
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 応募方法

応募連絡先

（部署・担当者）

（電話）

（メール）

備考

丸大機工株式会社 8:10 ～ 17:10 総務部　総務課・佐々木　宇宙

〒018-0311 180,600円 （電話）0184-38-3988

ハローワーク求人番号：

05050-3803401

丸大機工株式会社 8:10 ～ 17:10 総務部　総務課・佐々木　宇宙

〒018-0311 180,600円 （電話）0184-38-3988

ハローワーク求人番号：

05050-3802101

丸大機工株式会社 8:10 ～ 17:10 総務部　総務課・佐々木　宇宙

〒018-0311 180,600円 （電話）0184-38-3988

ハローワーク求人番号：

池田ライフサポート

＆システム株式会社
8:30 ～ 17:30

経営管理本部　人事総務課・安藤

大輔

〒015-0013 180,000円 （電話）0184-22-2228

ハローワーク求人番号：

介護支援専門員、普通自動車

免許（ＡＴ限定可）／基本的

なパソコン操作ができる方／

不問

介護支援専門員としての業務全般

・ケアプラン作成、利用者・家族へ

の相談業務等

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：土日他、

年間休日日数105日秋田県由利本荘市石

脇字田尻野7-3

～　180,000円 （メール）

info-hr@ikeyaku.co.jp
4 平成31年4月19日

ディサービス「わかば」、「わかば武

道島」、ショートステイ訪問介護「わ

かば」、居宅介護支援「わかば」、配

食サービス住宅型有料老人ホーム「わ

かば」、訪問看護「わかば」

【会社ホームページ】

http://www.ikeda-wakaba.jp

由利本荘市、

にかほ市

介護支援専門員

／2名／59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）／実務経験２年以上／不

問

＊品質保証部門のマネジメント

＊品質保証・品質管理の担当業務サ

ポート等

※顧客との対応によっては外出用

務、出張等もあります。

電話やメールにてお問い

合わせください。

※特になし／休日：

会社カレンダーによ

る　年間休日数105

日

秋田県にかほ市金浦

字笹森125-1

～　287,000円 （メール）

sasaki-

takahiro@marudaikiko.co.jp

3 平成31年4月19日

自動省力化機械・産業機械・半導体関

連装置設計製作・大物／精密部品加工

にかほ市金浦 品質管理・品質

保証／１名／５

９歳未満(定年年

齢を上限(省令1

号))

普通自動車免許（AT限定不

可）／実務経験２年以上／不

問

＊製缶・溶接工場にて溶接の作業に

携わっていただきます。

＊溶接作業は、アーク溶接、半自動

溶接、TIG溶接になります。

電話やメールにてお問い

合わせください。

※特になし／休日：

会社カレンダーによ

る　年間休日数105

日

秋田県にかほ市金浦

字笹森125-1

～　287,000円 （メール）

sasaki-

takahiro@marudaikiko.co.jp

2 平成31年4月19日

自動省力化機械・産業機械・半導体関

連装置設計製作・大物／精密部品加工

にかほ市金浦 溶接技術者／１

名／５９歳未満

(定年年齢を上限

(省令1号))

普通自動車免許（AT限定不

可）／実務経験２年以上／不

問

＊機械加工技術者

マシニングセンタ等の機械設備によ

る金属加工

＊組立技術者

半導体関連装置、産業機械等の機械

部品組立作業

＊電気配線技術者

半導体関連装置、産業機械等の電気

配線作業

※その他、付随する作業

※場合によっては外出用務、出張等

もあります。

電話やメールにてお問い

合わせください。

※機械加工技術者の

み交代勤務あり／休

日：会社カレンダー

による　年間休日数

105日

秋田県にかほ市金浦

字笹森125-1

～　287,000円 （メール）

sasaki-

takahiro@marudaikiko.co.jp

1 平成31年4月19日

自動省力化機械・産業機械・半導体関

連装置設計製作・大物／精密部品加工

にかほ市金浦 機械加工、組

立、電装技術者

／１名／５９歳

未満(定年年齢を

上限(省令1号))

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：にかほ市）

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 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：にかほ市）

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

池田ライフサポート

＆システム株式会社
8:30 ～ 17:30

経営管理本部　人事総務課・安藤

大輔

〒015-0013 157,000円 （電話）0184-22-2228

ハローワーク求人番号：

池田ライフサポート

＆システム株式会社
8:30 ～ 17:30

経営管理本部　人事総務課・安藤

大輔

〒015-0013 210,000円 （電話）0184-22-2228

ハローワーク求人番号：

池田ライフサポート

＆システム株式会社
8:30 ～ 17:30

経営管理本部　人事総務課・安藤

大輔

〒015-0013 220,000円 （電話）0184-22-2228

ハローワーク求人番号：

池田ライフサポート

＆システム株式会社
8:30 ～ 17:30

経営管理本部　人事総務課・安藤

大輔

〒015-0013 171,000円 （電話）0184-22-2228

ハローワーク求人番号：

介護福祉士、普通自動車運転

免許(ＡＴ限定可)／不問（介

護施設勤務経験あれば尚可）

／不問

入居者様に対する介護業務全般

・利用者の入浴介助、食事介助、排

泄介助等

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※７時～１６時、１

０時～１９時、１７

時～９時などシフト

制。／休日：シフト

による、年間休日数

105日

秋田県由利本荘市石

脇字田尻野7-3

～　212,000円 （メール）

info-hr@ikeyaku.co.jp8 平成31年4月19日

ディサービス「わかば」、「わかば武

道島」、ショートステイ訪問介護「わ

かば」、居宅介護支援「わかば」、配

食サービス住宅型有料老人ホーム「わ

かば」、訪問看護「わかば」

【会社ホームページ】

http://www.ikeda-wakaba.jp

由利本荘市、

にかほ市

介護福祉士／10

名／59歳以下(定

年年齢を上限(省

令1号))

理学療法士又は作業療法士、

普通自動車免許（ＡＴ限定

可）／不問（経験者尚可）／

不問

在宅で療法されているお客様に機能

回復訓練を施しながら、改善に向け

てのサポートをしていただきます。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

訪問手当：訪問月70回を超えた

回数×3,000円

※／休日：土日他、

年間休日日数105日秋田県由利本荘市石

脇字田尻野7-3

～　280,000円 （メール）

info-hr@ikeyaku.co.jp
7 平成31年4月19日

ディサービス「わかば」、「わかば武

道島」、ショートステイ訪問介護「わ

かば」、居宅介護支援「わかば」、配

食サービス住宅型有料老人ホーム「わ

かば」、訪問看護「わかば」

【会社ホームページ】

http://www.ikeda-wakaba.jp

由利本荘市、

にかほ市

理学療法士・作

業療法士／2名／

59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（ＡＴ限定可）／不

問／不問

訪問看護業務全般

・住宅で療養されているお客様に予

防・リハビリ・処置等を行っていた

だきます。

・その他、看護的なサービスの提

供。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

訪問手当：訪問月70回を超えた

回数×3,000円

※／休日：土日他、

年間休日日数105日秋田県由利本荘市石

脇字田尻野7-3

～　270,000円 （メール）

info-hr@ikeyaku.co.jp
6 平成31年4月19日

ディサービス「わかば」、「わかば武

道島」、ショートステイ訪問介護「わ

かば」、居宅介護支援「わかば」、配

食サービス住宅型有料老人ホーム「わ

かば」、訪問看護「わかば」

【会社ホームページ】

http://www.ikeda-wakaba.jp

由利本荘市、

にかほ市

訪問看護師／2名

／59歳以下(定年

年齢を上限(省令

1号))

普通自動車免許（ＡＴ限定

可）／不問（介護施設勤務経

験あれば尚可）／不問

介護施設利用者に対する介護業務全

般

・利用者の入浴介助、食事介助、排

泄介助等

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

夜勤手当1回5,000円

※７時～１６時、１

０時～１９時、１７

時～９時などシフト

制。／休日：シフト

による、年間休日数

105日

秋田県由利本荘市石

脇字田尻野7-3

～　179,000円 （メール）

info-hr@ikeyaku.co.jp
5 平成31年4月19日

ディサービス「わかば」、「わかば武

道島」、ショートステイ訪問介護「わ

かば」、居宅介護支援「わかば」、配

食サービス住宅型有料老人ホーム「わ

かば」、訪問看護「わかば」

【会社ホームページ】

http://www.ikeda-wakaba.jp

由利本荘市、

にかほ市

介護職／10名／

59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 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：にかほ市）

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　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：

三浦電子株式会社 8:20 ～ 17:10 総務課・小川

〒018-0402 207,000円 （電話）0184-37-3141

ハローワーク求人番号：

05050-3418501

三浦電子株式会社 8:20 ～ 17:10 総務課・小川

〒018-0402 207,000円 （電話）0184-37-3141

ハローワーク求人番号：

05050-3417201

秋田未来株式会社 9:00 ～ 17:45 人事・六平澄人

〒018-0411 200,000円 （電話）0184-74-3090

ハローワーク求人番号：

05050-3633901

普通自動車免許／3年／高卒

以上

○機械設計（自動機、省力機械、小

型プラント等産業機械の設計）

※AutoCad（オートキャド）、Solid

Works（3D）を使用。

〇設計業務のほかに客先での打ち合

わせや工程管理もあります。

担当　六平（ムサカ）ま

でお電話・メールでお問

い合わせください

※昼休み

12：00～12：45／

休日：土日祝（カレ

ンダーによる）

年間休日数　118日

秋田県にかほ市院内

字カナヤ16-2

～　300,000円 （メール）

a-mirai@a-mri.jp12 平成31年4月19日

■産業機械の開発、設計製作から据

付、試運転等の業務

■医療リハビリ機器の開発や医療研究

を目的とした試験装置等の製作

■会社ホームページ

http://a-mri.jp/

にかほ市 機械設計士／2名

／

普通自動車免許／回路設計・

組み込み技術／高専卒以上

　食中毒や感染症対策に効果のある

電解水生成装置の開発、設計、改良

等の仕事です。

　モノづくりや製品開発に意欲があ

り積極的な方、経験がなくてもマス

ターしようとする意欲がある方を求

めています。

電話、メールにてお問い

合わせください。

　賃金には固定残業手当20時間

分が含まれています。

※／休日：当社規定

のカレンダー　年間

休日113日

秋田県にかほ市平沢

字堺田16-4

～　345,000円 （メール）

soumu@miura-denshi.co.jp11 平成31年4月19日

衛生管理を目的とした電解機能水生成

装置の開発・製造・販売

会社ホームページ

http://www.miura-denshi.co.jp/

にかほ市 電気・電子開発

技術者／1名／

普通自動車免許／機械設計・

ＣＡＤ／高専卒以上

　食中毒や感染症対策に効果のある

電解水生成装置の開発、設計、改良

等の仕事です。

　モノづくりや製品開発に意欲があ

り積極的な方、経験がなくてもマス

ターしようとする意欲がある方を求

めています。

電話、メールにてお問い

合わせください。

　賃金には固定残業手当20時間

分が含まれています。

※／休日：当社規定

のカレンダー　年間

休日113日

秋田県にかほ市平沢

字堺田16-4

～　345,000円 （メール）

soumu@miura-denshi.co.jp
10 平成31年4月19日

衛生管理を目的とした電解機能水生成

装置の開発・製造・販売

会社ホームページ

http://www.miura-denshi.co.jp/

にかほ市 機械開発技術者

／1名／

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.jp9 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))
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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 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：にかほ市）

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

社会福祉法人明星福

祉会
8:30 ～ 17:30

特別養護老人ホーム陽光苑

施設長　・今野真司

〒018-0311 147,000円 （電話）0184-44-8850

あきた就職ナビ求人番号

2680

ハローワーク求人番号：

05050-3517001

社会福祉法人明星福

祉会
8:30 ～ 17:30

特別養護老人ホーム陽光苑

施設長　・今野真司

〒018-0311 179,000円 （電話）0184-44-8850

あきた就職ナビ求人番号

2682

ハローワーク求人番号：

三共株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・安倍 健太郎

〒018-0402 200,000円 （電話）0184-37-3055

ハローワーク求人番号：

普通自動車免許（ＡＴ限不

可）／不問　　※電気設備の

施工経験、企画経験あれば尚

可。／高卒以上

メガソーラー発電や風力発電事業に

関する事業企画、営業、施工管理、

保守等に関する事業全般の事業構築

と統括をしていただきます。

地域内の地産地消エネルギーなど、

エネルギーで世界を変える、地方へ

の還元や衰退を食い止めたいという

意欲のある方を募集しています。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※休憩90分間／休

日：土日祝祭日、年

間休日日数100日

（会社カレンダーに

よる）

秋田県にかほ市平沢

字出ヶ沢1-1

～　300,000円 （メール）

sankyo_recruit@sanken-

web.co.jp
15 平成31年4月26日

■総合建設業

　-土木事業

　-建築事業

　-設備・メンテナンス事業

　-環境事業

〔会社ホームページ〕

http://sanken-web.co.jp/

〔グループホームページ〕

http://sankyo-g.com/

にかほ市 再生可能エネル

ギー事業企画管

理／1名／～59

歳(定年年齢を上

限(省令1号))

准看護師または正看護師／経

験不問／高卒以上

■ユニット型特別養護老人ホームの

入居高齢者の看護業務。（バイタル

チェック、健康管理、家族・病院と

の連携、調整。受診付き添い等）

電話またはメールで問い

合わせください。「移住

求人情報」を見たと伝え

てください。※早出、遅出あり。

7:30～16:30、8:00

～17:00、10:00～

19:00／休日：土日

祝日（月3日前後の

振替勤務有）

秋田県にかほ市象潟

町関字西大坂1-20

～　266,300円 （メール）yokoen@myojyo.or.jp

14 平成31年4月19日

■特別養護老人ホーム及び併設ショー

トステイの運営。

■保育所の運営

〔法人ホームページ〕

http://myojyo.or.jp/

にかほ市 看護職員／1名／

介護福祉士／経験不問／高卒

以上

■ユニット型特別養護老人ホームの

入居高齢者の日常生活の介護業務。

（食事介助、入浴介助、排泄介助等

入居者のお手伝いが必要なことを支

援します。また、レクリエーション

や外出支援等も行います。

電話またはメールで問い

合わせください。「移住

求人情報」を見たと伝え

てください。※就業時間はシフト

により異なる。主な

シフト：7:00～

16:00、8:30～

17:30、12:00～

21:00、夜勤17:00

～9:00／休日：108

日

秋田県にかほ市象潟

町関字西大坂1-20

～　191,000円 （メール）yokoen@myojyo.or.jp

13 平成31年4月19日

■特別養護老人ホーム及び併設ショー

トステイの運営。

■保育所の運営

〔法人ホームページ〕

http://myojyo.or.jp/

にかほ市 介護職員／２名

／
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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 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：にかほ市）

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

三共株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・安倍 健太郎

〒018-0402 180,000円 （電話）0184-37-3055

ハローワーク求人番号：

三共株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・安倍 健太郎

〒018-0402 200,000円 （電話）0184-37-3055

ハローワーク求人番号：

05050-3570101

土木施工管理技士（１級また

は２級）／不問／高卒以上 /

学部・学科不問

土木工事業は、変化する社会を支え

る技術ということができます。高齢

化や災害の多くなった社会への対

応、荒廃する地方部を守ること、安

全で魅力ある都市空間の創出など、

高度な社会基盤をより良くする社会

貢献的な意味を多く持ちます。高い

技術力を基に社会資本を作っていく

壮大さを日々感じることができま

す。建設に関する専門学部、学科等

の教育を受けたことがある、もしく

は独自に学習したい意欲のある人。

建設関連の経験が少なくても、興味

があり専門的知識、技術をつけたい

と考えられている人を募集します。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※休憩90分間／休

日：土日祝祭日、年

間休日日数100日

（会社カレンダーに

よる）

秋田県にかほ市平沢

字出ヶ沢1-1

～　350,000円 （メール）

sankyo_recruit@sanken-

web.co.jp

17 平成31年4月26日

■総合建設業

　-土木事業

　-建築事業

　-設備・メンテナンス事業

　-環境事業

〔会社ホームページ〕

http://sanken-web.co.jp/

〔グループホームページ〕

http://sankyo-g.com/

にかほ市 土木施工管理者

／1名／～59 歳

(定年年齢を上限

(省令1号))

普通自動車免許（ＡＴ限定不

可）／不問／高卒以上 / 学

部・学科不問

公共工事の情報把握、民間企業様の

継続した営繕業務、新規取引先開拓

といった、建設（土木・建築）全般

のハンドリング業務です。

論理的な思考を持ち、今この現状は

正しいのか、を考えられ、自分の意

思を持ち続けられる人。もしくは自

分の意思を柔軟に変えられる人。ま

たは相手の意見を尊重できる人を募

集しています。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※休憩90分間／休

日：土日祝祭日、年

間休日日数100日

（会社カレンダーに

よる）

秋田県にかほ市平沢

字出ヶ沢1-1

～　280,000円 （メール）

sankyo_recruit@sanken-

web.co.jp

16 平成31年4月26日

■総合建設業

　-土木事業

　-建築事業

　-設備・メンテナンス事業

　-環境事業

〔会社ホームページ〕

http://sanken-web.co.jp/

〔グループホームページ〕

http://sankyo-g.com/

にかほ市 営業職／1名／～

59 歳(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 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：にかほ市）

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

三共株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・安倍 健太郎

〒018-0402 200,000円 （電話）0184-37-3055

ハローワーク求人番号：

05050-3568001

三共株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・安倍 健太郎

〒018-0402 200,000円 （電話）0184-37-3055

ハローワーク求人番号：

05050-3569301

建築施工管理技士（１級また

は２級） / 　普通自動車運転

免許（AT限定不可）／不問／

高卒以上 / 学部・学科不問

お客さま施設を熟知し、日々の点

検、大雨や台風、災害時の緊急復旧

工事、長寿命化に寄与するメンテナ

ンス業務など、工事内容は多種に及

びます。また、大型の機械入れ替え

や新設には動力切り替え、蒸気配

管、工水や中水の経路変更が伴いま

すので、機器全般の知識も深まりま

すし、その中でご自身の得意分野を

伸ばしていくこともできます。

建設に関する専門学部、学科等の教

育を受けたことがある、もしくは独

自に学習したい意欲のある人。建築

関連の経験が少なくても、興味があ

り専門的知識、技術をつけたいと考

えられている人を募集します。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※休憩90分間／休

日：土日祝祭日、年

間休日日数100日

（会社カレンダーに

よる）

秋田県にかほ市平沢

字出ヶ沢1-1

～　350,000円 （メール）

sankyo_recruit@sanken-

web.co.jp

19 平成31年4月26日

■総合建設業

　-土木事業

　-建築事業

　-設備・メンテナンス事業

　-環境事業

〔会社ホームページ〕

http://sanken-web.co.jp/

〔グループホームページ〕

http://sankyo-g.com/

にかほ市 建築施工管理技

士【公共建築物

等】／1名／～

59 歳(定年年齢

を上限(省令1

号))

管工事施工管理技士（２級以

上）／管工事監理技術者、管

工事積算業務経験者／高卒以

上 / 学部・学科不問

お客さま施設を熟知し、日々の点

検、大雨や台風、災害時の緊急復旧

工事、長寿命化に寄与するメンテナ

ンス業務など、工事内容は多種に及

びます。また、大型の機械入れ替え

や新設には動力切り替え、蒸気配

管、工水や中水の経路変更が伴いま

すので、機器全般の知識も深まりま

すし、その中でご自身の得意分野を

伸ばしていくこともできます。

建設に関する専門学部、学科等の教

育を受けたことがある、もしくは独

自に学習したい意欲のある人。建築

関連の経験が少なくても、興味があ

り専門的知識、技術をつけたいと考

えられている人を募集します。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※休憩90分間／休

日：土日祝祭日、年

間休日日数100日

（会社カレンダーに

よる）

秋田県にかほ市平沢

字出ヶ沢1-1

～　300,000円 （メール）

sankyo_recruit@sanken-

web.co.jp

18 平成31年4月26日

■総合建設業

　-土木事業

　-建築事業

　-設備・メンテナンス事業

　-環境事業

〔会社ホームページ〕

http://sanken-web.co.jp/

〔グループホームページ〕

http://sankyo-g.com/

にかほ市 管工事施工管理

技士／2名／～

59 歳(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 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：にかほ市）

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

三共株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・安倍 健太郎

〒018-0402 200,000円 （電話）0184-37-3055

ハローワーク求人番号：

三共株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・安倍 健太郎

〒018-0402 180,000円 （電話）0184-37-3055

ハローワーク求人番号：

普通自動車免許（ＡＴ限可）

／経験不問

人事業務経験あれば尚可。／

高卒以上

人事担当として、新卒・中途採用全

判を担当してもらいます。

各種学校の求人担当へ話をしたり、

就職説明会などのイベントで会社ア

ピールをしてもらい、学生や求人者

と話をしてもらったりします。

また、求人用のWEBサイトへの入力

作業なども行ってもらいます。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※休憩90分間／休

日：土日祝祭日、年

間休日日数100日

（会社カレンダーに

よる）

秋田県にかほ市平沢

字出ヶ沢1-1

～　400,000円 （メール）

sankyo_recruit@sanken-

web.co.jp

21 平成31年4月26日

■総合建設業

　-土木事業

　-建築事業

　-設備・メンテナンス事業

　-環境事業

〔会社ホームページ〕

http://sanken-web.co.jp/

〔グループホームページ〕

http://sankyo-g.com/

にかほ市 人事担当事務員

／1名／～59 歳

(定年年齢を上限

(省令1号))

普通自動車免許（ＡＴ限可）

／建設業の総務経験　１年以

上／高卒以上

建設業の労務管理全般を担当しても

らいます。給与支払い、勤怠管理、

有休管理など。

労務周りのシステムもクラウドシス

テムにし、業務効率化をはかってい

きますので、積極的な推進できる方

を募集しています。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※休憩90分間／休

日：土日祝祭日、年

間休日日数100日

（会社カレンダーに

よる）

秋田県にかほ市平沢

字出ヶ沢1-1

～　400,000円 （メール）

sankyo_recruit@sanken-

web.co.jp

20 平成31年4月26日

■総合建設業

　-土木事業

　-建築事業

　-設備・メンテナンス事業

　-環境事業

〔会社ホームページ〕

http://sanken-web.co.jp/

〔グループホームページ〕

http://sankyo-g.com/

にかほ市 労務担当事務員

／1名／～59 歳

(定年年齢を上限

(省令1号))
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