
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　清水組 8:00 ～ 17:00 総務部・児玉

〒010-0341 150,000円 （電話）0185-35-2011

ハローワーク求人番号：

05011-310711

株式会社加藤建設 8:00 ～ 17:00 総務部・鎌田均

〒010-0431 298,000円 （電話）0185-46-3105

ハローワーク求人番号：

05011-115911

05011-114611

秋田プライウッド株

式会社
8:00 ～ 16:45 総務経理部・金田 憲明

〒010-0941 127,000円 （電話）018-823-8511

ハローワーク求人番号：

なし／経験不問／不問 ◆国産材合板の製造

◆工場内設備の保守管理

◆木質バイオマス発電所の管理・運

転等

◆原材料・副資材等の仕入調達・管

理

◆品質管理

◆安全衛生管理

◆森林の保全管理・素材生産

◆生産関連事務および管理業務

上記の業務について、本人の適正等

を考慮し配属先を決定します。

まずは、当社ホームペー

ジや秋田県就活情報サイ

ト「こっちゃけ」をご覧

ください。当社に少しで

も興味をお持ちになった

方は、職場見学のお申込

みを随時、受け付けてお

ります。ご連絡お待ちし

ております。

また、採用試験に応募希

望の方は、いつでも受付

しておりますので、選考

方法・日程等について相

談しましょう。

別掲の基本給の他、条件に応じ

て13,000円～100,000円程度の

毎月固定の各種手当や、この他

に時間外手当、休出手当の支給

があります。
※配属先によっては

日勤・夜勤の交替勤

務あり／休日：日曜

日他（１年単位の変

形労働時間制：夏

季・年末年始・ＧＷ

は長期休暇）

秋田県秋田市川尻町

字大川反232

～　230,000円 （メール）

kaneda@aplywood.co.jp

3 平成31年4月19日

合板及びフローリングの製造・販売

【会社ホームページ】

 http://www.aplywood.co.jp/

秋田市・

男鹿市

合板製造･素材生

産ならびに管理

業務等／３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))

１級土木施工管理技士／公共

土木工事の施工管理経験／不

問

土木工事の施工管理全般

・品質及び安全衛生管理

・実行予算作成

・官公庁への提出書類作成ほか

履歴書、職務経歴書を

【応募書類在中】と明記

し、郵送ください。面接

日程等連絡させていただ

きます。
※１日7.5時間

昼60分、午前午後各

15分休憩／休日：年

間カレンダーによる

年間休日90日

秋田県男鹿市払戸字

大樋１６－１

～　400,000円 （メール）

2 平成31年4月19日

■公共土木工事（土木一式工事、浚渫

工事、鋼構造物工事他。）自社船舶を

所有し港湾工事に「強み」を持ってい

ます。

〔会社ホームページ〕

http：//www.katokensetu.co.jp

男鹿市

（県内工事現

場）

土木技術者／1名

程度／なし

普通自動車免許／経験不問／

高卒以上

土木・建築工事の施工管理、品質及

び安全衛生管理、実行予算書作成、

官公庁への提出書類作成等

事前連絡の電話、メール

にてお問合せの上、履歴

書（写真貼付）資格証写

し等を

郵送してください。
※／休日：１年単位

の変形労働時間制

年間休日日数　105

日

秋田県男鹿市船越字

船越285

～　400,000円 （メール）

ss0285@namahage.ne.jp
1 平成31年4月19日

総合建設業

（港湾工事・一般土木・建築工事・舗

装工事・その他）

［会社ホームページ］

http://www.oga-shimizugumi.co.jp

男鹿市 技術職／３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：男鹿市）

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）
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秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：男鹿市）

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

株式会社沢木組 8:10 ～ 17:00 総務部・関谷

〒010-0511 200,000円 （電話）0185-23-3434

ハローワーク求人番号：

05011-119211

05011-120011

05011-326911

株式会社日本ケアシ

ステム
8:30 ～ 17:30 事業管理部・佐藤　亮

〒010-0341 203,120円 （電話）018-877-7110

ハローワーク求人番号：

05011-18111

株式会社日本ケアシ

ステム
8:30 ～ 17:30 事業管理部・佐藤　亮

〒010-0341 185,450円 （電話）018-877-7110

ハローワーク求人番号：

05011-19711

准看護師／経験者優遇／不問 施設利用者の看護業務全般を担当し

ます（バイタルチェック、服薬管

理、医師の指示に基づく処置、その

他付随する業務）

未経験者はマンツーマンで指導いた

します。

※２４時間利用可能な託児施設もあ

りますので乳幼児のいらっしゃる方

もご安心して働くことができます

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

その他、扶養手当5,000円～

30,000円、役職手当10,000円～

70,000円、ケアマネ手当5,000

円、皆勤手当1,000円、夜勤手当

1回10,000円といった手当てが

ございます。

※／休日：年間１０

８日【有給取得義務

の５日を含め年間１

週間の休みを推奨し

ております】

秋田県男鹿市船越字

内子294

～　345,000円 （メール）

ryo-sato@seiwakai-net.com

6 平成31年4月26日

○介護付き雄郎老人ホーム、ショート

ステイ、グループホームの運営をして

おります。

○協力医療機関とは強い結びつきを持

ち、入居者ならびにご家族の皆様が安

心して入居いただくことができるよう

努力しております。

男鹿市 准看護師／１名

／無

看護師／経験者優遇／不問 施設利用者の看護業務全般を担当し

ます（バイタルチェック、服薬管

理、医師の指示に基づく処置、その

他付随する業務）

未経験者はマンツーマンで指導いた

します。

※２４時間利用可能な託児施設もあ

りますので乳幼児のいらっしゃる方

もご安心して働くことができます

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

その他、扶養手当5,000円～

30,000円、役職手当10,000円～

70,000円、ケアマネ手当5,000

円、皆勤手当1,000円、夜勤手当

1回10,000円といった手当てが

ございます。

※／休日：年間１０

８日【有給取得義務

の５日を含め年間１

週間の休みを推奨し

ております】

秋田県男鹿市船越字

内子294

～　350,000円 （メール）

ryo-sato@seiwakai-net.com

5 平成31年4月26日

○介護付き雄郎老人ホーム、ショート

ステイ、グループホームの運営をして

おります。

○協力医療機関とは強い結びつきを持

ち、入居者ならびにご家族の皆様が安

心して入居いただくことができるよう

努力しております。

男鹿市 看護師／１名／

無

普通自動車免許　施工管理技

士／工事現場の代理人・主任

技術者／高卒以上

土木技術者・建築技術者 応募受付の電話、メール

等にお問い合わせくださ

い。

※／休日：日祝祭

日、年間休日日数99

日

秋田県男鹿市船川港

船川字海岸通り2-6-2

～　350,000円 （メール）

info@sawakigumi.co.jp
4 平成31年4月26日

総合建設業

http://www.sawakigumi.co.jp

秋田市・

男鹿市

技術者／３名程

度／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：男鹿市）

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

株式会社日本ケアシ

ステム
8:30 ～ 17:30 事業管理部・佐藤　亮

〒010-0341 151,400円 （電話）018-877-7110

ハローワーク求人番号：

05011-20511

株式会社日本ケアシ

ステム
8:30 ～ 17:30 事業管理部・佐藤　亮

〒010-0341 131,100円 （電話）018-877-7110

ハローワーク求人番号：

05011-21411

株式会社日本ケアシ

ステム
8:30 ～ 17:30 事業管理部・佐藤　亮

〒010-0341 151,400円 （電話）018-877-7110

ハローワーク求人番号：

05011-22011

栄養士／経験者優遇／不問 施設利用者へ提供する食事の調理、

栄養管理を担当します※２４時間利

用可能な託児施設もありますので乳

幼児のいらっしゃる方もご安心して

働くことができます

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

その他、扶養手当5,000円～

30,000円、役職手当10,000円～

70,000円、ケアマネ手当5,000

円、皆勤手当1,000円といった手

当てがございます。
※早番が６時から１

５時、遅番が９時３

０分から１８時３０

分となります。／休

日：年間１０８日

【有給取得義務の５

日を含め年間１週間

の休みを推奨してお

ります】

秋田県男鹿市船越字

内子294

～　250,000円 （メール）

ryo-sato@seiwakai-net.com

9 平成31年4月26日

○介護付き雄郎老人ホーム、ショート

ステイ、グループホームの運営をして

おります。

○協力医療機関とは強い結びつきを持

ち、入居者ならびにご家族の皆様が安

心して入居いただくことができるよう

努力しております。

男鹿市 栄養士／１名／

無

不問、介護職員初任者研修、

実務者研修あれば尚可／経験

者優遇／不問

施設利用者の介護業務全般を担当し

ます（食事、入浴、排泄介助、利用

者の生活全般の援助、その他付随す

る業務）

未経験者はマンツーマンで指導いた

します。

※２４時間利用可能な託児施設もあ

りますので乳幼児のいらっしゃる方

もご安心して働くことができます

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

その他、処遇改善交付金25,000

円、扶養手当5,000円～30,000

円、役職手当10,000円～70,000

円、ケアマネ手当5,000円、皆勤

手当1,000円、夜勤1回5,000円

といった手当てがございます。

※日勤は７時３０分

から１８時３０分の

間で８時間、早番、

遅番があります。夜

勤は１６時から９時

までです。／休日：

年間１０８日【有給

取得義務の５日を含

め年間１週間の休み

を推奨しておりま

す】

秋田県男鹿市船越字

内子294

～　141,400円 （メール）

ryo-sato@seiwakai-net.com

8 平成31年4月26日

○介護付き雄郎老人ホーム、ショート

ステイ、グループホームの運営をして

おります。

○協力医療機関とは強い結びつきを持

ち、入居者ならびにご家族の皆様が安

心して入居いただくことができるよう

努力しております。

男鹿市 介護員／１名／

無

介護福祉士／経験者優遇／不

問

施設利用者の介護業務全般を担当し

ます（食事、入浴、排泄介助、利用

者の生活全般の援助、その他付随す

る業務）

未経験者はマンツーマンで指導いた

します。

※２４時間利用可能な託児施設もあ

りますので乳幼児のいらっしゃる方

もご安心して働くことができます

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

その他、処遇改善交付金25,000

円、扶養手当5,000円～30,000

円、役職手当10,000円～70,000

円、ケアマネ手当5,000円、皆勤

手当1,000円、夜勤1回5,000円

といった手当てがございます。

※日勤は７時３０分

から１８時３０分の

間で８時間、早番、

遅番があります。夜

勤は１６時から９時

までです。／休日：

年間１０８日【有給

取得義務の５日を含

め年間１週間の休み

を推奨しておりま

す】

秋田県男鹿市船越字

内子294

～　250,000円 （メール）

ryo-sato@seiwakai-net.com

7 平成31年4月26日

○介護付き雄郎老人ホーム、ショート

ステイ、グループホームの運営をして

おります。

○協力医療機関とは強い結びつきを持

ち、入居者ならびにご家族の皆様が安

心して入居いただくことができるよう

努力しております。

男鹿市 介護福祉士／１

名／無
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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）
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秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：男鹿市）

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

若美電気工事株式会

社
男鹿市 08:00 ～ 17：00 05011-147701 菅原　利佳

0100422 165,000円 0185-46-2155

秋田県男鹿市角間崎

字堤下110

～　280,000円 ハローワークを通じて履

歴書を提出してくださ

い。

wakami-e@jasmine.ocn.ne.jp

配電工

電気をお客様に届けるため、電柱を

建て、電線を張る仕事です。

作業は集団で行い、外での仕事であ

り重量物を扱いますので体力を要し

ます。

高所作業車や建柱車等特殊作業車を

使用して作業します。

ハローワーク求人番号

05011-113311

05011-323011

日、祝、その他

1年単位の変形労働

時間制

隔週2日

10 令和元年11月8日

【業種の魅力】

形として残る仕事なので「あの

時、、、」という様に記憶にも残る仕

事です。今や電気は生活に欠かすこと

が出来ません。災害等で長く停電し電

気が点いた時のお客様の喜び、感謝の

言葉は何事にも代えがたく仕事の充実

感を味わえます。

【人材育成方針】

新入社員には1年間指導員が付き指導し

ます。研修・資格取得に力を入れてい

ます。

【求める人物像】

・元気で挨拶がしっかりできる

・体が丈夫で頭より体を使った仕事を

したい

・団体行動ができる

【https://itp.ne.jp/info/0556865530

00000899/】

電工【移住支援

金対象】／2／

59

普通自動車運転免許（MT)／

／高卒
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