
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　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

有限会社　高階建設 8:00 ～ 17:00 総務部・高階

〒019-1511 300,000円 （電話）0187-85-3222

ハローワーク求人番号：

有限会社　高階建設 8:00 ～ 17:00 総務部・高階　直哉

〒019-1511 300,000円 （電話）0187-85-3222

ハローワーク求人番号：

05040-4320001

有限会社　高階建設 8:00 ～ 17:00 総務部・高階　直哉

〒019-1511 230,000円 （電話）0187-85-3222

ハローワーク求人番号：

05040-4774201

普通自動車免許(業務用・Ａ

Ｔ限定不可)

車両系建設機械運転技能／経

験不問／学歴不問

道路工事、河川、ほ場整備等の土木

工事現場における重機操作(バックホ

ウ等)をしていただきます。

※能力給を重視しており、技術の向

上により、随時昇給します。

※資格等は会社負担で取得可能で

す。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※１年単位の変形労

働時間制／休日：日

他(当社カレンダーに

よる)年間休日日数

85日

秋田県仙北郡美郷町

黒沢字西野187-2

～　280,000円 （メール）

m-honma@takashina-net.co.jp
4 平成31年4月26日

公共、民間問わず土木工事、建築工

事、舗装工事業をメインに受注してい

ます。

許可番号　秋田県知事許可(般-27)第

8105号

〔会社ホームページ〕

http://takashina-net.co.jp/

美郷町 重機オペレータ

／２名程度／な

し

普通自動車免許(業務用・Ａ

Ｔ限定不可)

１級または２級建築施工管理

技士／経験不問／学歴不問

建築工事現場での監督業務に従事し

ていただきます。

・測量

・施工管理書類作成

・工事写真の撮影

・その他付随する業務

※能力給を重視しており、技術の向

上により、随時昇給します。

※資格等は会社負担で取得可能で

す。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※１年単位の変形労

働時間制／休日：日

他(当社カレンダーに

よる)年間休日日数

85日

秋田県仙北郡美郷町

黒沢字西野187-2

～　400,000円 （メール）

m-honma@takashina-net.co.jp
3 平成31年4月26日

公共、民間問わず土木工事、建築工

事、舗装工事業をメインに受注してい

ます。

許可番号　秋田県知事許可(般-27)第

8105号

〔会社ホームページ〕

http://takashina-net.co.jp/

美郷町 建築施工管理技

士／２名程度／

なし

普通自動車免許(業務用・Ａ

Ｔ限定不可)

１級または２級土木施工管理

技士／経験不問／学歴不問

土木工事現場での監督業務に従事し

ていただきます。

・測量

・施工管理書類作成

・工事写真の撮影

・その他付随する業務

※能力給を重視しており、技術の向

上により、随時昇給します。

※資格等は会社負担で取得可能で

す。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※１年単位の変形労

働時間制／休日：日

他(当社カレンダーに

よる)年間休日日数

85日

秋田県仙北郡美郷町

黒沢字西野187-2

～　400,000円 （メール）

m-honma@takashina-net.co.jp
2 平成31年4月26日

公共、民間問わず土木工事、建築工

事、舗装工事業をメインに受注してい

ます。

許可番号　秋田県知事許可(般-27)第

8105号

〔会社ホームページ〕

http://takashina-net.co.jp/

美郷町 土木施工管理技

士／２名程度／

なし

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
1 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／

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：美郷町）

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：美郷町）

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.
7 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.
6 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.
5 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

2 / 3 



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：美郷町）

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：

株式会社ヤマダフー

ズ
美郷町 正社員 08:30 ～ 17:30 佐々木　広喜

0191301 200,000円 2137 0182-37-2246

秋田県仙北郡美郷町

野荒町字街道の上279

～　350,000円 応募受付の電話、メール

からご応募ください。

k.sasaki@yamadafoods.co.jp

株式会社ヤマダフー

ズ
美郷町 正社員 08:30 ～ 17:30 佐々木　広喜

0191301 200,000円 2138 0182-37-2246

秋田県仙北郡美郷町

野荒町字街道の上279

～　350,000円 応募受付の電話、メール

からご応募ください。

k.sasaki@yamadafoods.co.jp

株式会社ヤマダフー

ズ
美郷町 正社員 08:30 ～ 17:30 佐々木　広喜

0191301 210,000円 1423 0182-37-2246

秋田県仙北郡美郷町

野荒町字街道の上279

～　360,000円 応募受付の電話、メール

からご応募ください。

k.sasaki@yamadafoods.co.jp

醗酵/微生物研究技術を用いた大豆加

工食品の新製品開発もしくは素材開

発にかかわる研究業務を行っていた

だきます。

土、日

0
11 令和元年8月23日

【http://www.yamadafoods.co.jp/】 研究職／1／ 醗酵研究技術の応用スキル／

醗酵・微生物系の研究の経験

がある方を歓迎いたします。

／大卒以上

なし／経理の実務経験／大卒

以上

経理全般の業務を行っていただきま

す。

土、日

0

自社商品のライフサイクルを分析

し、また広い視点から商品の課題を

抽出しその解決策を講じていきま

す。

立ち上がったばかりの部署ですの

で、新たな仕組みづくりや業務に一

から関わることができます。

お客さまからの「おいしい」「ヤマ

ダフーズさんの納豆が一番好き」と

いう声が大きな喜びになる、やりが

いのある仕事です。マーケティング

の知識がある、データ分析が好き、

企画提案に興味がある、のいずれか

に該当する方を歓迎します。不足す

る知識ノウハウは社内の研修制度で

習得していただくことができます。

土、日

0

10 令和元年8月23日

【http://www.yamadafoods.co.jp/】 経理／1／

9 令和元年8月23日

【http://www.yamadafoods.co.jp/】 マーケティング

／1／

なし／なし／大卒以上

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.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

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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