関係機関連絡先一覧（県機関）
島根県商工労働部

〒690-8501

松江市殿町１

TEL 0852-22-5111（代表）

本

庁

●商工政策課

FAX 0852-22-6039

政策企画スタッフ

……………………………

TEL 0852-22-5643

総務予算グループ

……………………………

TEL 0852-22-5912

…………………………………

TEL 0852-22-6627

計量グループ
●観光振興課

FAX 0852-22-5580

観光企画グループ

……………………………

TEL 0852-22-5625

観光宣伝グループ

……………………………

TEL 0852-22-6908

誘客推進グループ

……………………………

TEL 0852-22-6914

国際観光推進室
国際観光グループ

…………………………

TEL 0852-22-5579

情報発信グループ

…………………………

TEL 0852-22-6756

●しまねブランド推進課
物産企画グループ

FAX 0852-22-6859

……………………………

TEL 0852-22-5128

食品産業支援第一グループ

…………………

TEL 0852-22-5284

食品産業支援第二グループ

…………………

TEL 0852-22-6398

………………………

TEL 0852-22-5646

貿易推進グループ

…………………………

TEL 0852-22-5632

海外展開グループ

…………………………

TEL 0852-22-5303

企画支援スタッフ

…………………………

TEL 0852-22-6478

物産振興推進スタッフ
海外展開支援室

●産業振興課

FAX 0852-22-5638

総務企画グループ

……………………………

TEL 0852-22-6019

事業化支援・産学官連携スタッフ …
… ……

TEL 0852-22-6694

イノベーション推進グループ …
… …………

TEL 0852-22-5293

産業クラスター育成スタッフ …
… …………

TEL 0852-22-6647

ものづくり推進グループ

……………………

TEL 0852-22-5289

………………………………

TEL 0852-22-5621

情報産業振興室
●企業立地課

FAX 0852-22-6080

立地推進第一グループ

………………………

TEL 0852-22-5295

立地推進第二グループ

………………………

TEL 0852-22-6310
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企業誘致戦略スタッフ
●中小企業課

………………………

TEL 0852-22-6796

FAX 0852-22-5781

金融グループ

…………………………………

団体グループ

TEL 0852-22-5883

…………………………………

TEL 0852-22-6243

商業・サービス業支援グループ …
… ………

TEL 0852-22-6055

経営力強化支援室

TEL 0852-22-5288

●雇用政策課

……………………………

FAX 0852-22-6150

労働福祉グループ

……………………………

若年者就業支援グループ

TEL 0852-22-5297
TEL 0852-22-5365

………………………

TEL 0852-22-5304

産業人材育成グループ

……………………

若年者就業推進スタッフ

……………………

TEL 0852-22-5300

多様な就業推進室
いきいき職場づくり推進グループ
多様な就業支援グループ

………

TEL 0852-22-6562

…………………

TEL 0852-22-5309

地方関係
●隠岐支庁県民局
〒685-8601 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24（隠岐合同庁舎内） FAX:08512-2-9626
地域振興課

…………………………………

TEL:08512-2-9611

観光振興課

…………………………………

TEL:08512-2-9610

●西部県民センター商工観光部
〒697-0041 浜田市片庭町254（浜田合同庁舎内） FAX:0855-22-5306
観光振興課

……………………………………

TEL:0855-29-5647

商工振興課

……………………………………

TEL:0855-29-5649

●産業技術センター

〒690-0816 松江市北陵町1（テクノアークしまね内）
TEL:0852-60-5140

FAX:0852-60-5144

E-mail:sangisen@pref.shimane.lg.jp
URL:h ttps://www.pref.shimane.lg.jp/industry/
syoko/kikan/shimane_iit/
◆産業技術センター浜田技術センター
〒697-0006 浜田市下府町388-3
TEL:0855-28-1266

FAX:0855-28-1267

E-mail:hamagi@pref.shimane.lg.jp
URL:h ttps://www.pref.shimane.lg.jp/industry/
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syoko/kikan/shimane_iit/
●東京事務所

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3
（都道府県会館11F）
TEL:03-5212-9070（代） FAX:03-5212-9069

◆日比谷しまね館

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-2-2
（日比谷シャンテB１F）
TEL:03-6457-9404

FAX:03-6457-9405

URL:https://www.shimanekan.jp/
◆日比谷しまね館事務所
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1
（帝国ホテルタワー10F 10B-６号室）
TEL:03-5860-9845
●大阪事務所

FAX:03-5860-9846

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18
（島根ビル２F）
TEL:06-6364-3605（代） FAX:06-6364-3854

◆なごや情報センター

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-16-36
（久屋中日ビル４F）
TEL:052-262-4858

●広島事務所

FAX:052-262-4877

〒730-0032 広島県広島市中区立町1-23
（ごうぎん広島ビル６F)
TEL:082-541-2410（代） FAX:082-541-2412

●島根県物産観光館

〒690-0887 松江市殿町191
TEL:0852-22-5758

FAX:0852-25-6785

URL:https://www.shimane-bussan.or.jp/sb/
●東部高等技術校

〒693-0043 出雲市長浜町3057-11
TEL:0853-28-2733

●西部高等技術校

〒698-0041 益田市高津4-7-10
TEL:0856-22-2450

●浜田港湾振興センター

FAX:0856-22-2451

〒697-0062 浜田市熱田町2135-2（浜田ポートセンター内）
TEL:0855-24-7733

●県立図書館

FAX:0853-28-2736

FAX:0855-27-4053

〒690-0873 松江市内中原町52
TEL:0852-22-5739
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FAX:0852-27-3458

関係機関連絡先一覧（国機関）
●厚生労働省島根労働局
◆総務部、雇用環境・均等室、労働基準部、職業安定部
〒690-0841 松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎５F
TEL:0852-20-7001
URL:https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/
●労働基準監督署
☆松江労働基準監督署

〒690-0841 松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎２F
TEL:0852-31-1166

☆松江労働基準監督署隠岐の島駐在事務所

FAX:0852-31-1164

〒685-0016 隠岐郡隠岐の島町城北町

55 隠岐の島地方合同庁舎１F
TEL:08512-2-0195

FAX:08512-2-0211

☆出雲労働基準監督署 〒693-0028 出雲市塩冶善行町13-3 出雲地方合同庁舎４F
TEL:0853-21-1240
☆浜田労働基準監督署

FAX:0853-21-1226

〒697-0026 浜田市田町116-9
TEL:0855-22-1840

FAX:0855-22-1819

☆益田労働基準監督署 〒698-0027 益田市あけぼの東町4-6 益田地方合同庁舎３F
TEL:0856-22-2351

FAX:0856-22-8035

●公共職業安定所
☆松江公共職業安定所

〒690-0841 松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎２F
TEL:0852-22-8609

☆松江公共職業安定所隠岐の島出張所

FAX:0852-27-8524

〒685-0016 隠岐郡隠岐の島町城北町55

隠岐の島地方合同庁舎１F
TEL:08512-2-0161
☆松江公共職業安定所安来出張所

TEL:0854-22-2545
☆浜田公共職業安定所

FAX:08512-2-8609

〒692-0011 安来市安来町903-1
FAX:0854-22-4123

〒697-0027 浜田市殿町21-6
TEL:0855-22-8609

☆浜田公共職業安定所川本出張所

FAX:0855-22-2932

〒696-0001 邑智郡川本町川本301-2 川本地

方合同庁舎１F
TEL:0855-72-0385
☆出雲公共職業安定所

FAX:0855-72-0386

〒693-0023 出雲市塩冶有原町1-59
240

TEL:0853-21-8609

FAX:0853-21-0351

☆益田公共職業安定所 〒698-0027 益田市あけぼの東町4-6 益田地方合同庁舎１F
TEL:0856-22-8609
☆雲南公共職業安定所

FAX:0856-23-2622

〒699-1311 雲南市木次町里方514-2
TEL:0854-42-0751

☆石見大田公共職業安定所

FAX:0854-42-0752

〒694-0064 大田市大田町大田ロ1182-1

TEL:0854-82-8609
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FAX:0854-82-1059

関係機関連絡先一覧（財団他）
●公益財団法人しまね産業振興財団 〒690-0816 松江市北陵町1
《代

表》

TEL:0852-60-5110

FAX:0852-60-5105

《経営支援課》

TEL:0852-60-5115

FAX:0852-60-5105

〈よろず支援拠点〉 TEL:0852-60-5103

FAX:0852-60-5105

〈プロフェッショナル人材戦略拠点〉
TEL:0852-60-5104

FAX:0852-60-5116

《新事業支援課》

TEL:0852-60-5112

FAX:0852-60-5106

《販路支援課》

TEL:0852-60-5114

FAX:0852-60-5116

E-mail:shinwa@joho-shimane.or.jp
URL:https://www.joho-shimane.or.jp
◆しまねソフト研究開発センター（ITOC）
〒690-0826 松江市学園南1-2-1 くにびきメッセ４F
TEL:0852-61-2225

FAX:0852-61-3322

URL:https://www.s-itoc.jp/
◆しまね知的財産総合支援センター
〒690-0816 松江市北陵町1
TEL:0852-60-5146

FAX:0852-60-5148

≪知財総合支援窓口≫ナビダイヤル:0570-082100
◆石見事務所

〒697-0034 浜田市相生町1391-8 シティパルク浜田２F
石見産業支援センター「いわみぷらっと」内
TEL:0855-24-9301

FAX:0855-22-0577

◆しまねビジネスセンター東京
〒105-0013 東京都港区浜松町2-2-15 浜松町ゼネラルビル６F
TEL:03-3431-3731

FAX:03-3431-3732

●公益財団法人ふるさと島根定住財団
〒690-0003 松江市朝日町478-18（松江テルサ３Ｆ）
TEL:0852-28-0690

FAX:0852-28-0692

E-mail:shimane@teiju.or.jp
URL:https://www.teiju.or.jp/
◆ジョブカフェしまね松江センター
〒690-0003 松江市朝日町478-18（松江テルサ３Ｆ）
TEL:0852-28-0691
242

FAX:0852-28-0692

URL:https://www.gogo-jobcafe-shimane.jp/
◆石見事務所（ジョブカフェしまね浜田ブランチ）
〒697-0034 浜田市相生町1391-8 シティパルク浜田２F
石見産業支援センター「いわみぷらっと」内
TEL:0855-25-1600

FAX:0855-25-1630

E-mail:iwami@teiju.or.jp
◆しまね移住支援サテライト東京
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1
帝国ホテルタワー10F 10B-６号室
TEL:03-6281-9800

FAX:03-6281-9801

E-mail:soudan-tokyo@teiju.or.jp
●一般財団法人くにびきメッセ
〒690-0826 松江市学園南1-2-1（くにびきメッセ１F）
TEL:0852-24-1111

FAX:0852-22-9219

E-mail:kunibiki@kunibikimesse.jp
URL:http://www.kunibikimesse.jp/
●合同会社じばさん石見
〒695-0016 江津市嘉久志町イ405
TEL:0855-52-0600（代） FAX:0855-52-0283
● 一般社団法人島根県物産協会
〒690-0887 松江市殿町191
TEL:0852-22-5758

FAX:0852-25-6785

●島根県中小企業団体中央会
〒690-0886 松江市母衣町55-4（商工会館４F）
TEL:0852-21-4809

FAX:0852-26-5686

●島根県信用保証協会
■本店
総務部

〒690-8503 松江市殿町105
TEL:0852-21-0561
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FAX:0852-22-2707

E-mail:shinpo@shimane-cgc.or.jp
営業部・業務統括部
TEL:0852-22-2837

FAX:0852-22-3075

E-mail:hosyo@shimane-cgc.or.jp
■出雲支店

〒693-0012 出雲市大津新崎町2-24
TEL:0853-21-4998

FAX:0853-21-4858

E-mail:izumo@shimane-cgc.or.jp
■浜田支店

〒697-0027 浜田市殿町83-50
TEL:0855-22-0833

FAX:0855-22-3309

E-mail:hamada@shimane-cgc.or.jp
■益田支店

〒698-0026 益田市あけぼの本町10-6
TEL:0856-22-4567

FAX:0856-22-4568

E-mail:masuda@shimane-cgc.or.jp
URL:https://www.shimane-cgc.or.jp/
●日本貿易振興機構（ジェトロ）松江貿易情報センター
〒690-0826 松江市学園南1-2-1（くにびきメッセ３F)
TEL:0852-27-3121

FAX:0852-22-4196

E-mail:mat@jetro.go.jp
URL:https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/matsue/
●浜田港振興会

〒697-0062 浜田市熱田町2135-2（浜田ポートセンター内）
TEL:0855-24-7733

FAX:0855-27-4411

E-mail:h-port-a@mx.miracle.ne.jp
URL:https://www.hamada-minato.jp/
●一般社団法人島根県発明協会
〒690-0816 松江市北陵町1（テクノアークしまね内）
TEL:0852-60-5146

FAX:0852-60-5148

E-mail:jiis@joho-shimane.or.jp
URL:http://www.shimane-hatsumei.com/
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●公益財団法人島根県環境保健公社
〒690-0012 松江市古志原町1-4-6
TEL:0852-24-0207

FAX:0852-55-4525

URL:https://www.kanhokou.or.jp/
●一般社団法人島根労働基準協会
（公益社団法人全国労働基準関係団体連合会島根県支部）
〒690-0825 松江市学園1-5-35
TEL:0852-23-1730

FAX:0852-23-1788

URL:http://www.shima-roukikyo.or.jp/
●島根県職業能力開発協会
〒690-0048 松江市西嫁島1-4-5（SPビル２Ｆ）
TEL:0852-23-1755

FAX:0852-22-3404

URL:http://www.noukai-shimane.or.jp/
●公益財団法人介護労働安定センター島根支部
〒690-0003 松江市朝日町498（松江センタービル９F）
TEL:0852-25-8302

FAX:0852-25-8303

URL:http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/shimane/
●公益財団法人産業雇用安定センター島根事務所
〒690-0007 松江市御手船場町551（ニッセイ松江ビル６F）
TEL:0852-27-1151

FAX:0852-27-1180

URL:http://www.sangyokoyo.or.jp/
●独立行政法人労働者健康安全機構

島根産業保健総合支援センター

〒690-0003 松江市朝日町477-17（松江SUNビル７F）
TEL:0852-59-5801

FAX:0852-59-5881

URL:https://www.shimanes.johas.go.jp/
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●独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構島根支部
◆島根障害者職業センター
〒690-0877 松江市春日町532
TEL:0852-21-0900

FAX:0852-21-1909

E-mail:shimane-ctr@jeed.or.jp
URL:https://www.jeed.or.jp/location/chiiki/shimane/
◆高齢・障害者業務課
〒690-0001 松江市東朝日町267（島根職業能力開発促進セ
ンター内）
TEL:0852-60-1677

FAX:0852-60-1678

E-mail:shimane-kosyo@jeed.or.jp
URL:https://www.jeed.or.jp/location/shibu/shimane/
◆ポリテクセンター島根（島根職業能力開発促進センター）
〒690-0001 松江市東朝日町267
TEL:0852-31-2800

FAX:0852-31-2164

URL:http://www3.jeed.or.jp/shimane/poly/
◆ポリテクカレッジ島根
（中国職業能力開発大学校附属島根職業能力開発短期大学校）
〒695-0024 江津市二宮町神主1964-7
TEL:0855-53-4567

FAX:0855-53-0805

URL:http://www3.jeed.or.jp/shimane/college/
●一般社団法人島根県経営者協会
〒690-0886 松江市母衣町55-4（商工会館４F）
TEL:0852-21-4925

FAX:0852-26-7651

URL:https://shimanekeikyo.com/
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関係機関連絡先一覧（政府系金融機関）
●株式会社日本政策金融公庫
◆松江支店

〒690-0887 松江市殿町111

〈国民生活事業〉
（松江センチュリービル２F）
TEL:0852-23-2651

FAX:0852-24-4616

〈農林水産事業〉
（松江センチュリービル７F）
TEL:0852-26-1133

FAX:0852-24-5334

〈中小企業事業〉
（松江センチュリービル７F）
TEL:0852-21-0110
◆浜田支店

FAX:0852-21-6654

〒697-0027 浜田市殿町82-7

〈国民生活事業〉

TEL:0855-22-2835

FAX:0855-22-7632

（注）農林水産事業は、テレビ電話での相談、中小企業事業
は、定期的に駐在しての相談を行っています。
●株式会社商工組合中央金庫
◆松江支店

〒690-0887 松江市殿町210
TEL:0852-23-3131

◆浜田営業所

FAX:0852-27-1199

〒697-0015 浜田市竹迫町2886
TEL:0855-23-3033
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FAX:0855-22-2215

商工会議所
名

称

所

在

地

電話番号

ＦＡＸ

松江商工会議所

〒690-0886 松江市母衣町55-4

0852-23-1616

0852-23-1656

浜田商工会議所

〒697-0027 浜田市殿町124-2

0855-22-3025

0855-22-5400

出雲商工会議所

〒693-0011 出雲市大津町1131-1

0853-25-3710

0853-23-1144

平田商工会議所

〒691-0001 出雲市平田町2280-1

0853-63-3211

0853-63-3346

益田商工会議所

〒698-0033 益田市元町12-7

0856-22-0088

0856-23-4343

大田商工会議所

〒694-0064 大田市大田町大田イ309-2

0854-82-0765

0854-82-2993

安来商工会議所

〒692-0011 安来市安来町878-8

0854-22-2380

0854-23-2314

江津商工会議所

〒695-0016 江津市嘉久志町2306-4

0855-52-2268

0855-52-1369

島根県商工会議所
連
合
会

〒690-0886 松江市母衣町55-4

0852-23-1616

0852-23-1656
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商工会
名

松江市

浜田市

称

所

在

地

電話番号

FAX

まつえ北

〒690-0333 鹿島町古浦607-3

0852-82-2266

0852-82-1407

まつえ南

〒699-0408 宍道町昭和1

0852-66-0861

0852-66-3377

東出雲町

〒699-0109 東出雲町錦浜583-18

0852-52-2344

0852-52-2194

石

央

〒697-0121 金城町下来原1409-2

0855-42-0070

0855-42-1783

出

雲

〒699-0711 大社町杵築南1344

0853-53-2558

0853-53-2252

斐川町

〒699-0505 斐川町上庄原1749-3

0853-72-0674

0853-72-0765

益田市

美

〒698-0203 美都町都茂1809-2

0856-52-2537

0856-52-2536

大田市

銀の道

〒699-2511 温泉津町小浜イ308-6

0855-65-1110

0855-65-2346

安来市

安来市

〒692-0404 広瀬町広瀬753-40

0854-32-2155

0854-32-2396

江津市

桜江町

〒699-4226 桜江町川戸11-1

0855-92-1331

0855-92-1338

雲南市

雲南市

〒690-2404 三刀屋町三刀屋274-10

0854-45-2405

0854-45-2446

仁多郡

奥出雲町

〒699-1511 奥出雲町三成324-15

0854-54-0158

0854-54-0169

飯石郡

飯南町

〒690-3513 飯南町下赤名877-1

0854-76-2118

0854-76-2955

川本町

〒696-0001 川本町川本558-10

0855-72-0123

0855-72-2516

美郷町

〒699-4621 美郷町粕渕400-7

0855-75-0805

0855-75-1326

邑南町

〒696-0103 邑南町矢上3854-2

0855-95-0278

0855-95-0904

津和野町

〒699-5605 津和野町後田口187

0856-72-3131

0856-72-1389

吉賀町

〒699-5512 吉賀町広石562

0856-77-1255

0856-77-1640

隠岐國

〒684-0404 海士町大字福井1375-1

08514-2-0376

08514-2-0775

〒684-0211 西ノ島町大字浦郷677-11

08514-6-1021

08514-6-1964

08512-2-1157

08512-2-5984

島根県商工会連合会 〒690-0886 松江市母衣町55-4

0852-21-0651

0852-26-5357

島根県商工会連合会
浜田市相生町1391-8
石 見 事 務 所 〒697-0034 (石見産業支援センター内)

0855-22-3590

0855-22-3534

出雲市

邑智郡

鹿足郡

隠岐郡

濃

西ノ島町

隠岐の島町中町
隠岐の島町 〒685-0013
目貫の二54-1
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市町村商工担当課
市町村名

商
課

名

業

係

・

工

名

業

担

当

電話番号

FAX

商工企画課

企画振興係

0852-55-5213

0852-55-5553

まつえ産業
支援センター

産業支援係

0852-60-7101

0852-25-0300

商工労働課
産業振興課

商工政策係
産業振興係

0855-25-9501
0855-25-9502

0855-23-4040

商工振興課

商工企画係
中小企業係

0853-21-6572
0853-21-6541

0853-21-6838

産業政策課

産業企画係

0853-21-6549

0853-21-6838

益 田 市

産業支援センター

－

0856-31-0341

0856-22-0437

大 田 市

産業企画課

産業支援係

0854-83-8073

0854-82-9150

安 来 市

商工観光課

商工振興係

0854-23-3105

0854-23-3061

江 津 市

商工観光課

商工振興係

0855-52-7494

0855-52-1365

雲 南 市

商工振興課

企業雇用支援グループ
地域産業支援グループ

0854-40-1052

0854-40-1019

奥出雲町

商工観光課

商工観光グループ

0854-54-2504

0854-54-1229

飯 南 町

産業振興課

商工振興担当

0854-76-2214

0854-76-3950

川 本 町

産業振興課

商工観光係

0855-72-0636

0855-72-1136

美 郷 町

産業振興課

商工振興係

0855-75-1214

0855-75-1218

邑 南 町

商工観光課

商工労働係

0855-95-2565

0855-95-0223

津和野町

商工観光課

商工係

0856-72-0652

0856-72-1650

吉 賀 町

産業課

－

0856-79-2213

0856-79-2344

海 士 町

交流促進課

－

08514-2-0017

08514-2-0102

西ノ島町

観光定住課

観光商工係

08514-7-8777

08514-7-8025

知 夫 村

地域振興課

－

08514-8-2211

08514-8-2093

隠 岐 の
島
町

商工観光課

商工労働係

08512-2-8575

08512-2-4997

松 江 市

浜 田 市

出 雲 市
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市町村名

松 江 市

浜 田 市

観
課

名

係

光

名

担

当
電話番号

FAX

観光文化課

観光係

0852-55-5214

0852-55-5634

国際観光課

国際観光係

0852-55-5632

0852-55-5550

観光施設課

施設係

0852-55-5699

0852-55-5564

観光交流課

観光企画係

0855-25-9530

0855-23-4040

インバウンド推進室

0853-21-6801

出 雲 市

観光課

観光政策係
観光振興係
観光施設係

0853-21-6588

益 田 市

観光交流課

－

0856-31-0331

0856-23-4655

大 田 市

観光振興課

観光振興係

0854-83-8192

0854-82-9150

安 来 市

商工観光課

観光振興係

0854-23-3110

0854-23-3061

江 津 市

商工観光課

観光振興係

0855-52-7494

0855-52-1365

雲 南 市

観光振興課

観光振興グループ

0854-40-1054

0854-40-1059

奥出雲町

商工観光課

商工観光グループ

0854-54-2504

0854-54-1229

飯 南 町

産業振興課

観光振興担当

0854-76-2214

0854-76-3950

川 本 町

産業振興課

商工観光係

0855-72-0636

0855-72-1136

美 郷 町

産業振興課

商工振興係

0855-75-1214

0855-75-1218

邑 南 町

商工観光課

観光振興係

0855-95-2565

0855-95-0223

津和野町

商工観光課

観光係

0856-72-0652

0856-72-1650

吉 賀 町

企画課

－

0856-77-1437

0856-77-1891

海 士 町

交流促進課

－

08514-2-0017

08514-2-0102

西ノ島町

観光定住課

観光商工係

08514-7-8777

08514-7-8025

知 夫 村

地域振興課

－

08514-8-2211

08514-8-2093

隠岐の島町

商工観光課

観光振興係

08512-2-8575

08512-2-4997
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0853-21-6585

市町村名

企
課

名

業

係

誘

名

致

担

当

電話番号

FAX

松 江 市

定住企業立地推進課

企業立地係

0852-55-5216

0852-55-5920

浜 田 市

商工労働課

雇用立地係

0855-25-9500

0855-23-4040

出 雲 市

産業政策課

企業誘致係

0853-21-6305

0853-21-6838

益 田 市

産業支援センター

企業誘致推進室

0856-31-0391

0856-22-0437

大 田 市

産業企画課

企業誘致係

0854-83-8072

0854-82-9150

安 来 市

商工観光課

商工振興係

0854-23-3106

0854-23-3061

江 津 市

商工観光課

企業立地係

0855-52-7494

0855-52-1365

雲 南 市

商工振興課

企業雇用支援グループ

0854-40-1052

0854-40-1019

奥出雲町

商工観光課

商工観光グループ

0854-54-2504

0854-54-1229

飯 南 町

産業振興課

新産業振興担当

0854-76-2214

0854-76-3950

川 本 町

産業振興課

商工観光課

0855-72-0636

0855-72-1136

美 郷 町

産業振興課

商工振興係

0855-75-1214

0855-75-1218

邑 南 町

商工観光課

商工労働係

0855-95-2565

0855-95-0223

津和野町

つわの暮らし推進課

情報係

0856-74-0092

0856-74-0002

吉 賀 町

企画課

－

0856-77-1437

0856-77-1891

海 士 町

交流促進課

－

08514-2-0017

08514-2-0102

西ノ島町

産業振興課

プロジェクト係

08514-7-1220

08514-7-0683

知 夫 村

地域振興課

－

08514-8-2211

08514-8-2093

隠岐の島町

商工観光課

商工労働係

08512-2-8575

08512-2-4997
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市町村名

雇
課

名

用

係

・

労

名

働

担

当

電話番号

FAX

松 江 市

定住企業立地推進課

定住雇用推進係

0852-55-5215

0852-55-5920

浜 田 市

商工労働課

雇用立地係

0855-25-9500

0855-23-4040

出 雲 市

産業政策課

雇用政策係

0853-24-7620

0853-24-7625

益 田 市

産業支援センター

－

0856-31-0341

0856-22-0437

大 田 市

産業企画課

産業支援係

0854-83-8077

0854-82-9150

安 来 市

商工観光課

商工振興係

0854-23-3106

0854-23-3061

江 津 市

商工観光課

企業立地係

0855-52-7494

0855-52-1365

雲 南 市

商工振興課

企業雇用支援グループ

0854-40-1052

0854-40-1019

奥出雲町

商工観光課

商工観光グループ

0854-54-2504

0854-54-1229

飯 南 町

産業振興課

商工振興担当

0854-76-2214

0854-76-3950

川 本 町

産業振興課

商工観光課

0855-72-0636

0855-72-1136

美 郷 町

産業振興課

商工振興係

0855-75-1214

0855-75-1218

邑 南 町

商工観光課

商工労働係

0855-95-2565

0855-95-0223

津和野町

商工観光課

商工係

0856-72-0652

0856-72-1650

吉 賀 町

企画課

－

0856-77-1437

0856-77-1891

海 士 町

交流促進課

－

08514-2-0017

08514-2-0102

西ノ島町

観光定住課

観光商工係

08514-7-8777

08514-7-8025

知 夫 村

地域振興課

－

08514-8-2211

08514-8-2093

隠岐の島町

商工観光課

商工労働係

08512-2-8575

08512-2-4997

253

