
平成 27 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 

事業所名 カナツ技建工業株式会社 松江 

事業所在地 〒690-8550 松江市春日町 636 ＴＥＬ 0852-25-5555 

業種 建設 ＦＡＸ 0852-27-1207 

主な事業内容 
土木・建築の設計・施工及び水

処理施設の建設・維持管理 
メッセージ 

当社施工中の現場で当社の施工管理の一

部を体験して頂きます。 

 １日目 ２日目 ３日目 

時間 9:00 ～ 16:00 8:00 ～ 17:00 8:00 ～ 17:00 

場所 事業所内、施設等見学 施工現場 施工現場 

内容 
・会社説明など 

・施設、現場見学 
現場作業 現場作業 

 ４日目 ５日目  

時間 8:00 ～ 17:00 8:00 ～ 16:00  

場所 施工現場 施工現場、事業所内  

内容 現場作業 
現場作業、 

本社にて質疑・応答 
 

日数 5 日間 人数 2 名まで 

服 装 

持ち物 
【服装】現場での作業が可能なもの（安全靴、安全帯あれば持参） ※ヘルメットは貸与         

【持ち物】必要に応じ昼食・飲み物など、筆記用具 

注意 

事項 

・現場作業はデスクワークも含みます（現場管理資料作成など）。 

・通勤は自家用車等で現地直行となります。 

・体験は 10～11 月での実施予定です。 

 

事業所名 株式会社長岡塗装店 松江 

事業所在地 〒690-0048 松江市西嫁島 1-2-14 ＴＥＬ 0852-26-1641 

業種 建設 ＦＡＸ 0852-26-1643 

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 
メッセージ 

会社のワークライフバランスの取組みと塗装

作業を実体験できます。 

 １日目 ２日目 ３日目 

時間 8:00 ～ 17:00 7:15 ～ 17:30 7:15 ～ 17:30 

場所 事業所内、現場 事業所内、現場 事業所内、現場 

内容 

・社内見学 

・社内講習 

・現場作業見学 

・現場作業見学 

・現場管理同行 
・作業体験 

日数 3 日間 人数 3 名まで 

服 装 

持ち物 
軽作業できる服装（上下作業着尚可、上着は長袖、運動靴） 

注意 

事項 
集合時間が朝早いことをご了承ください。 
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                    2                    （一社）島根県経営者協会 

事業所名 小松電機産業株式会社 松江 

事業所在地 〒690-0046 松江市乃木福富町 735-188 ＴＥＬ 0852-32-3464 

業種 製造 ＦＡＸ 0852-32-3620 

主な事業内容 
シートシャッター製造・販売、やく

も水神製造・販売 
メッセージ 積極的に取り組める方募集します。 

 １日目 ２日目 ３日目 

時間 10:00 ～ 12:00 8:30 ～ 17:30 8:30 ～ 17:30 

場所 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 ・会社案内・工場見学 
・製造での組立見学、組立補

助、部品組立等 

・製造での組立見学、組立補

助、部品組立等 

 ４日目 ５日目  

時間 8:30 ～ 17:30 8:30 ～ 17:30    

場所 事業所内 事業所内  

内容 
・製造での組立見学、組立補

助、部品組立等 

・製造での組立見学、組立補

助、部品組立等 
 

日数 5 日間 人数 2 名まで 

服 装 

持ち物 
帽子、筆記用具、昼食 （作業着、安全靴貸与） 

注意 

事項 
特になし 

 

事業所名 和光産業株式会社 松江 

事業所在地 〒699-0102 東出雲町下意東 2384-2 ＴＥＬ 0852-52-6112 

業種 製造 ＦＡＸ 0852-52-4349 

主な事業内容 
コンクリートの2次製品の製造、販

売 
メッセージ 

製造工程の見学、製造ラインで製造の体験

ができます。 

 １日目 ２日目 ３日目 

時間 10:00 ～ 12:00 8:00 ～ 17:00 8:00 ～ 17:00 

場所 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 
・会社案内 

・工場見学 

・製造ラインでの型枠掃除、 

型枠組立 

・製造ラインでの型枠掃除、 

型枠組立 

日数 3 日間 人数 1 名まで 

服 装 

持ち物 
作業着、安全靴、軍手 

注意 

事項 
特になし 
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                    3                    （一社）島根県経営者協会 

事業所名 株式会社 CSK サービスウェア 松江 

事業所在地 〒690-0007 松江市御手船場町 553-6 松江駅前エストビル ＴＥＬ 0852-60-6930 

業種 情報通信 ＦＡＸ 0852-60-6932 

主な事業内容 コンタクトセンター事業 メッセージ 
やる気、おもてなしの心をお持ちの方、お待

ちしております。 

 １日目 ２日目 ３日目 

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

場所 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 
・ビジネスマナー 

・パソコン設定 

・パソコン基本操作 

・コンタクトセンター基礎 

・コミュニケーション基礎 

・コミュニケーション基礎 

・受付ロープレ 

・メール研修 

 ４日目 ５日目  

時間 9:00 ～ 18：00 9:00 ～ 18：00  

場所 事業所内 事業所内  

内容 
・メール研修 

・メール研修フィードバック 
・SNS サポート体験  

日数 5 日間 人数 4 名まで 

服 装 

持ち物 
【服装】ビジネスカジュアル  

【持ち物】印鑑（同意書記入時に必要） 

注意 

事項 
特になし 

 

事業所名 株式会社ワコムアイティ 松江 

事業所在地 〒690-0816 松江市北陵町 43 ＴＥＬ 0852-20-7200 

業種 情報通信 ＦＡＸ 0852-21-8729 

主な事業内容 
コンピュータシステムの企画、開

発、導入から運用までサポート 
メッセージ 

私たちは、お客様の夢を実現し「喜びを創

造」します。 

 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 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 
・会社説明 

・Ruby 学習（予） 
・Ruby 学習（予） 

・Ruby 学習（予） 

・体験発表 

日数 3 日間 人数 1 名まで 

服 装 

持ち物 
私服（華美でないもの） 

注意 

事項 
特になし 
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                    4                    （一社）島根県経営者協会 

事業所名 東京靴株式会社 松江 

事業所在地 〒699-0108 松江市東出雲町出雲郷 1643-4 ＴＥＬ 0852-52-6688 

業種 卸・小売 ＦＡＸ 0852-52-6644 

主な事業内容 
大型靴専門店「シューズ愛ランド」

を西日本を中心に 37 店舗展開 
メッセージ 

店舗での接客販売など様々な仕事を体験し

て頂きます。 

 １日目 ２日目 ３日目 

時間 9:30 ～ 17:30 9:30 ～ 17:30 9:30 ～ 17:30 

場所 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 

・清掃 

・商品整理 

・接客販売 

・清掃 

・商品整理 

・接客販売 

・清掃 

・商品整理 

・接客販売 

 ４日目 ５日目  

時間 9:30 ～ 17:30 9:30 ～ 17:30  

場所 事業所内 事業所内（店舗）  

内容 

・清掃 

・商品整理 

・接客販売 

・清掃 

・商品整理 

・接客販売 

 

日数 5 日間 人数 1～2 名まで 

服 装 

持ち物 
昼食、動きやすい服装 

注意 

事項 
特になし 

 

事業所名 株式会社ふくしま 松江 

事業所在地 〒690-0826 松江市学園南 1-20-32 ＴＥＬ 0852-25-8888 

業種 卸・小売 ＦＡＸ 0852-27-6382 

主な事業内容 
スーパーマーケット（松江市内に

「ラパン」名で 4 店舗運営） 
メッセージ 

お客様に「おいしい」と言って頂ける商品を販

売しています。 

 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 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 
・商品陳列、袋詰、商品前出、

清掃等店舗作業全般 

・商品陳列、袋詰、商品前出、

清掃等店舗作業全般 

・商品陳列、袋詰、商品前出、

清掃等店舗作業全般 

日数 3 日間 人数 3 名まで 

服 装 

持ち物 
・白のシャツ、又は、白のポロシャツ ・黒っぽいズボン（ジーンズ不可） ・運動靴 ・昼食 

注意 

事項 
特になし 
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                    5                    （一社）島根県経営者協会 

事業所名 三菱ふそうトラック・バス株式会社中国ふそう 松江 

事業所在地 〒731-4311 広島県安芸郡坂町北新地 1-4-79 ＴＥＬ 082-885-3923 

業種 卸・小売 ＦＡＸ 082-885-3934 

主な事業内容 
トラック・バスの販売、整備。各種

保険の販売 
メッセージ トラック・バスの整備の体験をして頂きます。 

 １日目 ２日目 ３日目 

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

場所 
中国ふそう松江支店 

(松江市東津田町字堂前 1070) 

中国ふそう松江支店 

(松江市東津田町字堂前 1070) 

中国ふそう松江支店 

(松江市東津田町字堂前 1070) 

内容 

・会社概要説明 

・工場見学 

・整備作業見学 

・整備作業体験 

（洗車、軽作業） 

・整備作業体験 

（洗車、軽作業） 

日数 3 日間 人数 2 名まで 

服 装 

持ち物 
作業服(つなぎ)（汚れてもよい服装）、帽子、安全靴、軍手 

注意 

事項 
・体験は 10～11 月（月～木のうち 3 日間）での実施予定です。 

 

事業所名 有限会社グランドホテル水天閣 松江 

事業所在地 〒690-0852 松江市千鳥町 39 ＴＥＬ 0852-21-4910 

業種 宿泊・飲食 ＦＡＸ 0852-21-4986 

主な事業内容 
旅館、宿泊、飲食業、レストランで

の接客サービス 
メッセージ 

社会人として好感度の高い接遇マナー等、

体験して頂きます。 

 １日目 ２日目 ３日目 

時間 15:00 ～ 22:00 15:00 ～ 22:00 15:00 ～ 22:00 

場所 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 

・オリエンテーション 

・館内案内 

・フロント、ホールでの接客 

・フロント、ホールでの接客、実

践 

・フロント、ホールでの接客、実

践 

 ４日目 ５日目  

時間 15:00 ～ 22:00 15:00 ～ 22:00   

場所 事業所内 事業所内  

内容 
・フロント、ホールでの接客、実

践 

・フロント、ホールでの接客、実

践 
 

日数 3～5 日間 人数 2 名まで 

服 装 

持ち物 
スーツ 

注意 

事項 
特になし 
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                    6                    （一社）島根県経営者協会 

 

事業所名 株式会社ホテル一畑 松江 

事業所在地 〒690-0852 松江市千鳥町 30 ＴＥＬ 0852-22-0211 

業種 宿泊・飲食 ＦＡＸ 0852-22-0230 

主な事業内容 
ホテル、レストラン業（宿泊、宴会

各種パーティー、レストラン等） 
メッセージ 

仕事を通じておもてなしの心、笑顔を一緒に

体験しませんか？ 

 １日目 ２日目 ３日目 

時間 9：30 ～ 15：30 9：30 ～ 15：30 9：30 ～ 15：30 

場所 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 
・館内説明 

・料飲部（宴会、レストラン） 

・宿泊（ベッドメーキング等） 

・スチュワード（食器洗浄） 

・料飲部（宴会、レストラン） 

・売店（商品の管理等） 

日数 3 日間 人数 2 名まで 

服 装 

持ち物 
基本はスーツ、裏方のベッドメーキング、食器洗浄等は動きやすいトレーニングウェア等 

注意 

事項 
靴は革靴、女性はパンプス、清潔感のある身だしなみでお願いします。（長い髪は結ぶ等） 

 

事業所名 株式会社松江エクセルホテル東急 松江 

事業所在地 〒690-0003 松江市朝日町 590 ＴＥＬ 0852-27-3158 

業種 宿泊・飲食 ＦＡＸ 0852-25-1327 

主な事業内容 ホテル経営 メッセージ 
館内見学の後、ベッドメイク・グラス拭き等体

験して頂きます。 

 １日目 ２日目 ３日目 

時間 9：30 ～ 15：30 9：30 ～ 15：30 9：30 ～ 15：30 

場所 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 

・館内見学 

・ホテル概要の説明 

・館外清掃 

・ベッドメイク 

・館内清掃 

・レストラン、宴会でのグラス拭

き、片付け 

日数 3 日間 人数 3 名まで 

服 装 

持ち物 
筆記用具、ベッドメイク時は運動着等 

注意 

事項 
ホテルですので、体調不良等あればご遠慮願います。 

 



平成 27 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 

                    7                    （一社）島根県経営者協会 

 

事業所名 有限会社松の湯 松江 

事業所在地 〒699-0201 松江市玉湯町玉造 1215 ＴＥＬ 0852-62-0611 

業種 宿泊・飲食 ＦＡＸ 0852-62-0778 

主な事業内容 
創業明治 18 年、玉造温泉にて温

泉旅館松乃湯を経営 
メッセージ 

日本全国、海外からのお客様へ最高のおも

てなしをしてみませんか？ 

 １日目 ２日目 ３日目 

時間 9:00 ～ 17:00 9:00 ～ 17:00 9:00 ～ 17:00 

場所 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 

・オリエンテーション 

・フロント 

・ラウンジ 

・オリエンテーション 

・フロント 

・ラウンジ 

・オリエンテーション 

・フロント 

・ラウンジ 

日数 3 日間 人数 2 名まで 

服 装 

持ち物 
スーツ（女性はスカート）、メモ帳 

注意 

事項 
特になし 

 

事業所名 社会福祉法人松豊会 特別養護老人ホーム津田の里 松江 

事業所在地 〒690-0017 松江市西津田 10-19-50 ＴＥＬ 0852-28-1950 

業種 医療・福祉 ＦＡＸ 0852-27-1950 

主な事業内容 
介護が必要となった高齢者の方

の日常生活等を支援する事業 
メッセージ 

笑顔でご入居者が暮らせるように一緒に支援

させていただきましょう。 

 １日目 ２日目  

時間 10:00 ～ 16:00 10:00 ～ 16:00  

場所 事業所内 事業所内  

内容 

・環境整備 

・コミュニケーション 

・レクリエーション 

・環境整備 

・コミュニケーション 

・レクリエーション 

 

日数 2 日間 人数 4 名まで 

服 装 

持ち物 
上靴、エプロン（ネーム入り）、昼食、飲み物、筆記用具 

注意 

事項 
特になし 
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                    8                    （一社）島根県経営者協会 

 

事業所名 
庭の川島・Plus value 共同企業体 

（松江イングリッシュガーデン） 
松江 

事業所在地 
(松江イングリッシュガーデン) 

〒690-0122 松江市西浜佐陀町 330-1 
ＴＥＬ 

(松江イングリッシュガーデン) 

0852-36-3030 

業種 サービス ＦＡＸ 
(松江イングリッシュガーデン) 

0852-36-3031 

主な事業内容 観光庭園の管理・運営 メッセージ 庭園・園芸に興味のある方ご参加ください。 

 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 
松江イングリッシュガーデン 

（松江市西浜佐陀町 330-1） 

松江イングリッシュガーデン 

（松江市西浜佐陀町 330-1） 

松江イングリッシュガーデン 

（松江市西浜佐陀町 330-1） 

内容 
・庭園管理（除草など） 

・施設管理（備品移動など） 

・庭園管理（除草など） 

・施設管理（備品移動など） 

・庭園管理（除草など） 

・施設管理（備品移動など） 

 ４日目 ５日目  

時間 9:00 ～ 16:00 9:00 ～ 16:00   

場所 
松江イングリッシュガーデン 

（松江市西浜佐陀町 330-1） 

松江イングリッシュガーデン 

（松江市西浜佐陀町 330-1） 
 

内容 
・庭園管理（除草など） 

・施設管理（備品移動など） 

・庭園管理（除草など） 

・施設管理（備品移動など） 
 

日数 3～5 日間 人数 1～2 名まで 

服 装 

持ち物 
作業のできる服装、帽子、タオル、昼食 

注意 

事項 
特になし 
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                    9                    （一社）島根県経営者協会 

 

事業所名 株式会社佐藤工務所 仁多 

事業所在地 〒699-1511 仁多郡奥出雲町三成 444-18 ＴＥＬ 0854-54-0123 

業種 建設 ＦＡＸ 0854-54-0124 

主な事業内容 
土木工事業、自動車整備業、生コン

販売業、農業、炭化材料製造業 
メッセージ 

地域社会発展と社会資本の充実に貢献し、

地域の皆様と共に歩みます。 

 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 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 
・土木工事施工管理の 

補助業務 

・土木工事施工管理の 

補助業務 

・土木工事施工管理の 

補助業務 

 ４日目 ５日目  

時間 8:00 ～ 17:00 8:00 ～ 17:00  

場所 事業所内 事業所内  

内容 
・土木工事施工管理の 

補助業務 

・土木工事施工管理の 

補助業務 
 

日数 5 日間 人数 2 名まで 

服 装 

持ち物 
作業が出来る服装、タオル、靴（運動靴、長靴）、手袋、水筒 

注意 

事項 
暑い時季ですので熱中症にかからないよう充分に注意してください。 

 

事業所名 平井建設株式会社 安来 

事業所在地 〒692-0011 安来市安来町 763-3 ＴＥＬ 0854-22-2218 

業種 建設 ＦＡＸ 0854-23-1219 

主な事業内容 
総合建設業として土木・港湾・建

築工事を手がけています。 
メッセージ 

施工現場を直接体験し、もの造りの素晴しさ

を感じてみませんか？ 

 １日目 ２日目 ３日目 

時間 8:30 ～ 16:00 8:00 ～ 17:00 8:00 ～ 17:00 

場所 事業所内、現場 現場 現場 

内容 
・ガイダンス他 

・施工現場見学他 
・指定現場にて現場体験 ・指定現場にて現場体験 

日数 3 日間 人数 2 名まで 

服 装 

持ち物 
作業服、雨具、長靴 

注意 

事項 
特になし 
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事業所名 丸永建設株式会社 安来 

事業所在地 〒692-0023 安来市黒井田町 1895-3 ＴＥＬ 0854-22-2478 

業種 建設 ＦＡＸ 0854-23-2348 

主な事業内容 総合建設業 メッセージ 
地元で 55 年、暮らしを楽しむ家づくりを提供

するよう努めています。 

 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 事業所内、建築現場 建築現場 建築現場 

内容 
・事業内容説明 

・現場見学、説明 
・建築現場の作業体験 ・建築現場の作業体験 

日数 3 日間 人数 1 名まで 

服 装 

持ち物 
作業服、作業靴 

注意 

事項 
現場の状況により、時間・内容が変わることがあります。 

 

事業所名 社会福祉法人伯医会 特別養護老人ホーム伯寿の郷 安来 

事業所在地 〒692-0206 安来市伯太町安田 1705 ＴＥＬ 0854-37-1600 

業種 医療・福祉 ＦＡＸ 0854-37-1666 

主な事業内容 高齢者介護 メッセージ 
私たちと一緒に、ご利用者様の笑顔の花を咲

かせてみませんか？ 

 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 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 

・オリエンテーション 

・福祉用具体験 

・介護体験 

・介護体験等 ・介護体験等 

日数 3 日間 人数 3 名まで 

服 装 

持ち物 
動きやすい服装 、上履き 、筆記用具、昼食・飲み物 

注意 

事項 
体調不良の場合は、事前に連絡してください。 
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事業所名 株式会社農援隊 出雲 

事業所在地 〒693-0032 出雲市下古志町 1650 ＴＥＬ 0853-25-7778 

業種 農業 ＦＡＸ 0853-25-7776 

主な事業内容 
農業参入支援・技術習得・販路の確

保まで一貫した支援を行います。 
メッセージ 

高付加価値な農作物の栽培や、農業の IT 化

に取り組んでいます。 

 １日目 ２日目 ３日目 

時間 8:30 ～ 16:00 8:30 ～ 16:00 8:30 ～ 16:00 

場所 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 
・ハウス内栽培管理、圃場栽培

管理等 

・ハウス内栽培管理、圃場栽培

管理等 

・ハウス内栽培管理、圃場栽培

管理等 

 ４日目 ５日目  

時間 8:30 ～ 16:00 8:30 ～ 16:00  

場所 事業所内 事業所内  

内容 
・ハウス内栽培管理、圃場栽培

管理等 

・ハウス内栽培管理、圃場栽培

管理等 
 

日数 5 日間 人数 2 名まで 

服 装 

持ち物 
農作業が出来る服装、帽子、長靴、タオル 

注意 

事項 
特になし 

 

事業所名 株式会社島根日日新聞社 出雲 

事業所在地 〒693-0064 出雲市里方町 544-1 ＴＥＬ 0853-23-6760 

業種 製造 ＦＡＸ 0853-24-3530 

主な事業内容 
日刊紙発行。（フリーペーパー・

印刷部門の事業あり） 
メッセージ 

地域に根ざし密着し情報を提供。テーマを持

って臨んでください。 

 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 

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

場所 事業所ほか 事業所ほか 事業所ほか 事業所ほか 

内容 

・ガイダンス 

・取材 ・編集 

・打ち込み 

・ガイダンス 

・取材 ・編集 

・打ち込み 

・ガイダンス 

・取材 ・編集 

・打ち込み 

・ガイダンス 

・取材 ・編集 

・打ち込み 

日数 4 日間 人数 1 名まで 

服 装 

持ち物 
リクルートスーツ、弁当・水筒、スリッパ、筆記用具 

注意 

事項 
特になし 
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事業所名 須山木材株式会社 出雲 

事業所在地 〒693-0006 出雲市白枝町 139 ＴＥＬ 0853-28-0888 

業種 製造 ＦＡＸ 0853-28-1530 

主な事業内容 
製材、木材、建材の卸・小売、プ

レカット加工、不動産賃貸他 
メッセージ 

木の香りの中で実際に触れて、木の温もりを

体感してみませんか？ 

 １日目 ２日目 ３日目 

時間 8:00 ～ 17:30 8:00 ～ 17:30 8:00 ～ 17:30 

場所 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 

・オリエンテーション 

・木材製品仕分け補助 

・端材の整理他 

・木材製品仕分け補助 

・端材の整理他 

・木材製品仕分け補助 

・端材の整理他 

 ４日目 ５日目  

時間 8:00 ～ 17:30 8:00 ～ 17:30  

場所 事業所内 事業所内  

内容 
・木材製品仕分け補助 

・端材の整理他 

・木材製品仕分け補助 

・端材の整理他 
 

日数 5 日間 人数 2 名まで 

服 装 

持ち物 
安全靴 、作業ズボン 、作業着（華美でないもの） 、タオル、昼食・飲み物 

注意 

事項 

・ヘルメットは貸与します。  ・シャツはズボンの中に入れてください。 

・茶髪、ピアス等作業において不必要な身なりは禁じます。 

・喫煙所は 1 ヶ所のみ（吸殻・持込んだ弁当類のゴミは各自持帰りください。） 

 

事業所名 株式会社ウシオ 出雲 

事業所在地 〒693-0021 出雲市塩冶町 2125-1 ＴＥＬ 0853-21-2540 

業種 卸・小売 ＦＡＸ 0853-23-5157 

主な事業内容 
スーパーマーケット「グッディー」

を 7 店舗運営しています。 
メッセージ お客様に食生活をご提案するお仕事です。 

 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 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 

青果・鮮魚の加工、パック、袋詰め 

商品補充、売場づくり補助 

試食販売、立売り 等 

青果・鮮魚の加工、パック、袋詰め 

商品補充、売場づくり補助 

試食販売、立売り 等 

青果・鮮魚の加工、パック、袋詰め 

商品補充、売場づくり補助 

試食販売、立売り 等 

日数 3 日間 人数 1 店舗 1 日につき 2 名まで 

服 装 

持ち物 
【男性】Ｙシャツ、ネクタイ、スラックス   【女性】ポロシャツ（貸与）、黒ズボン 

エプロンを貸与します。食事は各自用意して下さい。（休けい室有） 

注意 

事項 
食品を扱うため身だしなみ、衛生規定を守ってください。 
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事業所名 株式会社ニューウェルシティ出雲 出雲 

事業所在地 〒693-0023 出雲市塩冶有原町 2-15-1 ＴＥＬ 0853-23-7388 

業種 宿泊・飲食 ＦＡＸ 0853-23-7389 

主な事業内容 
婚礼・宴会・会議・宿泊・レストラ

ン・温泉 
メッセージ 

勉強好き、素直、プラス発想を備えたスタッフ

を希望します。 

 １日目 ２日目 ３日目 

時間 11：00 ～ 15：00 11：00 ～ 15：00 11：00 ～ 15：00 

場所 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 
A)洗い場作業  

B)レストラン業務 

A)洗い場作業  

B)レストラン業務 

A)洗い場作業  

B)レストラン業務 

日数 3 日間 人数 2 名まで 

服 装 

持ち物 
A)作業のできる服装（白衣・長靴は貸与）  

B)白シャツ、黒靴 

注意 

事項 
特になし 

 

事業所名 シルバーコミュニティセンター㈱ 有料老人ホームいこいの郷 出雲 

事業所在地 〒693-0073 出雲市西林木町 33-1 ＴＥＬ 0853-21-6363 

業種 医療・福祉 ＦＡＸ 0853-21-6353 

主な事業内容 
明るい家庭的な心の安らぐ施設とし

て高齢福祉の向上に貢献します。 
メッセージ 

利用者様との関わりを通して介護のおもし

ろさを知ってみませんか？ 

 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 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 

・利用者様とのふれあい 

（コミュニケーション） 

・間食、昼食の配膳等 

・レクリエーション参加 

・ホールでの業務等 

・利用者様とのふれあい 

（コミュニケーション） 

・間食、昼食の配膳等 

・車イス同行、体験 

・手すり消毒等 

・利用者様とのふれあい 

（コミュニケーション） 

・間食、昼食の配膳等 

・シーツ交換等 

・手すり消毒等 

日数 3 日間 人数  名まで 

服 装 

持ち物 
動きやすいスタイル（ポロシャツ・ズボン）、上履きシューズ、昼食・水筒（弁当又はいこいの郷の昼

食依頼注文 630 円必要） 

注意 

事項 
体験は 10 月に実施予定です。 
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事業所名 株式会社大隆設計 出雲 

事業所在地 〒693-0056 出雲市江田町 40-5 ＴＥＬ 0853-23-8200 

業種 サービス ＦＡＸ 0853-23-1066 

主な事業内容 
土木設計・測量・環境調査の他、

道路維持、情報関連事業 
メッセージ 

人に感謝し、仕事に喜びを感じ、情熱を注

ぎ、邁進する企業です。 

 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 事業所内 事業所外 事業所外 

内容 ・設計補助 ・環境調査等（測量） ・環境調査等（測量） 

日数 3 日間 人数 1～2 名まで 

服 装 

持ち物 
筆記用具、昼食は持参願います。 

注意 

事項 
体験日は火～木の予定です。 

 

事業所名 JA しまねウィル給油所 出雲 

事業所在地 〒699-0502 出雲市斐川町荘原 100-2 ＴＥＬ 0853-73-9626 

業種 サービス ＦＡＸ 0853-73-9631 

主な事業内容 ガソリンスタンド事業 メッセージ 
接客、給油業務、車のメンテナンス業務を体

験できます。 

 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 

時間 8:30 ～ 17:00 8:30 ～ 17:00 8:30 ～ 17:00 8:30 ～ 17:00 

場所 事業所内 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 

・接客 

・給油業務 

・車のメンテナンス 

・接客 

・給油業務 

・車のメンテナンス 

・接客 

・給油業務 

・車のメンテナンス 

・接客 

・給油業務 

・車のメンテナンス 

 ５日目 ６日目 ７日目  

時間 8:30 ～ 17:00 8:30 ～ 17:00 8:30 ～ 17:00  

場所 事業所内 事業所内 事業所内  

内容 

・接客 

・給油業務 

・車のメンテナンス 

・接客 

・給油業務 

・車のメンテナンス 

・接客 

・給油業務 

・車のメンテナンス 

 

日数 7 日間 人数 2 名まで 

服 装 

持ち物 
運動靴 

注意 

事項 
特になし 
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事業所名 有限会社桜江町桑茶生産組合 江津 

事業所在地 〒699-4221 江津市桜江町市山 507-1 ＴＥＬ 0855-92-0547 

業種 農業・卸小売業 ＦＡＸ 0855-92-0676 

主な事業内容 
農作物（桑等）の栽培、加工、販

売 
メッセージ 自然に囲まれた中で一緒に体験しましょう。 

 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 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 

農作物（桑の葉・大麦若葉・柿の

葉）の収穫体験及び一次加工

（洗浄・粉砕・乾燥・選別）作業  

農作物（桑の葉・大麦若葉・柿の

葉）の収穫体験及び一次加工

（洗浄・粉砕・乾燥・選別）作業  

農作物（桑の葉・大麦若葉・柿の

葉）の収穫体験及び一次加工

（洗浄・粉砕・乾燥・選別）作業  

 ４日目 ５日目 ６日目 

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

場所 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 

農作物（桑の葉・大麦若葉・柿の

葉）の収穫体験及び一次加工

（洗浄・粉砕・乾燥・選別）作業  

農作物（桑の葉・大麦若葉・柿の

葉）の収穫体験及び一次加工

（洗浄・粉砕・乾燥・選別）作業  

農作物（桑の葉・大麦若葉・柿の

葉）の収穫体験及び一次加工

（洗浄・粉砕・乾燥・選別）作業 

 ７日目   

時間 8:00 ～ 17:00   

場所 事業所内   

内容 

農作物（桑の葉・大麦若葉・柿の

葉）の収穫体験及び一次加工

（洗浄・粉砕・乾燥・選別）作業  

  

日数 7 日間 人数 1～3 名まで 

服 装 

持ち物 
＜収穫体験時＞長靴、帽子、タオル、弁当、飲み物  

＜一次加工体験時＞弁当、飲み物、タオル（長靴、作業着はこちらで準備します。） 

注意 

事項 
体験内容は、天候等により変更する場合があります。 

暑い時期の作業になりますので、暑さ対策、水分補給対策の準備をしてください 
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事業所名 株式会社ケイ・エフ・ジー 浜田 

事業所在地 〒697-0121 浜田市金城町下来原 1431 ＴＥＬ 0855-42-2358 

業種 製造 ＦＡＸ 0855-42-2353 

主な事業内容 ミネラルウォーターの製造販売 メッセージ 
お客様に安全で安心なお水を飲んで頂くた

めに製造に気をつけています。 

 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 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 製造ライン補助 製造ライン補助 製造ライン補助 

 ４日目 ５日目  

時間 8:00 ～ 17:00 8:00 ～ 17:00  

場所 事業所内 事業所内  

内容 製造ライン補助 製造ライン補助  

日数 5 日間 人数 2 名まで 

服 装 

持ち物 
体験時にご連絡させていただきます。 

注意 

事項 
特になし 

 

事業所名 浜田マルヰ株式会社 浜田 

事業所在地 〒697-0062 浜田市熱田町 1456-1 ＴＥＬ 0855-26-1250 

業種 ガス ＦＡＸ 0855-27-3634 

主な事業内容 ＬＰガス販売及びガス機器販売 メッセージ 
浜田市江津市をエリアとし、地域密着を重視

した企業です。 

 １日目 ２日目 ３日目 

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

場所 事業所内ほか 事業所内ほか 事業所内ほか 

内容 
・営業社員同行による外訪 

・事務処理 

・営業社員同行による外訪 

・事務処理 

・営業社員同行による外訪 

・事務処理 

日数 3 日間 人数 3 名まで 

服 装 

持ち物 
営業活動ができる服装（ジャージ等） 

注意 

事項 
特になし  
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事業所名 株式会社岩多屋 浜田 

事業所在地 〒697-0022 浜田市浅井町 87-2 ＴＥＬ 0855-22-3650 

業種 卸・小売 ＦＡＸ 0855-23-5843 

主な事業内容 
寝具・ギフト商品・ブライダル関連

商品等の販売 
メッセージ 

まずは、明るく、元気の良い挨拶から始めまし

ょう。 

 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 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 
・店内商品の把握 

・接客 

・店内商品の把握 

・接客 
・商品の補充 

 ４日目 ５日目  

時間 10:00 ～ 17:00 10:00 ～ 17:00  

場所 事業所内 事業所内  

内容 ・商品ラッピング ・商品ラッピング  

日数 5 日間 人数 2 名まで 

服 装 

持ち物 
派手ではない服装とし、エプロンを着用して頂きます。 

注意 

事項 
特になし 
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事業所名 社会福祉法人いわみ福祉会 桑の木園 浜田 

事業所在地 〒697-0123 浜田市金城町七条ハ 559-2 ＴＥＬ 0855-42-0091 

業種 医療・福祉 ＦＡＸ 0855-42-1951 

主な事業内容 
施設入所者の個別支援計画に基

づいた生活全般の支援 
メッセージ 

障害者への支援を屋外の作業を中心に行っ

ています。 

 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 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 
・施設案内 

・日中活動（畑仕事、除草等） 

・日中活動 

（ビニールハウス内花苗管理） 

・施設内日課の対応 

・日中活動 

・施設内入浴補助 

 ４日目 ５日目 ６日目 

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

場所 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 
・日中活動 

・音楽活動 

・日中活動 

・施設内日課の対応 

・日中活動 

・法人内事業所案内 

 ７日目   

時間 9:00 ～ 16:00   

場所 事業所内   

内容 ・日中活動   

日数 7 日間 人数 10 名まで 

服 装 

持ち物 
動きやすい服装（作業着としてのもの）、長靴、軍手、帽子、タオル等 

注意 

事項 
特になし 
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事業所名 大畑建設株式会社 益田 

事業所在地 〒698-0012 益田市大谷町 36-3 ＴＥＬ 0856-23-3530 

業種 建設 ＦＡＸ 0856-23-0935 

主な事業内容 
土木、建築、造園、交通安全施

設工事の設計施工 
メッセージ 

地域の人と街との活性化のために企業をあ

げて取り組んでいます。 

 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 現場 現場 現場 

内容 
・現場施工管理 

・現場作業 

・現場施工管理 

・現場作業 

・現場施工管理 

・現場作業 

日数 3 日間 人数 3 名まで 

服 装 

持ち物 
作業服 

注意 

事項 
所有している資格によって体験内容ｊは異なります。 

 

事業所名 株式会社コガワ計画（Ｍランド） 益田 

事業所在地 〒699-5131 益田市安富町 3330-1 ＴＥＬ 0856-31-5050 

業種 教育・学習支援 ＦＡＸ 0856-25-1540 

主な事業内容 自動車教習所 メッセージ あいさつの飛び交う、明るい職場です。 

 １日目 ２日目 ３日目 

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

場所 事業所内 事業所内 事業所内 

内容 
・そうじ等 

・販売等 

・そうじ等 

・販売等 

・そうじ等 

・販売等 

日数 3 日間 人数 3～5 名まで 

服 装 

持ち物 
体験時にご連絡させていただきます。 

注意 

事項 
〃 

 


