
求人数 必要な経験 雇用期間 休日

年齢 必要な資格 勤務時間 年間休日

2 ―

就業場所　　　　同上 パート労働者（社員登用相談あり） 不問

2 ― シフトによる

就業場所　　　　同上 パート労働者（社員登用相談あり） 不問

2 ～平成30年8月31日（以後1年毎の更新） シフトによる

就業場所
奥出雲町サイクリングターミナル

パート労働者（社員登用相談あり） 不問

1 ～平成30年8月31日（以後1年毎の更新） 会社カレンダーによる

就業場所
奥出雲町介護老人保健施設事業所

正社員以外 調理師免許

2 ～平成30年8月31日（以後1年毎の更新） シフトによる

就業場所
奥出雲町介護老人保健施設事業所

パート労働者 不問

1 ～平成30年8月31日（以後1年毎の更新） シフトによる

就業場所
奥出雲町立奥出雲病院事務所

パート労働者 不問

1～2 ― シフトによる

就業場所　　　　同上 パート労働者 不問

1 ―

就業場所　　　　同上 正社員 普通自動車運転免許

1 ―

就業場所　　　　同上 パート労働者 普通自動車運転免許

1 ―

就業場所　　　　同上 パート 普通自動車運転免許

1 ―

就業場所　　　　同上 パート 不問

2～3名 ―

就業場所　　　　同上 パート 不問

ID 事業所名 所在地・就業場所

求人内容 勤務条件

職種 職務内容 給与 加入保険等

20170801 株式会社　奥出雲振興
奥出雲町亀嵩3609-1 レストラン接客業務 料理の配膳、宴会場の準備、片づ

け等を行います。

20170802 株式会社　奥出雲振興
奥出雲町亀嵩3609-1 フロント業務

玉峰山荘内においてフロント業務
を行う。宿泊、宴会予約の受付、
来館者の対応、PC入力業務等を
行います。

不問
800円～

雇用・労災・
健康・厚生不問

（1）7：00～1600（2）8：00～17：00
（3）12：00～21：00

週4程度勤務

不問
800円～ 週3程度勤務 雇用・労災

不問 11：00～22：00の間の5時間以上

800円～ 雇用・労災
不問 10：00～17：00、14：00～21：00 週5程度勤務

不問

20170803
株式会社　奥出雲振興

奥出雲町
サイクリングターミナル

奥出雲町三成558-6 調理補助 サイクリングターミナル内にある仁
多米食堂での調理補助を行って
頂きます。

20170806
富士産業株式会社山陰

事業部

松江市殿町111 調理補助 病院厨房内で献立表に基づき、下
処理、調理、盛り付け、洗浄、片づ
け、調理場の清掃を行います。

20170805
富士産業株式会社山陰

事業部

松江市殿町111 調理師
病院・福祉施設の厨房内で調理
全般を行います。

不問
760円～900円 雇用、労災

不問 5：30～12：30、13：30～19：30
週5～6日程度

勤務

月給108,000円
～

140,000円

雇用、労災、
健康、厚生65歳未満 5：30～14：30、10：30～19：30 シフトによる

不問

20170808 Bistro　Sora
奥出雲町横田1017-8 飲食業 レストラン接客、調理補助を行い

ます。

20170807
富士産業株式会社山陰

事業部

松江市殿町111 調理補助 病院厨房内で献立表に基づき、下
処理、調理、盛り付け、洗浄、片づ
け、調理場の清掃を行います。

不問
800円～

雇用、労災、
健康、厚生18～40歳 10：30～14：00、18：00～21：30 週3日程度勤務

800円～900円
雇用、労災、
健康、厚生不問 6：00～15：00、10：00～19：00

週5～6日程度
勤務

不問

不問 月給150,000円
～

250,000円
週休2日

雇用・労災・
健康・厚生・
財形、退職共

済
20～40歳

8:30～19:00
内、7.75時間

20170810 有限会社　松葉屋
奥出雲町下横田128-25 菓子販売 菓子販売、接客、発送業務等を行

います。

20170811 有限会社　松葉屋
奥出雲町下横田128-25 菓子販売 菓子の接客販売、包装、レジ、発

送業務が主な仕事。菓子製造補
助業務を行う場合もあります。

750円～850円 週休2日
雇用・労災・
健康・厚生20～50歳

8:30～19:00
内、7時間

不問

20170816 ふくやま椎茸
奥出雲町亀嵩613-6 椎茸の摘み取り作業員 椎茸の摘み取り、コンテナへの詰

め込み等を行います。

20170815 ふくやま椎茸
奥出雲町亀嵩613-6 椎茸の摘み取り作業員 椎茸の摘み取り、ほだ木管理、出

荷等を行います。

不問
740円 週3～6勤務 労災

不問 7：00～9：00、15:00～17:00

740円～800円 週3～5勤務 労災
不問

7：00～12：00、7：00～15：00、9:00～
17:00

不問

760円

試用期間1か月
740円

週3勤務 雇用、労災
不問 7：45～17：00、8:15～17:30

不問
20170817 栗川しいたけ

奥出雲町三沢99 菌床椎茸の栽培
菌床椎茸の栽培全般を行います。

奥出雲町無料職業紹介所　求人情報（H29.9.15までの受付分）　お問合せ先：奥出雲町まち・ひと・しごとセンター　奥サポ　0854-54-0022
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ID 事業所名 所在地・就業場所

求人内容 勤務条件
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奥出雲町無料職業紹介所　求人情報（H29.9.15までの受付分）　お問合せ先：奥出雲町まち・ひと・しごとセンター　奥サポ　0854-54-0022

1 ― シフトによる

就業場所　　　　同上 正社員 普通自動車運転免許

1 ― シフトによる

就業場所　　　　同上 パート 不問

1 ― シフトによる

就業場所　　　　同上 パート 不問

3 ― シフトによる

就業場所　　　　同上 パート 不問

3 ― シフトによる

就業場所　　　　同上 パート 不問

3 ―

就業場所　　　　同上 正社員 不問

2 ―

就業場所　　　　同上 正社員 不問

1 ―

就業場所　　　　同上 正社員 普通自動車運転免許

20170820 株式会社　舞茸奥出雲
奥出雲町八川889－2 菌床舞茸の製造・販売 菌床の製造、袋詰め、販売等を行

います。

20170819 株式会社　舞茸奥出雲
奥出雲町八川889－2 菌床舞茸の製造・販売 菌床の製造、袋詰め、販売、配達

等を行います。

不問
740円～ 雇用、労災

60才未満 8:00～17:15 週3勤務

月125,000円
～

160,000円

雇用・労災・
健康・厚生60才未満 8:00～17:15

週5～6日程度
勤務

不問

20170822
有限会社　奥出雲椎茸

集出荷センター

奥出雲町三沢98－3 菌床椎茸の選別 椎茸の選別、包装ラインなどの作
業を行います。

20170821
有限会社　奥出雲椎茸

水耕事業部

奥出雲町三沢63-1 水耕野菜の栽培、出荷 ハウスでの水耕野菜の栽培、梱
包等を行います。

不問
740円～ ー

60才未満 8:15～17:30，8:45～15:45 週3勤務

740円～ 雇用、労災
60才未満 8:15～17:30，8:45～15:45 週4勤務

不問

20170823
有限会社　奥出雲椎茸

集出荷センター

奥出雲町三沢98－3 椎茸選別・包装ライン 菌床椎茸の選別作業やパック詰
め等を行います。

20170822
有限会社　奥出雲椎茸

直営ハウス

奥出雲町三沢98－3 菌床椎茸の栽培 ハウスでの菌床椎茸の収穫、栽
培管理等を行います。

125,000円
～

160,000円
シフトによる

雇用・労災・
健康・厚生60才未満 8:15～17:30

740円～ ー
60才未満 8:15～17:30 週3勤務

不問

ハウスでの水耕野菜の栽培、梱
包等を行います。

不問 125,000円
～

160,000円
週休2日

雇用・労災・
健康・厚生60才未満 8:15～17:30

125,000円
～

160,000円
週休2日

雇用・労災・
健康・厚生60才未満 8:15～17:30

20170825
有限会社　奥出雲椎茸

水耕事業部

奥出雲町三沢63-1 水耕野菜の栽培、出荷

20170824
有限会社　奥出雲椎茸

榾木センター

奥出雲町三沢1253-1 椎茸の人口榾木（菌床）製造 人口榾木（菌床）の生産を行いま
す。

不問

不問

奥出雲町無料職業紹介所（奥出雲町まち・ひと・しごとセンター 奥サポ内）ではお仕事をお探しの方に、町内企業の求人情報を紹介しております。

まずはお気軽にご連絡ください。求人求職マッチングまでの流れは以下のとおりです。

【情報収集】
■WEB

ふるさと島根定住財団運営「くらしまねっと」も

しくは奥サポ運営「DEEP TOWN

OKUIZUMO」にて情報を収集

■電話・訪問・メール

奥サポに連絡もしくは訪問し、情報を収集

TEL 0854-54-0022

【気になる求人を選択】
■相談・紹介状発行

奥サポスタッフと相談をしながら、求人情

報の中から、見学、面接を希望するもの

を選びます。奥サポより当該企業に、連

絡をとり、面接等が決定した場合は紹介

状を発行いたします。

【求職登録】
■登録

所定の求職登録申込書にご記入いただ

き、求職登録をして頂きます。求職登録

を頂いた方には定期的に求人情報一覧

を送付いたします。

【面接・決定】
■面接・決定

希望に叶う企業が見つかり、面接等が決

定した場合は奥サポからの紹介状を持っ

て受験して頂きます。

職業選択の悩み、転職のご相談、定年後の再就職の

ご相談など、皆様がいきいきと幸せに働き暮らせるよう

にサポートいたします。


