
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

本荘電気工業株式会

社
8:30 ～ 17:00 社長室・佐藤　英夫

〒010-0973 183,000円 （電話）018-823-7281

ハローワーク求人番号：

05010-16387691

本荘電気工業株式会

社
8:30 ～ 17:00 社長室・佐藤　英夫

〒010-0973 171,000円 （電話）018-823-7281

ハローワーク求人番号：

株式会社　小貫建設 8:00 ～ 17:00 経理部・小貫

〒019-1234 214,000円 （電話）0187-83-2601

ハローワーク求人番号：

05040-3376701

株式会社　池田薬局 8:30 ～ 17:30
経営管理本部　人事総務課・安藤

大輔

〒015-0051 287,000円 （電話）0184-22-2228

ハローワーク求人番号：

薬剤師免許／不問(経験あれ

ば尚可)／不問

薬剤師業務全般

・調剤薬局における、一般調剤及び

薬剤の管理、店舗の管理業務

・薬局店舗営業における管理業務全

般

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※９時～１８時、１

０時～１９時などシ

フトによる／休日：

日祝他、年間休日数

105日

秋田県由利本荘市川

口字八幡前261

～　430,000円 （メール）

info-hr@ikeyaku.co.jp
4 平成31年4月19日

健康サポート調剤薬局事業（保険調

剤、ＯＴＣ、化粧品、居宅介護支援、

健康栄養サポート）

【会社ホームページ】

http://www.ikeyaku.co.jp

秋田市、

由利本性市、

にかほ市、

大仙市、

横手市、

湯沢市、

能代市、

八郎潟町

薬剤師／5名／

59歳以下(定年年

齢を上限(省令1

号))

1級または2級土木施工管理技

士・普通免許／施工管理の実

務経験のある方／高卒以上

工事現場の施工管理業務 電話またはメールにてお

問い合わせください。

※午前・午後休憩30

分・昼休憩1時間／

休日：週休2日他会

社カレンダーによる

秋田県仙北郡美郷町

飯詰字東西法寺148-5

～　310,000円 （メール）

keiri@onukikensetsu.co.jp
3 平成31年4月19日

総合建設業（土木・建築・舗装・造

園）会社ホームページ

http://www.onukikensetsu.co.jp

美郷町・

大仙市

施工管理技士／

若干名／

・普通自動車免許

・ＰＣ(ワード・エクセル)／

経験不問／高卒以上

■官公庁および企業への営業活動。

積算、入札事務、入札等届出にかか

る書類提出

　＊営業範囲は各管内の官公庁及び

企業

　＊移動には自家用車を使用(ガソリ

ン代等費用は会社負担)

　＊転勤あり　秋田県内営業所及び

東京支社（東京都千代田区）

電話・メール・ホーム

ページ・郵送にて受付

後、応募書類(履歴書・

職務経歴書）を送付

住宅手当10,000円～15,000円

運転手当5,000円　　役付、資

格、技術、通勤手当

（※赤字部分H31.4.26修正）※／休日：土日祝日

その他会社が定める

日

秋田県秋田市八橋本

町3-3-3

～　211,000円 （メール）

sato_hideo@hecic.co.jp
2 平成31年4月19日

■官公庁・企業等の電気設備工事の設

計・積算・施工管理

[会社ホームページ]

http://hecic.co.jp/

秋田市・

由利本荘市・

能代市・

大仙市

営業／１名／不

問

・普通自動車免許

・電気工事施工管理技士に興

味のある方／経験不問／高卒

以上

■電気工事の設計・積算・施工管理

に従事していただきます。主に商業

ビル、病院、工場、トンネル、道路

照明等大型工事

　＊現場は秋田県内が中心。稀に県

外への出張もあり。

　＊移動には自家用車を使用(ガソリ

ン代等費用は会社負担)

　＊転勤あり　秋田県内営業所及び

東京支社（東京都千代田区）

　＊資格取得に関しては、会社で全

面的にバックアップします。

電話・メール・ホーム

ページ・郵送にて受付

後、応募書類(履歴書・

職務経歴書）を送付

住宅手当10,000円～15,000円

運転手当5,000円　工具手当

1,550円　役付、資格、技術、通

勤手当

（※赤字部分H31.4.26修正）
※／休日：土日祝日

その他会社が定める

日(1年間変形勤務体

制）

秋田県秋田市八橋本

町3-3-3

～　271,500円 （メール）

sato_hideo@hecic.co.jp

1 平成31年4月19日

■官公庁・企業等の電気設備工事の設

計・積算・施工管理

[会社ホームページ]

http://hecic.co.jp/

秋田市・

由利本荘市・

能代市・

大仙市

電気工事エンジ

ニア／２名／不

問

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：大仙市）

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：大仙市）

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

東電化工業株式会社 ～ 05040-6397491 伊藤　伸郎

〒019-2401 143,000円 018-892-3411

秋田県大仙市協和字

善知鳥14-1

～　220,000円 事前に電話連絡の上、履

歴書、職務経歴書を当社

へ郵送

ｎ_ito@azumadenka.co.ｊｐ

ハローワーク求人番号：

株式会社秋田バイオ

マスチップ
8:00 ～ 17:00 (株)門脇木材　総務課・千葉

〒019-2521 160,000円 （電話）0187-44-2942

ハローワーク求人番号：

05040-5140691

大曲舗装株式会社 8:00 ～ 17:00 総務課・三浦

〒014-0027 160,000円 （電話）0187-62-5109

ハローワーク求人番号：

05040-4628301

05040-4626501

■土木作業員

・建設現場での作業

・オペレ－タ－

■土木技術者

・土木工事現場の施工管理業務

・工事関係の現場管理

・土木施工管理に伴う書類作成

・発注者への書類提出

・業者との打合せ

・作業員への指示

・その他付随する業務

応募受付の電話

※／休日：第2　第4

土曜日秋田県大仙市大曲通

町13-7

～　350,000円 （メール）

秋田県大仙市協和稲

沢字台林18-1

～　250,000円 （メール）

wood9＠hana.or.jp

7 平成31年4月19日

一般土木工事・舗装工事 大仙市 土木技術者　土

木作業員／３名

程度／

普通自動車免許 ／経験不問

／高卒以上

重機オペレー

ター／3名程度／

64歳以下(定年年

齢を上限(省令1

号))

不問/車両系建設機械、大型

特殊自動車免許 尚可／不問/

重機操作経験者は尚可／高卒

以上

工場内で重機オペレーターに従事し

ていただきます。

・重機を用いて原木の整理やチップ

生産等を行います。

・原木の移動や積込・積み下ろし

・冬季間は工場内等の除雪作業も行

います。

・その他付随する作業。

ハローワーク紹介状、

履歴書→写真添付

※／休日：第2・第4

土曜日、日祝祭日、

年間休日日数100日

／経験不問／ *電子部品のめっき各ラインの製品検

査・出荷梱包

　「製造部」にて、製造・検査及び

関連作業をやっていただきます。

*製品の受入および出荷

*製品の検査・梱包

※検査業務は目視と解析機器による

めっきの膜厚測定です。

※各種資格取得を奨励

◎さまざまな仕事上の悩みを相談で

きる「相談員」を配置しています。

◆秋田県奨学金返還助成制度対象企

業◆

その他

会社カレンダーによ

る

6 平成31年4月19日

木質チップ製造 大仙市

5 平成31年4月19日

プリント基板・半導体・電子部品・セ

ラミック基板等へのめっき加工全般

〔会社ホームページ〕

http://www.azumadenka.co.jp/

大仙市 製造管理全般／

／
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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：大仙市）

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

鶴谷産業株式会社 8:00 ～ 17:00 代表取締役　・鶴谷　敏美

〒019-1234 270,000円 （電話）0187-82-1296

ハローワーク求人番号：

05040-4436601

鶴谷産業株式会社 8:00 ～ 17:00 代表取締役　・鶴谷　敏美

〒019-1234 220,000円 （電話）0187-82-1296

ハローワーク求人番号：

05040-4610301

鶴谷産業株式会社 8:00 ～ 17:00 代表取締役　・鶴谷　敏美

〒019-1234 180,000円 （電話）0187-82-1296

ハローワーク求人番号：

05040-4437901

普通自動車免許（業務用・AT

限定不可）／不問　※土木経

験者や資格者優遇いたしま

す。／不問

■土木作業全般で、特に道路改良工

事・舗装工事・ほ場整備工事の用・

排水路工や暗渠排水工事の重機では

できない手作業です。

■長期に勤務出来る方を希望しま

す。　　　　　■未経験の方でも丁

寧に指導致します。

■その他必要な資格は会社が負担し

取得してもらいます。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※時間外　あり　月

平均　1時間

休憩時間　120分／

休日：休日　日他

第二・第四土曜日は

原則休み（業務によ

り変動有り）年末年

始・お盆・ゴールデ

ンウイーク　その他

会社カレンダーによ

る

秋田県仙北郡美郷町

飯詰字中鶴田15-1

～　230,000円 （メール）

e-mail／

tsuruya.toshimi@tsuruya-

s.co.jp.
10 平成31年4月26日

■土木工事（公共工事・民間工事）

■舗装工事（公共工事・民間工事）

■育苗培土製造販売

美郷町・

大仙市・

横手市

土木作業員／3名

／不問

2級土木施工管理技士・普通

自動車免許（業務用・AT限定

不可）／土木施工管理業務／

不問

■町や県が発注する道路改良工事・

舗装工事・ほ場整備工事の用・排水

路工や暗渠排水工事等の土木施工管

理業務全般です。　　　■2級土木施

工管理技士の資格は持っているの

に、現場に出た事が無く、よくわか

らない方でも、親切丁寧に指導いた

しますので心配いりません。

■業務拡張に伴い、あなたの力が必

要です。

■あなたの応募まっています。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※時間外　あり　月

平均　1時間

休憩時間　120分／

休日：休日　日他

第二・第四土曜日は

原則休み（業務によ

り変動有り）年末年

始・お盆・ゴールデ

ンウイーク　その他

会社カレンダーによ

る

秋田県仙北郡美郷町

飯詰字中鶴田15-1

～　270,000円 （メール）

e-mail／

tsuruya.toshimi@tsuruya-

s.co.jp.
9 平成31年4月26日

■土木工事（公共工事・民間工事）

■舗装工事（公共工事・民間工事）

■育苗培土製造販売

美郷町・

大仙市・

横手市

土木施工管理技

士（2級）／1名

／不問

1級土木施工管理技士・普通

自動車免許（業務用・AT限定

不可）／土木施工管理業務／

不問

■町や県が発注する道路改良工事・

舗装工事・ほ場整備工事の用・排水

路工や暗渠排水工事等の土木施工管

理業務全般です。　　　■長期に勤

務出来る方を希望します。　　　■

その他必要な資格は会社が負担し取

得してもらいます。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※時間外　あり　月

平均　1時間

休憩時間　120分／

休日：休日　日他

第二・第四土曜日は

原則休み（業務によ

り変動有り）年末年

始・お盆・ゴールデ

ンウイーク　その他

会社カレンダーによ

る

秋田県仙北郡美郷町

飯詰字中鶴田15-1

～　350,000円 （メール）

e-mail／

tsuruya.toshimi@tsuruya-

s.co.jp.
8 平成31年4月26日

■土木工事（公共工事・民間工事）

■舗装工事（公共工事・民間工事）

■育苗培土製造販売

美郷町・

大仙市・

横手市

土木施工管理技

士（1級）／1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：大仙市）

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

鶴谷産業株式会社 8:00 ～ 17:00 代表取締役　・鶴谷　敏美

〒019-1234 250,000円 （電話）0187-82-1296

ハローワーク求人番号：

株式会社　サンコー

ホーム
9:00 ～ 18:00 人財開発室・高橋

〒013-0064 200,000円 （電話）0182－35－4779

ハローワーク求人番号：

株式会社　サンコー

ホーム
9:00 ～ 18:00 人財開発室・高橋

〒013-0064 200,000円 （電話）0182－35－4779

ハローワーク求人番号：

普通自動車免許／経験不問／

高卒以上

展示場やイベントご来場いただいた

お客様のご案内、接客、家づくりに

関するアドバイス、ライフプランの

ご提案を行います。

応募受付の電話・メール

にてご応募・お問い合わ

せください※／休日：水曜定休

含む、年間休日105

日

秋田県横手市赤坂字

館ノ下155

～　350,000円 （メール）

recruit@sanko-home.co.jp
13 令和元年5月17日

■注文住宅の販売及び設計施工

住宅リフォーム・増改築

不動産関連事業

会社ホームページ

https://www.sanko-home.co.jp/

横手市・

大仙市・

秋田市

営業／5名／40

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／経験者優遇

／高卒以上

新築住宅の設計・コーディネート、

施工管理（予算管理・資材の発注管

理・工程管理）を行います。

応募受付の電話・メール

にてご応募・お問い合わ

せください※／休日：水曜定休

含む、年間休日105

日

秋田県横手市赤坂字

館ノ下155

～　350,000円 （メール）

recruit@sanko-home.co.jp

12 令和元年5月17日

■注文住宅の販売及び設計施工

住宅リフォーム・増改築

不動産関連事業

会社ホームページ

https://www.sanko-home.co.jp/

横手市・

大仙市・

秋田市

設計・施工管理

／5名／40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（業務用・AT

限定不可）、車両系建設機

械、小型移動式クレーン／土

木作業でのバックホウオペ

レーター経験者／不問

■土木作業全般で、特に道路改良工

事・舗装工事・ほ場整備工事の用・

排水路工や暗渠排水工事のバックホ

ウの運転及びダンプ運転です。

■長期に勤務出来る方を希望しま

す。　　　　　　　　　　　　　■

除雪が出来れば尚可。

■その他必要な資格は会社が負担し

取得してもらいます。

（60歳以上の方の応募歓迎致しま

す）

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※時間外　あり　月

平均　1時間

休憩時間　120分／

休日：休日　日他

第二・第四土曜日は

原則休み（業務によ

り変動有り）年末年

始・お盆・ゴールデ

ンウイーク　その他

会社カレンダーによ

る

秋田県仙北郡美郷町

飯詰字中鶴田15-1

～　270,000円 （メール）

e-mail／

tsuruya.toshimi@tsuruya-

s.co.jp.
11 平成31年4月26日

■土木工事（公共工事・民間工事）

■舗装工事（公共工事・民間工事）

■育苗培土製造販売

美郷町・

大仙市・

横手市

重機オペレー

ター／1名／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：大仙市）

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　サンコー

ホーム
9:00 ～ 18:00 人財開発室・高橋

〒013-0064 200,000円 （電話）0182－35－4779

ハローワーク求人番号：

三国商事株式会社 - ～ - 総務部・今野、目黒

〒018-3102 167,850円 （電話）0185-73-3311

ハローワーク求人番号：

05031-1089401

三国商事株式会社 - ～ - 総務部・今野、目黒

〒018-3102 167,850円 （電話）0185-73-3311

ハローワーク求人番号：

05031-1773201

三国商事株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・今野、目黒

〒018-3102 167,850円 （電話）0185-73-3311

ハローワーク求人番号：

05031-1924801

・普通自動車免許・危険物乙

種4類（あれば尚可）／経験

不問。／不問。

■企業向け燃料等の営業販売を行っ

ていただきます。

※営業業務全般（ルート営業・新規

開拓）

※営業車両、会社携帯電話使用

※ノルマはありません。

※未経験者には1年程度の研修

（OJT）を実施します。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※／休日：日他。年

間休日95日。秋田県能代市二ツ井

町小繋字恋の沢77-1

～　202,500円 （メール）h.meguro@sm-

mikuni.co.jp

17 令和元年8月9日

■石油製品販売

（ガソリンスタンド・灯油、軽油配

送・オイル、カー用品販売）

【会社ホームページ】

http://mikuni-energy.co.jp/

秋田市、由利

本荘市、大仙

市、横手市、

北秋田市、能

代市

営業／3名程度／

なし

・普通自動車免許・危険物乙

種4類（あれば尚可）／経験

不問。／不問。

■灯油、軽油の配送業務を担当して

いただきます。（ミニローリーでの

一般家庭への灯油配送、企業等へ軽

油配送）　　　■新規勧誘活動、

カー用品、贈答品等の受注業務、集

金、チラシ配布、その他付随する業

務。

※冬期間（11月～4月）は配送業務

が中心で、残業があります。（月45

時間程度）

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※8:00～20:00の間

の8時間程度。／休

日：ローテーション

による。年間休日95

日。

秋田県能代市二ツ井

町小繋字恋の沢77-1

～　202,500円 （メール）h.meguro@sm-

mikuni.co.jp

16 令和元年8月9日

■石油製品販売

（ガソリンスタンド・灯油、軽油配

送・オイル、カー用品販売）

【会社ホームページ】

http://mikuni-energy.co.jp/

秋田市、由利

本荘市、大仙

市、横手市、

北秋田市、能

代市

灯油、軽油配送

スタッフ／3名程

度／なし

・普通自動車免許・危険物乙

種4類（あれば尚可）／経験

不問。／不問。

■ガソリンスタンド業務全般に従事

していただきます。給油作業の他、

窓拭きや洗車業務、その他車に関す

る軽整備（オイル・タイヤ交換等）

があります。伝票作成、現金での精

算業務等その他雑務もあります。

※ガソリンスタンド業務に対応でき

る体力を必要とします。接客業の

為、笑顔で明るく元気な対応をして

いただきます。

※危険物乙4類の資格ある方歓迎、優

遇いたします。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※8:00～17:00、

10:00～19:00

※又は7:00～22:00

の間の8時間程度。

／休日：4週7休（シ

フト制による）、年

間休日95日

秋田県能代市二ツ井

町小繋字恋の沢77-1

～　202,500円 （メール）h.meguro@sm-

mikuni.co.jp

15 令和元年8月9日

■石油製品販売

（ガソリンスタンド・灯油、軽油配

送・オイル、カー用品販売）

【会社ホームページ】

http://mikuni-energy.co.jp/

秋田市、由利

本荘市、大仙

市、横手市、

北秋田市、能

代市

ガソリンスタン

ドスタッフ／3名

程度／なし

普通自動車免許／経験不問／

高卒以上

ご建築いただいたお客様の定期点検

の訪問、急なアフターに対応します

応募受付の電話・メール

にてご応募・お問い合わ

せください※／休日：水曜定休

含む、年間休日105

日

秋田県横手市赤坂字

館ノ下155

～　400,000円 （メール）

recruit@sanko-home.co.jp
14 令和元年5月17日

■注文住宅の販売及び設計施工

住宅リフォーム・増改築

不動産関連事業

会社ホームページ

https://www.sanko-home.co.jp/

横手市・

大仙市・

秋田市

アフターメンテ

ナンス／3名／特

になし
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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：大仙市）

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　大仙

ふくし会
大仙市 0:00 ～ 0:00

05040-6816191

05040-517001

05040-515201

05040-200001

0191701 132,700円 0187-87-1112

秋田県大仙市神宮寺

字本郷道南78

～　259,500円 ハローワークを通し又は

直接法人事務局へ事前連

絡の上、必要書類を送付

又は持参してください。

後日、書類選考後、面接

日時等についてご連絡い

たします。

株式会社　さとう 大仙市 08:00 ～ 17:30 竹内　初

0141412 200,000円 3117 0187-65-3232

秋田県大仙市藤木字

東八圭68-5株式会社

さとう　自社家屋

～　310,000円 電話、メールでの受付 kksatou@sirius.ocn.ne.jp

ハローワーク求人番号：

05040-3854901

建築士（2級以上）、建築施

工管理技士（2級以上）いず

れかが望ましい／経験者優遇

／高卒以上

・建築工事現場の管理　・建築図面

の作成　・建築工事の見積書の作成

・作業員への指示　・業者との打ち

合わせ

※建築図面の作成には専用のソフト

を使用したパソコン操作があります

が、使い方については指導致します

ので安心してください。

※建築現場の管理経験者もしくはそ

れに準ずる経験者、歓迎いたしま

す。

※建築士（2級以上）、または建築施

工管理技士（2級以上）いずれかが望

ましい。

※普通自動車免許（業務用・通勤

用）

※Aターン者の応募、歓迎致しま

す。

※若年層の人材も、やる気があれば

育てます。資格取得に向けての道も

あります。

日、祝

土曜は隔週（第2・

第4）　祝日　お

盆・年始年末

入居者等、施設利用者に対する身体

介護業務全般を担当して頂きます。

身の回りのお世話、食事介助、入浴

介助、排泄介助、その他関連する業

務。

キャリアパスに応じた人材育成計画

がありますので、安心してキャリア

アップして頂けます。

その他

・1ヶ月を通じて1週

40時間を超えないよう

に休暇を付与

・年末年始（12/29-

1/3）及び国民の祝日

については振替

・年次有給休暇は、待

機期間無く採用日に応

じて付与（4/1採用の

場合、採用日に15日付

与）、また半日/時間

単位で取得可

・有給の特別休暇多数

（結婚休暇、産前産後

休暇、子の看護休暇、

介護休暇、病気休暇、

リフレッシュ休暇な

ど）

19 令和2年1月10日

【就業時間】8：00～17：30　【休

日】日・祝日・隔週（第2・第4土曜

日）平成30年度実績109日・お盆、年

始年末【定年制】あり【再雇用】あ

り、65歳まで【賞与】年２回（８月・

１２月）【昇給】あり【通勤手当】あ

り　７，０００円まで　　　　※通勤

にかかるガソリン代は別途支給

【加入保険等】　雇用、労災、健康、

厚生、厚生年金基金、退職金共済

【退職金制度】あり

【時間外】あり（月平均１０時間程

度）

【休憩時間】１２０分

【月平均労働日数】21.,3日

【賃金等】　200,000～310,000

基本給：135,000～190,000　現場手

当（40,000～60,000）　車両・通信手

当（20,000）　資格・技術手当

（5,000～40,000）

【http://kksatou.jp/】

 建築技術者【移

住支援金対象】

／2／59歳未満

18 令和元年12月20日

・働きやすく、働き甲斐を持って、働き続

けることができる法人です。職員の声を当

法人ＨＰでで掲載していますのでぜひご覧

ください。

・秋田県介護サービス事業所認証評価制度

認証事業所、秋田県子育て応援企業表彰受

賞

・女性職員育児休業取得率100％（直近5

年）、男性職員及びパート職員の育児休業

取得実績有、介護休業取得実績有、育児/

介護短時間勤務制度、母性健康管理/ＷＬ

Ｂ（ワーク・ライフ・バランス：仕事と生

活の調和）に関する取組集、半日/時間単

位で有給取得可、有給の特別休暇多数（結

婚休暇、産前産後休暇、子の看護休暇、介

護休暇、病気休暇、リフレッシュ休暇な

ど）、キャリアパス/人材育成計画/面談等

によりキャリアアップを応援、より高い資

格取得を目指す職員のための研修・受講体

制支援や財政支援有、人間ドック助成、退

職金制度２本立て、合同交流会、イクボス

研修やハラスメント防止研修等により制度

を利用しやすい風土づくりやお互い様の意

識づくりを進める研修なども

【http://www.daisen-f.com】

介護職員【移住

支援金対象】／1

／59歳以下

初任者研修以上（保有資格に

より給与格付けに反映）、資

格がない場合も可／不問／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：大仙市）

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

株式会社門脇木材 大仙市 08:00 ～ 17：00 05041-68901 千葉　真奈実

0141113 160,000円 3628 0187-44-2942

秋田県仙北市田沢湖

卒田字柴倉135

～　200,000円 応募希望者はハローワー

ク窓口にて相談・事前連

絡の上、履歴書・紹介状

を郵送又は持参願いま

す。

株式会社門脇木材 大仙市 08:00 ～ 17：00 05041-68901 千葉　真奈実

0141113 160,000円 3628 0187-44-2942

秋田県仙北市田沢湖

卒田字柴倉135

～　200,000円 応募希望者はハローワー

ク窓口にて相談・事前連

絡の上、履歴書・紹介状

を郵送又は持参願いま

す。

ＭＥＰ株式会社 大仙市 8:30 ～ 17:30 05040-418501

0141413 140,000円 0187-65-2265

秋田県大仙市角間川

町字小萩立32

～　170,000円 応募受付は電話にて受け

付けます。

金属加工作業全般に従事していただ

きます。

工場内での金属加工、組立作業、

ボール盤作業など細かい作業もあり

ます。

その他製造全般に付随する業務とな

ります。

各作業を経験し、将来は適正に応じ

て「営業」としての業務を担当する

こともできます。

【Ａターン者歓迎】

日、祝

22 令和2年1月17日

会社の業績に応じ、社員に還元するこ

とを表明し、処遇改善に積極的に取り

組んでいます。

各種資格試験に挑戦し、取得出来るま

で、全面的にバックアップ致します。

未経験者からでも教育します。（ＨＰ

に実担当者の声を記載しておりま

す。）

女性が働きやすい会社を目指していま

す。【http://www.mep-akita.jp/】

精密板金工【ト

ライアル雇用併

用求人】【移住

支援金対象】／1

名／35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／不問／不問

普通自動車免許（通勤用）、

フォークリフト資格／不問／

不問

・製材機械を操作して丸太等を建築

用などの角材や板に製材していただ

きます。

　フォークリフトを使用して製材前

の原木や製材品の運搬作業がありま

す。（フォークリフト資格者）

・その他の作業として、製材品の仕

分けや板材の結束などの補助作業も

あります。

※会社全額負担による資格取得制度

があります。

日、祝

土曜日は隔週休み

・製材機械を操作して丸太等を建築

用などの角材や板に製材していただ

きます。

　フォークリフトを使用して製材前

の原木や製材品の運搬作業がありま

す。（フォークリフト資格者）

・その他の作業として、製材品の仕

分けや板材の結束などの補助作業も

あります。

※会社全額負担による資格取得制度

があります。

日、祝

土曜日は隔週休み

21 令和2年1月10日

【事業内容】

・造林保育　・伐採　・集材搬出　・

林業作業一般

・土木工事　・製材、土木工事用木製

品製作

構内製材作業員

【移住支援金対

象】／／64歳未

満

20 令和2年1月10日

【事業内容】

・造林保育　・伐採　・集材搬出　・

林業作業一般

・土木工事　・製材、土木工事用木製

品製作

構内製材作業員

【移住支援金対

象】／／64歳未

満

普通自動車免許（通勤用）、

フォークリフト資格／不問／

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：大仙市）

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

株式会社ダイヤ 大仙市 08:30 ～ 17:30 05040-832001

0140052 170,000円 3810

秋田県大仙市大曲川

原町4-10-4

～　250,000円 応募受付の電話へご応募

ください。

ハローワーク求人番号：

05040-4477601

株式会社ダイヤ 大仙市 08:30 ～ 17:30 05040-833301

0140052 200,000円 3807

秋田県大仙市大曲川

原町4-10-4

～　300,000円 応募受付の電話へご応募

ください。

ハローワーク求人番号：

05040- 833301

＊ＣＡＤ（ＪＷ－ＣＡＤ）での図面

作成及び関連する書類作成業務

＊その他付随する業務

※主に畜舎設計・建築確認申請のた

めの図面・書類を作成します。

※申請書提出等で外出用務ありま

す。

土、日、祝、その他

土曜日は第2と第4が

休日・年末年始・お

盆
24 令和2年2月21日

【http://www.daiyagroup.co.jp】 ＣＡＤオペレー

ター【移住支援

金対象】／1／

35歳未満

普通自動車（AT限定不可）・

2級建築士以上・2級建築施工

管理技士以上／経験不問／高

校卒業以上

普通自動車（AT限定不可）・

2級建築施工管理技士以上／

経験不問／高校卒業以上

＊畜産器具機材取付

　○畜舎等に、換気扇や空調機器等

の取付作業やメンテナンス・修理を

行います。

　○現場管理

◎養豚・牛・鶏に興味のある方！

※出張もあります。

土、日、祝、その他

土曜日は第2と第4が

休日・年末年始・お

盆
23 令和2年2月21日

【http://www.daiyagroup.co.jp】 畜産器具機材取

付・新築現場管

理【移住支援金

対象】／1／35

歳未満
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