
法人名称／所在地 事業内容 就業場所
募集職種／募集人

数／年齢制限

必要な免許・資格／経験／学歴

等

雇用形態／

賃金
仕事の内容

ハローワーク求人番号／

あきた就職ナビ求人番号

／応募方法

応募連絡先

（部署・担当者）

（電話）

（メール）

備考

株式会社伊藤羽州建

設
8:00 ～ 17:00 総務部・齋藤　修

〒017-0888 180,000円 （電話）0186-42-1111

ハローワーク求人番号：

05030-6057591

株式会社ヨコタ店装 8:45 ～ 17:45 営業・横田

〒018-5201 148,000 （電話）0186-42-1819

ハローワーク求人番号：

株式会社ヨコタ店装 8:45 ～ 17:45 営業・横田

〒018-5201 148,000円 （電話）0186-42-1819

ハローワーク求人番号：

東光コンピュータ・

サービス株式会社
8:30 ～ 17:30

株式会社東光ホールディングス

　求人窓口・渡部、菅原

〒017-0044 190,000円 （電話）0186-48-6000

ハローワーク求人番号：

05030-4236001

05030-4235501

普通自動車免許／ＩＣＴ業界

で働いた経験がある／情報関

連の専門学校以上、大学

■ＳＥ職

　お客様の要望を聞き、システム開

発を行う

■営業職

　お客様へシステムの提案及びｺﾝ

ﾋﾟｭｰﾀ関連機器の販売を行う

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※内　休憩時間７０

分／休日：土曜（カ

レンダー）日曜、祝

日、夏季休暇、年末

年始、特別休暇　年

間休日数　110日

秋田県大館市御成町

４－８－７４

～　290,000円 （メール）

tokorect@toko-akita.co.jp4 平成31年4月19日

■コンピュータ　システム開発、導入

保守に関わる業務

■コンピュータ関連機器の販売

会社ホームページ

http://www.tcs.tokogrp.co.jp

大館市、

秋田市

システムエンニ

ア、営業／２名

程度／なし

普通自動車免許／経理経験者

優遇／高卒以上

■総務職

経理や保険、書類整備等の総務業

務。経験者優遇しますが、未経験者

の応募も可能です。

応募受付の電話、メール

にお問合せください。当

社ホームページからの応

募も可能です。※／休日：日曜原則

休み。土曜祝日は会

社カレンダーによ

る。GW、お盆、正

月休みあり。

秋田県鹿角市花輪字

上中島178-1

～　200,000円 （メール）

k-yokota@titan.ocn.ne.jp3 平成31年4月19日

■商業施設、店舗、博物館等の内装設

計施工管理業務（大館営業所）

■店舗を主体とする木工什器の製作、

塗装（花輪工場）

【会社ホームページ】

https://yokota-tensou.com/

大館市 総務／1名程度／

普通自動車免許／経験不問／

高卒以上

■営業職

1　取引先との交渉、折衝

2　店舗の施工管理に関する業務（図

面、見積等の作成、資材発注管理、

施工状況の管理

3　その他上記に付随する業務

応募受付の電話、メール

にお問合せください。当

社ホームページからの応

募も可能です。※／休日：日曜原則

休み。土曜祝日は会

社カレンダーによ

る。GW、お盆、正

月休みあり。

秋田県鹿角市花輪字

上中島178-1

～　250,000円 （メール）

k-yokota@titan.ocn.ne.jp2 平成31年4月19日

■商業施設、店舗、博物館等の内装設

計施工管理業務（大館営業所）

■店舗を主体とする木工什器の製作、

塗装（花輪工場）

【会社ホームページ】

https://yokota-tensou.com/

大館市 営業職／3名程度

／

普通自動車、１級又は２級土

木施工管／土木工事の工事現

場管理の経験がある方／不問

土木工事の工事現場管理業務等に従

事します

　現場監督業務、書類等の作成など

※移動には、自己所有車を使って頂

きます（ガソリン代は会社規定によ

り支給）

事前に電話連絡の上、

「履歴書(写真貼付)、職

務経歴書書」を当社(本

社)宛に郵送してくださ

い。
※／休日：日他、年

間休日日数106日秋田県大館市字水門

前75-4

～　350,000円 （メール）

somu@itousyu.co.jp
1 平成31年4月19日

■総合建設業：建築では一般建築から

SRC構造の大規模建築、土木では舗

装、管更生、下水道工事等を得意分野

としております

【こっちゃけ登録中】

https://kocchake.com/pages/compa

ny/c_4415

大館市 工事現場管理

（土木）／若干

／不問

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：大館市）

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

法人情報 求人情報

就業時間／休日
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法人名称／所在地 事業内容 就業場所
募集職種／募集人

数／年齢制限

必要な免許・資格／経験／学歴

等

雇用形態／

賃金
仕事の内容

ハローワーク求人番号／

あきた就職ナビ求人番号

／応募方法

応募連絡先

（部署・担当者）

（電話）

（メール）

備考

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：大館市）

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

法人情報 求人情報

就業時間／休日

東光鉄工株式会社 8:00 ～ 17:00 人事担当・渡部

〒017-0012 200,000円 （電話）0186-48-6000

ハローワーク求人番号：

05030-4447601

05030-4766501

05030-4765201

東光鉄工株式会社 8:00 ～ 17:00 人事担当・渡部

〒017-0012 200,000円 （電話）0186-48-6000

ハローワーク求人番号：

05030-4756801

05030-4757201

05030-4758501

05030-4445001

東光鉄工株式会社 8:00 ～ 17:00 人事担当・渡部

〒017-0012 200,000円 （電話）0186-48-6000

ハローワーク求人番号：

05030-4759001

東光鉄工株式会社 8:00 ～ 17:00 人事担当・渡部

〒017-0012 200,000円 （電話）0186-48-6000

ハローワーク求人番号：

05030-4760901

05030-4755701

05030-4761101

普通自動車免許／営業経験１

年以上／高卒以上

取扱い製品毎に顧客情報の収集、提

案型の営業活動を行います。取扱い

製品、部門により地元エリア、広域

エリアの営業活動に分かれます。各

業界毎に専門性の高い経験、知識を

身に着けることができます。

応募受付の電話、メー

ル、ホームページにてお

問い合わせください。

※／休日：土日祝祭

日、年間休日数110

日

秋田県大館市釈迦内

字稲荷山下19-1

～　280,000円 （メール）

tokorect@toko-akita.co.jp

8 平成31年4月19日

■航空機部品、試験装置、自動搬送装

置、産業用ドローンの設計製作

■土木建築用鋼構造物、プラント機器

の設計製作および橋梁補修工事、鋼構

造物設置工事

[ホームページ]http://www.toko-

akita.co.jp

大館市 営業職／２名程

度／なし

普通自動車免許／未経験者可

／高卒以上

橋梁補修などの鋼構造物工事におけ

る現場代理人業務を担当します。土

木施工管理技士１級、２級の取得を

支援しております。

応募受付の電話、メー

ル、ホームページにてお

問い合わせください。

※／休日：土日祝祭

日、年間休日数110

日

秋田県大館市釈迦内

字稲荷山下19-1

～　300,000円 （メール）

tokorect@toko-akita.co.jp
7 平成31年4月19日

■航空機部品、試験装置、自動搬送装

置、産業用ドローンの設計製作

■土木建築用鋼構造物、プラント機器

の設計製作および橋梁補修工事、鋼構

造物設置工事

[ホームページ]http://www.toko-

akita.co.jp

大館市 土木技術者／２

名程度／なし

普通自動車免許／経験３年以

上／高卒以上

自動搬送機械、自動車タイヤ試験装

置の機械設計、電機設計のほか、農

業用ドローン、防災用ドローンなど

設計開発を担当します。廃校を利用

したテクノパーク構想により先端技

術者などの移住を支援いたします。

応募受付の電話、メー

ル、ホームページにてお

問い合わせください。

※／休日：土日祝祭

日、年間休日数110

日

秋田県大館市釈迦内

字稲荷山下19-1

～　300,000円 （メール）

tokorect@toko-akita.co.jp

6 平成31年4月19日

■航空機部品、試験装置、自動搬送装

置、産業用ドローンの設計製作

■土木建築用鋼構造物、プラント機器

の設計製作および橋梁補修工事、鋼構

造物設置工事

[ホームページ]http://www.toko-

akita.co.jp

大館市 機械技術者／２

名程度／なし

普免、建築士、建築施工管理

技士／経験１年以上／高卒以

上

自社製品の建築構造体ＴＯＫＯドー

ムをはじめとしてカーポート、シェ

ルターなどの設計施工業務のほか、

事業戦略による応用製品の研究開発

を行います。ＣＡＤによる各種図面

の作成を行います。

応募受付の電話、メー

ル、ホームページにてお

問い合わせください。

※／休日：土日祝祭

日、年間休日数110

日

秋田県大館市釈迦内

字稲荷山下19-1

～　300,000円 （メール）

tokorect@toko-akita.co.jp5 平成31年4月19日

■航空機部品、試験装置、自動搬送装

置、産業用ドローンの設計製作

■土木建築用鋼構造物、プラント機器

の設計製作および橋梁補修工事、鋼構

造物設置工事

[ホームページ]http://www.toko-

akita.co.jp

大館市 建築技術者／２

名程度／なし
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法人名称／所在地 事業内容 就業場所
募集職種／募集人

数／年齢制限

必要な免許・資格／経験／学歴

等

雇用形態／

賃金
仕事の内容

ハローワーク求人番号／

あきた就職ナビ求人番号

／応募方法

応募連絡先

（部署・担当者）

（電話）

（メール）

備考

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：大館市）

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

法人情報 求人情報

就業時間／休日

東光鉄工株式会社 8:00 ～ 17:00 人事担当・渡部

〒017-0012 200,000円 （電話）0186-48-6000

ハローワーク求人番号：

05030-4762401

社会福祉法人花輪ふ

くし会
8:30 ～ 17:30 法人本部・福本雅治

〒018-5201 167,000円 （電話）0186-22-4000

ハローワーク求人番号：

社会福祉法人花輪ふ

くし会
8:30 ～ 17:30 法人本部・福本雅治

〒018-5201 164,000円 （電話）0186－22－4000

ハローワーク求人番号：

普通自動車免許／経験不問／

大学卒

１、生活訓練、作業訓練に係る業務

２、利用者の食事、入浴、排せつ等

の介助、介護業務　３、障害者に自

立のための日中活動支援　４、その

他付随業務　　※将来的には施設運

営の幹部候補となるための関係業務

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※就業時間は、勤務

先となる施設により

異なります。／休

日：週休2日制　年

間休日数109日

秋田県鹿角市花輪案

内63－1

～　179,000円 （メール）

info@hanawafukushikai.jp

11 令和元年6月21日

特別養護老人ホーム東恵園、養護老人

ホーム和光園、地域密着型介護老人福

祉施設月山の郷、地域密着型介護老人

福祉施設鹿南の郷、東恵園地域生活支

援センター、障害者支援施設東山学

園、障害者支援施設鹿角苑、障害者支

援施設あすなろ、障害者支援施設更望

園、福祉型障害児入所施設東山学園、

地域生活支援拠点おおだて、はなわ地

域生活支援センター、とわだ地域生活

支援センター、こさか地域生活支援セ

ンターの運営　（法人のホームペー

ジ）a-hanawafukushikai.jp

鹿角市・

大館市・

小坂町

総合職／５名／

25歳未満(長期勤

続によるキャリ

ア形成のため若

者等を対象(省令

3号ｲ))

普通自動車免許（ＡＴ車限定

可）／経験不問／高卒以上

障害者、要介護高齢者等の生活訓

練、作業訓練、利用者の食事・入

浴・排泄等の介助、介護業務、障害

者の自立のための日中活動支援、そ

の他の付随業務など。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※就業時間は、勤務

先となる施設により

異なります。／休

日：週休2日制　年

間休日数109日

秋田県鹿角市花輪案

内63－1

～　179,000円 （メール）

info@hanawafukushikai.jp

10 令和元年6月21日

特別養護老人ホーム東恵園、養護老人

ホーム和光園、地域密着型介護老人福

祉施設月山の郷、地域密着型介護老人

福祉施設鹿南の郷、東恵園地域生活支

援センター、障害者支援施設東山学

園、障害者支援施設鹿角苑、障害者支

援施設あすなろ、障害者支援施設更望

園、福祉型障害児入所施設東山学園、

地域生活支援拠点おおだて、はなわ地

域生活支援センター、とわだ地域生活

支援センター、こさか地域生活支援セ

ンターの運営　（法人のホームペー

ジ）a-hanawafukushikai.jp

鹿角市・

大館市・

小坂町

介護員・支援員

／１０名／不問

普通自動車免許／経験１年以

上／高卒以上

産業機械、鋼構造物の設計製作によ

る調達業務、工程管理、原価管理な

どの業務を行います。

応募受付の電話、メー

ル、ホームページにてお

問い合わせください。

※／休日：土日祝祭

日、年間休日数110

日

秋田県大館市釈迦内

字稲荷山下19-1

～　280,000円 （メール）

tokorect@toko-akita.co.jp
9 平成31年4月19日

■航空機部品、試験装置、自動搬送装

置、産業用ドローンの設計製作

■土木建築用鋼構造物、プラント機器

の設計製作および橋梁補修工事、鋼構

造物設置工事

[ホームページ]http://www.toko-

akita.co.jp

大館市 生産管理／１名

程度／なし
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法人名称／所在地 事業内容 就業場所
募集職種／募集人

数／年齢制限

必要な免許・資格／経験／学歴

等

雇用形態／

賃金
仕事の内容

ハローワーク求人番号／

あきた就職ナビ求人番号

／応募方法

応募連絡先

（部署・担当者）

（電話）

（メール）

備考

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：大館市）

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

法人情報 求人情報

就業時間／休日

社会福祉法人花輪ふ

くし会
8:30 ～ 17:30 法人本部・福本雅治

〒018-5201 213,000円 （電話）0186－22－4000

ハローワーク求人番号：

社会福祉法人花輪ふ

くし会
8:30 ～ 17:30 法人本部・福本雅治

〒018-5201 152,000円 （電話）0186－22－4000

ハローワーク求人番号：

東北ビル管財株式会

社
8:00 ～ 17:00 総務部・三ツ倉、大浦

〒017-0871 200,000円 （電話）0186-43-0055

ハローワーク求人番号：

05030-1887201

普通自動車免許、簿記2級／

経理経験者／高卒以上

■経理管理者

売掛・買掛金の管理及び資金繰り、

会計処理チェック※銀行等への外出

用務もあります（基本的に社有車を

使用しますが、自家用車を用いた場

合は別途ガソリン代支給）

電話応募の上、履歴書

(写真貼付)を当社（本

社）総務部宛に郵送して

下さい

※／休日：土日祝・

お盆・年末年始他、

年間休日数122日

秋田県大館市片山字

中通6-2

～　250,000円 （メール）oodate@tbk-

group.co.jp

14 令和元年8月9日

■総合建物管理（設備・清掃・給食

他）、産業廃棄物、家屋解体、人材派

遣

★こっちゃけ掲載企業、働くパパママ

応援企業

【会社HP】

http://www.tbk-group.co.jp

大館市 経理管理者／１

名／59歳以下(定

年年齢を上限(省

令1号))

普通自動車免許／経験不問／

高卒

１、庶務、労務管理　　２、障害者

福祉サービス・介護保険サービス給

付費請求業務　　３、社会福祉法人

新会計基準事務処理全般　　４、電

話、来客対応等その他付随する業務

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※／休日：週休2日

制　年間休日数109

日

秋田県鹿角市花輪案

内63－1

～　164,000円 （メール）

info@hanawafukushikai.jp

13 令和元年6月21日

特別養護老人ホーム東恵園、養護老人

ホーム和光園、地域密着型介護老人福

祉施設月山の郷、地域密着型介護老人

福祉施設鹿南の郷、東恵園地域生活支

援センター、障害者支援施設東山学

園、障害者支援施設鹿角苑、障害者支

援施設あすなろ、障害者支援施設更望

園、福祉型障害児入所施設東山学園、

地域生活支援拠点おおだて、はなわ地

域生活支援センター、とわだ地域生活

支援センター、こさか地域生活支援セ

ンターの運営　（法人のホームペー

ジ）a-hanawafukushikai.jp

鹿角市・

大館市・

小坂町

事務員／２名／

25歳未満(長期勤

続によるキャリ

ア形成のため若

者等を対象(省令

3号ｲ))

普通自動車免許／経験不問／

大学・専門卒

１、日常生活を送る上で自立できる

ように、一人ひとりにあったプログ

ラムを作成し支援します。　２、基

本的身体機能の回復を図り、必要な

機能回復をサポートします。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※／休日：週休2日

制　年間休日数109

日

秋田県鹿角市花輪案

内63－1

～　218,000円 （メール）

info@hanawafukushikai.jp

12 令和元年6月21日

特別養護老人ホーム東恵園、養護老人

ホーム和光園、地域密着型介護老人福

祉施設月山の郷、地域密着型介護老人

福祉施設鹿南の郷、東恵園地域生活支

援センター、障害者支援施設東山学

園、障害者支援施設鹿角苑、障害者支

援施設あすなろ、障害者支援施設更望

園、福祉型障害児入所施設東山学園、

地域生活支援拠点おおだて、はなわ地

域生活支援センター、とわだ地域生活

支援センター、こさか地域生活支援セ

ンターの運営　（法人のホームペー

ジ）a-hanawafukushikai.jp

鹿角市・

大館市・

小坂町

ＯＴ・ＰＴ／２

名／不問
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法人名称／所在地 事業内容 就業場所
募集職種／募集人

数／年齢制限

必要な免許・資格／経験／学歴

等

雇用形態／

賃金
仕事の内容

ハローワーク求人番号／

あきた就職ナビ求人番号

／応募方法

応募連絡先

（部署・担当者）

（電話）

（メール）

備考

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：大館市）

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

法人情報 求人情報

就業時間／休日

株式会社大館製作所 8:10 ～ 16:50 総務部・桜庭

〒017-0024 147,400円 （電話）0186-48-3321

ハローワーク求人番号：

05030-1938601

株式会社　秋田ホー

ム
大館市 08:30 ～ 18:00

0170042 200,000円 0186-49-0631

秋田県大館市字観音

堂655-10

～　300,000円 応募受付の電話、メール

又はウェブサイトから応

募ください。

matudate@basil.ocn.ne.jp

株式会社　秋田ホー

ム
大館市 08:30 ～ 18:00

0170042 200,000円 0186-49-0631

秋田県大館市字観音

堂655-10

～　300,000円 応募受付の電話、メール

又はウェブサイトから応

募ください。

matudate@basil.ocn.ne.jp

株式会社　秋田ホー

ム
大館市 08:30 ～ 18:00

0170042 200,000円 0186-49-0631

秋田県大館市字観音

堂655-10

～　300,000円 応募受付の電話、メール

又はウェブサイトから応

募ください。

matudate@basil.ocn.ne.jp

ハローワーク求人番号：

05030-4650701

現場施工管理者

水、木

0

18 令和元年8月23日

【】 現場施工管理者

【移住支援金対

象】／／

／／

／／ 建築設計技術者

水、木

0

住宅・不動産営業

水、木

0

17 令和元年8月23日

【】 建築設計技術者

【移住支援金対

象】／／

16 令和元年8月23日

【】 住宅営業【移住

支援金対象】／

／

／／

普通自動車免許／経験不問／

高卒以上

■製缶溶接業務

　鋼材等切断、折り曲げ、溶接作業

等に

　より、物の形を構成していきま

す。

■組立仕上げ業務

　加工された部品、部材を組立て、

製品

　を仕上げていきます。

■機械加工業務

　ＭＣ，ＮＣ等の工作機械を操作し

て、

　部品等の加工をしていきます。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

　（ハローワークに求人

票あり）

※／休日：日祝祭日

他、年間休日日数

100日

秋田県大館市大茂内

字中瘤之木岱49-1

～　209,000円 （メール） info@ohdate.co.jp

15 令和元年8月9日

■鉄道保安用品製造

■下水処理場等の処理関連機器

■一般産業機器製造及び加工

【会社ホームページ】

http://ohdate.co.jp

大館市 生産技能職／２

名程度／45歳未

満(長期勤続によ

るキャリア形成

のため若者等を

対象(省令3号ｲ))
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法人名称／所在地 事業内容 就業場所
募集職種／募集人

数／年齢制限

必要な免許・資格／経験／学歴

等

雇用形態／

賃金
仕事の内容

ハローワーク求人番号／

あきた就職ナビ求人番号

／応募方法

応募連絡先

（部署・担当者）

（電話）

（メール）

備考

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：大館市）

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

法人情報 求人情報

就業時間／休日

秋田ウッド株式会社 大館市 製造職正社員 0:00 ～ 0:00 長谷川

0170002 150,000円 05030-5877791 0186-47-2230

秋田県大館市白沢字

松原570

～　240,000円 履歴書、職務経歴書、紹

介状を当社宛に郵送また

は持参

菱明三菱電機機器販

売　株式会社
大館市 08:30 ～ 17：30 05010-1907501

0100924 180,000円 2979 018-862-5511

秋田県秋田市旭北寺

町1-2

～　350,000円 応募の際は、履歴書及び

職務経歴書を本社まで送

付下さい。

※ハローワークなど各採

用媒体経由でも構いませ

ん。

recruit_rm@ryomei.co.jp

三菱電機の総合代理店として、秋田

県での三菱電機製品のBtoB向けの卸

売りを一手に引き受け、ビル・公共

設備、工場設備、ロボットシステ

ム、各種FA機器、ネットワークカメ

ラ、セキュリティシステムなどの営

業を行います。

 ＜取引先＞

お客様は秋田県の各企業や官公庁が

中心です。当社は創業70年を超えて

いる為、お取引の長いお客様も多

く、最初は既存の社員と共に得意先

のフォローからスタートして頂きま

す。

ハローワーク求人番号：

05010-13567401

土、日、祝

年間休日125日程度

お盆、年末年始の長

期休暇あり

祝日勤務の場合には

代休申請可

20 令和元年10月11日

三菱電機の事業領域（ビル、産業・

FA、公共、エネルギー、交通、自動車

機器、宇宙、通信、半導体・電子デバ

イス、空調・冷熱、ホームエレクトロ

ニクス、ITソリューション）を取り扱

う部隊を保有し、プランニングから導

入に関わる全てを行っています。

新たな領域として、3DCAD、3Dプリ

ンタ、マシニングセンタを導入。高度

な加工、製造技術を実現できるチーム

を構築し、さらにAI・Machine

Learningも組み合わせた、ロボット・

省力化技術の研究開発に取り組みロ

ボットSI事業や次世代植物工場のプロ

トタイプなどの事業化を進めていま

す。

【http://www.ryomei.co.jp/】

セールスエンジ

ニア（大館勤

務）【移住支援

金対象】／2名程

度／

／経験不問／高卒以上

普通自動車免許（通勤用）／

経験不問／高卒以上

木質建築廃材や工場から排出される

プラスチック端材を活用して、デッ

キやルーバー材などの再生木材

「AO-Mwood」を製造しています。

材料の投入、造粒、押出成形、表面

加工、組立て、検査の製造業務に従

事していただきます。

初めは軽度な作業から、機械操作に

ついても実務研修で覚えていただき

ます。

夜勤も可能な方を希望します（3週に

1週の割合）。

土、日、その他

GW、お盆、年末年

始休暇あり

19 令和元年9月6日

【http://www.akitawood.e-

const.jp】

再生木材の製造

社員募集！移住

したら最大200

万円支給！【移

住支援金対象】

／1名程度／40

歳以下(長期勤続

によるキャリア

形成のため若者

等を対象(省令3

号ｲ))
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法人名称／所在地 事業内容 就業場所
募集職種／募集人

数／年齢制限

必要な免許・資格／経験／学歴

等

雇用形態／

賃金
仕事の内容

ハローワーク求人番号／

あきた就職ナビ求人番号

／応募方法

応募連絡先

（部署・担当者）

（電話）

（メール）

備考

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：大館市）

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

法人情報 求人情報

就業時間／休日

医療法人　光智会 大館市 08:40 ～ 17：20 佐藤　正行

0170872 201,200円  0186-49-2240

秋田県秋田県大館市

片山町3-14-14大館介

護センター

～　237,700円 応募受付の電話又はメー

ルから応募ください。

kochikaijmk@kochikai.jp

医療法人　光智会 大館市 08:40 ～ 17：20 05030-218601 佐藤　正行

0170872 156,500円  0186-49-2240

秋田県秋田県大館市

片山町3-14-14大館介

護センター

～　280,600円 応募受付の電話又はメー

ルから応募ください。

kochikaijmk@kochikai.jp

医療法人　光智会 大館市 08:40 ～ 17：20 佐藤　正行

0170872 149,100円  0186-49-2240

秋田県秋田県大館市

片山町3-14-14大館介

護センター

～　238,800円 応募受付の電話又はメー

ルから応募ください。

kochikaijmk@kochikai.jp

ハローワーク求人番号：

05030-4793601

介護福祉士は尚可　　　介護

職員初任者研修修了者　　普

通自動車免許／実務経験３年

以上／不問

施設内において介護業務全般（生活

支援、食事介助、入浴介助等）に従

事していただきます。その他

　希望する休みがあ

る場合事前要請で配

慮あり

施設内において看護業務全般に従事

していただきます。

その他

　希望する休みがあ

る場合事前要請で配

慮あり

23 令和2年1月24日

当法人は療養型医療施設・介護老人保

健施設及び在宅介護サービスとして訪

問看護ステーション・グループホー

ム・居宅介護支援事業所を経営してお

り、地域に密着した医療福祉に貢献し

ています。また託児所も完備してお

り、市の「働くパパママ応援企業」の

認定も受け、利用料も無料で対応して

おり、小さいお子様がいても安心して

働ける職場環境に日々努めています。

【www.kochikai.jp】

介護職員【移住

支援金対象求

人】／3／64歳

以下(定年年齢を

上限(省令1号))

22 令和2年1月24日

当法人は療養型医療施設・介護老人保

健施設及び在宅介護サービスとして訪

問看護ステーション・グループホー

ム・居宅介護支援事業所を経営してお

り、地域に密着した医療福祉に貢献し

ています。また託児所も完備してお

り、市の「働くパパママ応援企業」の

認定も受け、利用料も無料で対応して

おり、小さいお子様がいても安心して

働ける職場環境に日々努めています。

【www.kochikai.jp】

看護職員【移住

支援金対象求

人】／2／64歳

以下(定年年齢を

上限(省令1号))

看護師又は准看護師　　　普

通自動車免許／／不問

診療放射線技師　　　　普通

自動車免許／／不問

施設内において診療放射線技師「業

務全般（一般撮影・ＣＴ他）に従事

していただきます。土、日、祝

0

21 令和2年1月24日

当法人は療養型医療施設・介護老人保

健施設及び在宅介護サービスとして訪

問看護ステーション・グループホー

ム・居宅介護支援事業所を経営してお

り、地域に密着した医療福祉に貢献し

ています。また託児所も完備してお

り、市の「働くパパママ応援企業」の

認定も受け、利用料も無料で対応して

おり、小さいお子様がいても安心して

働ける職場環境に日々努めています。

【www.kochikai.jp】

診療放射線技師

【移住支援金対

象求人】／1／

64歳以下(定年年

齢を上限(省令1

号))
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法人名称／所在地 事業内容 就業場所
募集職種／募集人

数／年齢制限

必要な免許・資格／経験／学歴

等

雇用形態／

賃金
仕事の内容

ハローワーク求人番号／

あきた就職ナビ求人番号

／応募方法

応募連絡先

（部署・担当者）

（電話）

（メール）

備考

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：大館市）

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

法人情報 求人情報

就業時間／休日

株式会社イトウビル

ド
大館市 08:30 ～ 17：00 田村

0170884 180,000円 0186-42-4545

秋田県大館市土飛山

下26-1

～　280,000円 履歴書を当社(所在地住

所)宛郵送または持参く

ださい

【建築技術者】

当社において、建築技術者として下

記業務に従事していただきます

◎住宅設計提案業務

◎積算・設計業務

◎工事現場管理業務

※試用期間：3ヶ月（その間、賃金等

同条件）

※明るく対応が出来る方又協調性を

発揮できる方を希望します

ハローワーク求人番号：

05030-2480701

土、日

土日勤務あり。会社

年間カレンダーによ

る。

24 令和2年1月24日

■住宅の新築、リフォーム及び不動産

事業をメインとしています

■健康住宅・注文住宅の設計・施工で

本物の木の家づくりを目指しています

【会社ホームページ】

http://www.itobuild.co.jp【】

建築技術者【移

住支援金対象】

／／64歳以下(定

年年齢を上限(省

令1号))

普通自動車免許（AT限定不

可）、二級建築士以上／パソ

コン操作できる方（ワード・

エクセル等）、建築実務経験

者／高卒以上
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