者認定者が望ま
しい

松江・東京 若干名

② Webデザイナー
正社員
契約社員

ホームページ制作やWebシステムの画面デザイン 経験者 松江 1

http://www.wacom-
it.co.jp/

http://mizusumikai.o
r.jp/

(医)水澄み会

(株)ワコムアイティ

(株)ミック
http://www.mic-
ltd.co.jp/

全体で
2名

～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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