
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

1 ― シフトによる

就業場所　　　　同上 正社員

1 ― シフトによる

就業場所　　　　同上 正社員

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

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

1 ―

就業場所　　　　同上 正社員 大型二種自動車免許

若干名 平成30年4月～期間の定めなし
工場カレンダー

による

就業場所　　　　同上 正社員 普通自動車運転免許

就業場所　同上 臨時社員 不問 普通自動車免許 8：00～16：50  (31年4月1日～）
 106日

1 ―

就業場所　　　　同上 正社員

1 随時

就業場所　　　　同上 臨時職員 不問

2 ―

就業場所　　　　同上 正社員 不問

2 ―

就業場所　　　　同上 パート 不問

20171102 奥出雲交通 株式会社
奥出雲町三成211-4 路線バス運転手 奥出雲町内路線バス乗務（臨時

バスの乗務あり】

運転記録証明書添付要
（5年間）

月給166,000円
～

170,000円

雇用・労災・
健康・厚生60歳未満 6：25～20：50の間の7時間程度

４勤１休

20170812 有限会社　糸賀工務店
奥出雲町三成285 建築技術者 建築工事の施工、品質、安全、予

算、工程管理等の業務及び提出
書類の作成業務

月給183,000円
～

275,000円

雇用・労災・
健康・厚生45歳以下 8:00～17:00

普通自動車運転免許
2級建築士 103日

20170814 有限会社　糸賀工務店
奥出雲町三成285 土木作業員

20170813 有限会社　糸賀工務店
奥出雲町三成285 土木技術者 土木工事の施工、品質、安全、予

算、工程管理等の業務及び提出
書類の作成業務

土木、建築工事現場での作業
月給165,000円

～
235,000円

雇用・労災・
健康・厚生45歳以下 8:00～17:00

月給183,000円
～

275,000円

雇用・労災・
健康・厚生45歳以下 8:00～17:00

普通自動車運転免許
1、２級土木施工管理技士 103日

103日

奥出雲町無料職業紹介所　求人情報（H31.4.11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

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。

月給129,000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

不問
800円～ 雇用、労災

60才未満
8:15～17:30
8:45～15:45

週3勤務
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。

不問

20171203
東洋製鉄株式会社

出雲仁多工場

奥出雲町上阿井2467
建設機械用鋳物部品(カウンター

ウエイト)製造 建設機械部品の鋳物製品の
　　仕上げ作業

トライアル雇用
40歳以下 月給174,400円

～261,600円

雇用・労災・
健康・厚生・

財形、退職金
制度(勤続3

年以上）
40歳以下

8:00～16:50
(31年4月1日～）

106日

20180101 佐藤産業　株式会社
奥出雲町三成444-4 ガソリンスタンド販売員・配達 店頭での給油・オイル交換・洗

車・タイヤ交換　灯油等の配達・タ
ンクローリーでの配達業務

月給145,000円
～

180,000円
週休2日

雇用・労災・
健康・厚生・
退職金制度不問 8:00～17:30

普通自動車免許1種
(AT限定不可)

20180201
特別養護老人ホーム

むらくも苑

奥出雲町稲原57-1 介護職員 ご利用者への食事・入浴・排泄介
護、行事の補助など

不問 月給132,000円
～

150,000円
週休2日

雇用・労災・
健康・厚生・
退職金制度不問

7：00～16：00
9：00～18：00
12：00～21：00

20180209 株式会社　イワクラ
奥出雲町横田1475-13 ゴム製品製造

自動車窓枠部品の製造で工程は
裁断、射出、成型、検査等(オペ
レーター・製品検査・物流業務な
ど)立ち仕事になります。

不問 月給131,200円
～

139,400円

週休2日 (当社
カレンダーによ

る)

雇用・労災・
健康・厚生・
退職共済・退

職金制度
不問

8:00～17:00
20:00～05:00

20180210 株式会社　イワクラ
奥出雲町横田1475-13 ゴム製品製造

自動車窓枠部品の製造で工程は
裁断、射出、成型、検査等(オペ
レーター・製品検査・物流業務な
ど)立ち仕事になります。

不問 時給764円～800
円

週休2日 (当社
カレンダーによ

る)
雇用・労災

不問 8:00～17:00

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

工場カレンダー
による 雇用、労災、

健康、厚生
東洋製鉄株式会社

出雲仁多工場

奥出雲町上阿井2467 鋳仕上げ工 建設機械部品の鋳物製品の
仕上げ作業

20171202
2 不問 月給174,400～

305,200円

6ヶ月(更新の可能性あり）



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

奥出雲町無料職業紹介所　求人情報（H31.4.11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

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

1

就業場所　奥出雲町三成1622－１ 正社員外 栄養士

5

就業場所　奥出雲町三成1622－１ パート 不問

5

就業場所　奥出雲町三成1622－１ 正社員 調理師

1 ―

就業場所　　同上 パート

1 ―

就業場所　　同上 パート

1 期間の定めなし シフト表による

就業場所　　同上 正社員 介護福祉士

2 期間の定めなし シフト表による

就業場所　　同上 正社員 特になし(初心者可）

1 不問 1年契約　以降6ヶ月毎の更新

就業場所　仁多郡奥出雲町中村
2525-1

嘱託

1 期間の定めなし

就業場所　雲南市木次町山方271-
13

正社員 普通自動車免許

1 期間の定めなし

就業場所　同上 パート 不問

1 期間の定めなし
工場カレンダー

による

就業場所　同上 H31.4採用
普通自動車免許

（AT可）

20180401 日清医療食品株式会社
広島県広島市中区八丁堀3-33 献立作成・発注・調理補助 奥出雲病院内厨房で、献立作成

などを行います。

栄養士 月給160,000～
260,000

雇用、労災、
健康、厚生不問

5:00～14：00　　　9:00～18：00
10：00～19：00

週休2日制

20180402 日清医療食品株式会社
広島県広島市中区八丁堀3-33 給食受託業務 調理補助、盛り付け、配下膳、洗

浄

不問 時給950円～1,200
円

週2日程度
雇用、労災、
健康、厚生不問 5:00～20：00の間の5時間程度

20180403 日清医療食品株式会社
広島県広島市中区八丁堀3-33 調理員

調理、盛り付け、配下膳、洗浄
調理師 月給190,000～

260,000
週休2日制

雇用、労災、
健康、厚生不問

5:00～14:00      9:00～18:00
10:00～19:00

20180404 有限会社ブルーム

奥出雲三沢927-58 介護職員 デイサービス奥出雲ふるさとの杜
及びふるさと　風の家において利
用者の介護業務を行う。（食事・
入浴・排泄介助・送迎・レクリエー
ション活動など。）

運転免許(AT限定
可）、介護福祉士また
はヘルパー二級があ

ればなおよい。

時給800円 シフト表による 雇用、労災
不問

8：30～17：30
または8：30～17：45の間の5時間以上

20180404 有限会社ブルーム

奥出雲三沢927-58 調理師
ふるさと風の家にて利用者の昼
夜食を調理、おやつの提供業務
に従事していただきます。

調理師免許があれば
なおよい

時給800円 シフト表による 雇用、労災
不問

9:00～14:30
10:00～17:00

201800501
未来プロジェクト株式会

社

奥出雲町横田1010-3 介護職 入所者への食事・入浴・排泄など
の介護業務

不問 月給149,300～
179,500

雇用、労災、
健康、厚生、
退職金共済不問

7：30～16：30
8：30～17：30
12：00～21：00

107日

20180502
未来プロジェクト株式会

社

奥出雲町横田1010-3 介護職 入所者への食事・入浴・排泄など
の介護業務

不問 月給129,500～
179,500

雇用、労災、
健康、厚生、
退職金共済不問

7：30～16：30
8：30～17：30
12：00～21：00

107日

20180506
セコムジャスティック

山陰株式会社

松江市北陵町34 施設警備職
施設管理業務。防災、防火の管
理。不安全状態の未然防止、発
見、被害拡大防止。緊急時の対
応。建物内外の巡回。ホシザキ
本社で勤務の場合もある。

月給159,150 シフトによる
雇用、労災、
健康、厚生18歳以上

普通自動車免許
パソコンの基本操作

（文字入力）

8:00～8：00
8：00～17：00
17：00～8：00

20180507
セコムジャスティック

山陰株式会社

松江市北陵町34 施設警備職
施設管理業務。防災、防火の管
理。不安全状態の未然防止、発
見、被害拡大防止。緊急時の対
応。建物内外の巡回。ホシザキ
横田で勤務の場合もある。

不問
月給174,035～

178,285
シフトによる

雇用、労災、
健康、厚生18歳以上

7：30～７：30
7：30～17：30
17：30～7：30

106日

20180603 吾妻そば
奥出雲町三成409-5 接客業務 配膳と仕出しの盛り付け、食器の

洗浄など

不問 時給800円
雇用、労災

不問
9：00～15：00

20180604
東洋製鉄株式会社 出雲

仁多工場

奥出雲町上阿井2467 鋳造技術職 ショベルカーやクレーン車などの
建設機器用の鋳鉄製カウンター
ウェイトを製造する。

大学院、大学、専修
大学院、大学月給

198,000円
専修月給180,000

円

雇用、労災、
健康,厚生、

財形―
8：00～16：50

土日に勤務
できる方



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

奥出雲町無料職業紹介所　求人情報（H31.4.11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

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

1 期間の定めなし

就業場所　同上 パート 不問

1 期間の定めなし

就業場所　同上 パート 不問

2 期間の定めなし

就業場所　同上 パート 不問

2 期間の定めなし

就業場所　同上 パート 不問

出雲市塩冶町有原町1-46 1 不問 期間の定めなし

就業場所　奥出雲町三成228-3 パート 不問

1 期間の定めなし 雇用、労災

就業場所　奥出雲町三成1622-1 パート 不問

2 不問 日雇

就業場所　同上 パート 中型以上の運転免許

奥出雲町高尾1787-22 2
試用6ヶ月

正社員登録制度あり

就業場所　同上 準社員・嘱託 不問

時給1000円
不問

不問

不問
時給800円

時給１000円

不問

町内ゴミ収集、草刈作業

販売作業員

クリーンクルー
食堂の下膳補助、共用部の清掃

株式会社さんびる出雲営
業所

20180705

奥出雲仁多米株式会社
通信販売の受注・発注作業など 週休２日制20180904

労災

不問 11：00～22：00の間の5時間程度

20180703
株式会社奥出雲振興

玉峰山荘

奥出雲町亀嵩3609-1 フロント係 宿泊、宴会予約の受付、来館者
への対応、PC入力業務等

不問
時給800円

週4日程度の
勤務

雇用、労災、
健康,厚生不問

7：00～16：00
8：00～17：00
12：00～21：00

20180704
株式会社奥出雲振興

玉峰山荘
奥出雲町亀嵩3609-1 宴会係 料理の配膳、宴会場の準備、片

付け等
不問

時給800円
週3日程度の

勤務

20180702
株式会社奥出雲振興

玉峰山荘

奥出雲町亀嵩3609-1 レストラン接客

ホールでの注文受、配膳等

不問

時給800円
週5日程度の

勤務
雇用、労災、
健康,厚生不問

6：00～21：30の間の5～6時間程度

20180701
株式会社奥出雲振興

玉峰山荘

奥出雲町亀嵩3609-1 厨房・洗い場

調理補助、料理運び等

不問

時給800円
雇用、労災、
健康,厚生不問

6：00～22：00の間の8時間程度
週5日程度の

勤務

18：30～20：00

週3日程度の
勤務

雇用、健康
労災

病院内の日常清掃、洗濯、トイレ
掃除 8：30～14：30

作業員
日曜休み

不問
7：45～16：30
7：45～14：00

労災

20180708

20180903

クリーンクルー

エイチ・アール

出雲市塩冶町有原町1-46株式会社さんびる出雲営
業所

奥出雲町三成1662-1－1－116

雇用、健康
厚生、労災

不問 8：30～17：30

135,450～172,000
円

週6日程度の
勤務



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

奥出雲町無料職業紹介所　求人情報（H31.4.11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

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

1 期間の定めなし

就業場所　同上 正社員 看護師免許

1 期間の定めなし

就業場所　同上 パート 運転免許

若干名 平成31年7月中旬～平成31年8月中旬

就業場所　奥出雲町内 パート
運転免許(AT限定

不可）

若干名 期間の定めなし

就業場所　奥出雲町内 正社員
運転免許(AT限定

不可）

1 期間の定めなし

就業場所　同上 パート 不問

3 期間の定めなし

就業場所　同上 パート 不問

1 期間の定めなし

就業場所　　原則、奥出雲町内 正社員 運転免許
奥出雲町三成444-18 土木作業 2 不問 期間の定めなし

就業場所　　原則、奥出雲町内 正社員 不問 運転免許 8：00～17：00

1 期間の定めなし

就業場所　同上 パート 不問

1 平成31年4月1日～

就業場所　奥出雲町大馬木 正社員 不問
1 臨時(4月以上）

就業場所　同上 パート 不問
1 平成31年4月1日～平成32年3月31日

就業場所　同上 パート
自動車免許(AT可）

不問または介護福祉
士

シフトによる

雇用、労災、
健康、厚生、

財形不問

8：30～17：30
7：00～16：00
9：30～18：30

8：00～17：00
奥出雲町下横田136-2

20180107 有限会社クオリティライフ

奥出雲町下横田27-1 グループホーム介護職員
デイサービス利用者様への介護
業務全般(入浴、食事、移動、な
どの介助の他、食事作り・記録・
レク等企画などをしていただきま

す。）

不問

時給790～830円

雇用、労災
不問

9：00～15：30

20190104 有限会社　コスモ２１
営農現場作業

現場営農部門
不問 月給180,000～

210,000円
シフトによる

雇用、労災、
健康、厚生不問

20181201 奥出雲酒造株式会社

奥出雲町亀嵩1380-1 販売接客
道の駅酒造奥出雲交流館での接

客及び販売、商品の陳列

不問

時給800円 シフトによる
雇用、労災、
健康、厚生、

不問
9：00～18：00

9：00～13：00　　　　　13：00～18：30
又は9：00～18：00の間の4時間程度

20181103 アキレス島根株式会社

奥出雲町横田1376-1 生産ラインオペレーター
革裁断、縫製、部品加工、イン
ソール加工、サポーター縫製

不問

時給765～781円 シフトによる
雇用、労災、
健康、厚生、

財形
不問 8：00～17：00

20181102 有限会社川角工務店

有限会社川角工務店

奥出雲町下阿井2269

奥出雲町下阿井2269

不問

不問グループホームの入居者様への
介護業務全般（食事・排泄・入浴・
記録・食事作り・通院・レク活動

他）

20181101

グループホーム介護スタッフ

時給810円

労災
男女j不問

8：00～17：00

土木作業員 公共工事（道路工事・河川工事
など）の土木作業全般。

夏季はドローン農薬散布作業、
冬季は除雪作業もあり。

月給180,000～
220,000円

経験者優遇
週休2日制

雇用、労災、
健康、厚生男女不問 8：00～17：00

不問

不問ドローン農薬散布作業補助員
ドローン農薬散布作業の補助
(バッテリー交換などの軽作業）

時給1,000円
週１勤務OK

勤務日数は希望
に応じます

20181004 有限会社クオリティライフ

有限会社クオリティライフ

奥出雲町下横田27-1

奥出雲町下横田27-1

20181003

デイサービス看護職員

労災
不問

7：00～16：00
8：30～17：45
9：30～18：30

デイサービス利用者様への看護
業務（健康管理・服薬管理・急変
時対応・記録他）及び機能訓練・

レク・送迎など

月給168,000～
176,400円

週休2日制
雇用、労災、
健康、厚生、

財形
不問

8：30～17：30

週2～3日程度

株式会社サンエイト
自動車整備 自動車整備工場で普通自動車、

トラック、バス、除雪車などの車両整
備、修理

自動車整備の経験 160.000～250.000
円

31年3月21日～
完全週休2日制

雇用、健康
厚生、労災
退職金共済

不問 8：00～17：00
奥出雲町三成444-18

株式会社サンエイト
公共工事の土木作業、

建設機械・トラックの運転による作業
160,000～250,000

円
31年3月21日～
完全週休2日制

雇用、健康
厚生、労災
退職金共済

20190102

20180105
株式会社ニッポー

島根工場
奥出雲町下横田750-1 電子機器の組立

電子機器の組立の作業です。電
動ドライバーを使ったネジ締め

や、半田コテを使っての溶接作業

不問
時給800～900円

20190103 有限会社　東條工芸

工芸品、製造販売
一般事務、その他(接客）、

パソコンが使えること

不問

時給850円 週4日の勤務 雇用、労災

不問 9：00～17：00

奥出雲町八川58-1



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

奥出雲町無料職業紹介所　求人情報（H31.4.11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

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

1 期間の定めなし(2019年4月1日～）

就業場所　　同上 正社員 普通自動車免許

若干名 期間の定めなし

就業場所　養護老人ホーム玉峰苑、
特別養護老人ホームアイサンホー
ム、奥出雲老人保健施設

正社員
介護福祉士、

普通自動車免許
124日

3 期間の定めなし

就業場所　同上 正社員 普通自動車免許

2 期間の定めなし

就業場所　同上 正社員 普通自動車免許
若干名 期間の定めなし

就業場所　三成、阿井、布勢、亀
嵩、
横田、馬木、八川の各幼児園

正社員
保育士、

普通自動車免許
124日

1 平成31年4月1日～平成32年3月31日

就業場所　同上 嘱託職員
普通自動車免許

125日

不問 8：00～17：00

20190203 有限会社　蔦川土木

奥出雲町大馬木1966－38 土木作業員

土木工事などの作業、
建設機械・トラックの運転

不問

月給187,000～
242,000円

シフトによる
雇用、労災、
健康、厚生不問 8：00～17：00

20190201
一般社団法人

奥出雲町観光協会

奥出雲町三成641－22 窓口、電話応対、商品企画、営業

案内所での窓口、電話応対、商品企
画、営業

パソコン(ワード・エク
セル）

月給170.000～
180.000円

シフトによる
雇用、健康、
労災、厚生不問 8：30～17：15

20190202
社会福祉法人
仁多福祉会

奥出雲町三成226 介護職員
養護老人ホーム玉峰苑、特別養護
老人ホームアイサンホーム、奥出雲
老人保健施設での介護業務

不問

月給176,000～
250,000円

雇用、健康、
労災、厚生、
退職金共済

不問

6：00～15：00
8：30～17：30
9：30～18：30

16：30～9：30(夜勤）

シフトによる

20190205
社会福祉法人
仁多福祉会

奥出雲町三成226 保育士

三成、阿井、布勢、亀嵩、横田、馬
木、八川、幼児園での保育業務

不問

月給196,000～
270,000円

シフトによる
雇用、健康、
労災、厚生、
退職金共済

不問 7:30～18:30の間の8時間

20190204 株式会社　YOKOTA
奥出雲町下横田93-1 土木（舗装）作業員 道路や駐車場などのアスファルト

舗装工事に従事
不問 月給169,600～

233,200円
週休2日制

雇用、労災、
健康、厚生

20190302 奥出雲町情報通信協会
奥出雲町三成358-1 工務

放送端末などの設置または回収、
障害復旧の対応など

不問
月給142,000～

150,000円

シフトによる
雇用、健康、
労災、厚生不問 8：30～17：15



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

奥出雲町無料職業紹介所　求人情報（H31.4.11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

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

奥出雲無料職業紹介所（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

【求職登録】
■登録

所定の求職申込書にご記入いただ

き、

求職登録をしていただきます。求職

登録を頂いた方には定期的に情報

一覧をお送りいたします。

【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、面接などが決定した

場合には紹介いたします。

【面接・決定】
■面接・決定

希望に叶う企業が見つかり、面接などが決定

した場合は奥サポからの紹介状をお渡しします。

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サポートいたします。


