
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

小林工業株式会社 8:00 ～ 16:50 総務部　総務グループ・土井

〒015-8686 150,000円 （電話）0184-22-5320

ハローワーク求人番号：

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：

05050-2930691

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：

・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

3 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

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

電気工事エンジ

ニア／２名／不

問

普通自動車免許／実務経験３

年以上／高卒以上

■電気設計者・電気配線技術者とし

て勤務していただきます。

【主な仕事内容】

制御盤の電気配線作業を行います。

シーケンサー(機械制御)、電気配線

の設計を行います。

メール問い合わせ、履歴

書送付

※／休日：完全週休

二日制、年間休日

122日、一斉有給休

暇取得３日、年間稼

働日240日

秋田県由利本荘市石

脇字赤ハゲ1-372

～　240,000円 （メール）

doi@kobayashi-akita.co.jp1 平成31年4月19日

■各種金型製造

■粉末成型プレス機製造

[会社ホームページ]

http://www.kobayashi-akita.co.jp/

由利本荘市 電気設計、電気

配線／２名／

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：由利本荘市）

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：由利本荘市）

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

株式会社三栄機械 8:10 ～ 17:00 総務部・齋藤弘文

〒015-0051 160,000円 （電話）0184-23-1094

ハローワーク求人番号：

株式会社三栄機械 8:10 ～ 17:00 総務部・齋藤弘文

〒015-0051 160,000円 （電話）0184-23-1094

ハローワーク求人番号：

社会福祉法人　わか

ば会
8:30 ～ 17:30

経営管理本部　人事総務課・安藤

大輔

〒015-0013 191,000円 （電話）0184-22-2228

ハローワーク求人番号：

05050-585511

社会福祉法人　わか

ば会
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：

05050-582711

05050-584211

看護師又は准看護師免許、普

通自動車免許（ＡＴ限定可）

／不問（病院の勤務経験あれ

ば尚可）／不問

当施設を利用される方々の看護業務

・医療看護の立場から日常の健康管

理、服薬管理

・医師の指示による医療処置、看護

記録の入力

・主治医、ご家族、ケアマネー

ジャーとの連絡調整　　　その他、

関連する業務

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

オンコール手当1回1,000円

※／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8-3

～　300,000円 （メール）

info-hr@ikeyaku.co.jp
7 平成31年4月19日

地域密着型特別養護老人ホーム２９床

と、サービス付き高齢者向け住宅１６

床。

【会社ホームページ】

 http://s-wakabakai.jp/

由利本荘市 看護師／1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

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。

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8-3

～　232,000円 （メール）

info-hr@ikeyaku.co.jp
6 平成31年4月19日

地域密着型特別養護老人ホーム２９床

と、サービス付き高齢者向け住宅１６

床。

【会社ホームページ】

 http://s-wakabakai.jp/

由利本荘市 介護職／10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。

／高卒以上

NC工作機械の操作を担当して頂きま

す。

Mastercamによる数値制御プログラ

ム作成の出来る方を募集していま

す。

操作する機械は小型五軸加工機、中

型五軸加工機、大型五軸加工機、大

型五面加工機のいずれかを予定して

います。。

応募受付の電話にお問い

合わせください。

※８：１０～１７：

００／休日：土日祝

祭日、年間休日日数

107日

秋田県由利本荘市川

口字家妻146番地の3

～　230,000円 （メール）

h.saito@sanei-kikai.co.jp
5 平成31年4月19日

産業機械設計製造業

機械器具設置工事業

鋼構造物工事業

　航空機機体組立冶具の設計・製造

　自動（省力）化機械の設計・製造

　主な取扱

　航空機組立冶具

由利本荘市 マシニングオペ

レータ／1月名程

度／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／経験不問。

／高卒以上

機械製造の経験のない方には、図面

の見方、NC機械の操作等、当社の製

造工程を、本社工場にて短期間なが

ら経験して頂きます。

勤務地については、希望がある場合

は考慮されることもあります。

※名古屋営業所にいる２人は、航空

機組立の現場で働きたい、との本人

希望が取り入れられたものです。

応募受付の電話にお問い

合わせください。

※８：１０～１７：

００／休日：土日祝

祭日、年間休日日数

107日

秋田県由利本荘市川

口字家妻146番地の3

～　230,000円 （メール）h.saito@sanei-

kikai.co.jp4 平成31年4月19日

産業機械設計製造業

機械器具設置工事業

鋼構造物工事業

　航空機機体組立冶具の設計・製造

　自動（省力）化機械の設計・製造

　主な取扱

　航空機組立冶具

由利本荘市 設計技術者　／

１名程度／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))
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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：由利本荘市）

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　わか

ば会
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：

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：

池田ライフサポート

＆システム株式会社

由利本荘市、

にかほ市 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：

05050-3572091

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
11 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))

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
10 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

介護職／10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

～　220,000円 （メール）

info-hr@ikeyaku.co.jp
9 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 介護支援専門員

／2名／59歳以

下(定年年齢を上

限(省令1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8-3

～　212,000円 （メール）

info-hr@ikeyaku.co.jp
8 平成31年4月19日

地域密着型特別養護老人ホーム２９床

と、サービス付き高齢者向け住宅１６

床。

【会社ホームページ】

 http://s-wakabakai.jp/

由利本荘市 介護福祉士／10

名／59歳以下(定

年年齢を上限(省

令1号))

3 / 23 



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：由利本荘市）

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 220,000円 （電話）0184-22-2228

ハローワーク求人番号：

05050-574711

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 191,000円 （電話）0184-22-2228

ハローワーク求人番号：

05050-575811

05050-573111

05050-572911

05050-999011

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：

05050-1006011

株式会社公企業パイ

プ・メンテナンスイ

シヤマ

8:00 ～ 17:00 由利本荘営業所・佐々木

〒018-0301 191,000円 （電話）0184-23-5580

ハローワーク求人番号：

05050-81611

中型自動車免許(8t未満限定

可)AT限定不可。1級又は2級

土木施工管理技士／建設業に

関する施工管理経験／不問

※土木施工管理技術者として勤務し

ていただきます。

・土木工事に関する土木施工管理技

術者としての業務全般

（工事進捗状況管理、書類作成、公

官庁への届出等含む)

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：土日祝祭

日等、会社カレン

ダーによる。年間休

日日数118日

秋田県にかほ市飛字

下竹島潟２０－１

～　288,000円 （メール）

ishiyama-1480@vega.ocn.ne.jp
15 平成31年4月19日

・土木工事・管工事・舗装工事・水道

施設工事・とび土工工事・産業廃棄物

の収集運搬

由利本荘市 土木施工管理技

術者／１名／な

し

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.jp14 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

由利本性市 薬剤師／5名／

59歳以下(定年年

齢を上限(省令1

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

～　232,000円 （メール）

info-hr@ikeyaku.co.jp

13 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 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
12 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 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))
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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：由利本荘市）

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

株式会社公企業パイ

プ・メンテナンスイ

シヤマ

8:00 ～ 17:00 由利本荘営業所・佐々木

〒018-0301 191,000円 （電話）0184-23-5580

ハローワーク求人番号：

05050-883511

秋田精工株式会社 8:10 ～ 17:10 総務部総務課・仁部 智

〒018-0604 160,000円 （電話）0184-33-2143

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　180,000円 （メール）

snibe@akitaseiko.co.jp

秋田精工株式会社 8:10 ～ 17:10 総務部総務課・仁部 智

〒018-0604 180,000円 （電話）0184-33-2144

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　250,000円 （メール）

snibe@akitaseiko.co.jp

秋田精工株式会社 8:10 ～ 17:10 総務部総務課・仁部 智

〒018-0604 145,000円 （電話）0184-33-2145

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　170,000円 （メール）

snibe@akitaseiko.co.jp

不問／不問／高卒以上 部品及び組立品の検査業務に従事し

ていただきます。

【主な担当業務】

＊航空機用部品、または産業機械用

部品の検査を行います。

＊チーム全体で分担して仕事を行う

体制です。

応募受付の電話、メール

にお問合せください。

※／休日：概ね週休

2日制　年間休日日

数111日

（土曜日出勤17日／

年　※2019年カレン

ダー）
19

平成31年4月19日

令和元年6月13日掲載

終了

自動化、省力化機械設計製造・部品加

工

航空機関連内装品組立・部品加工

由利本荘市 検査（品質保証

課）／3名／59

歳以下(定年年齢

を上限(省令1

号))

非破壊検査業務

／1名／59歳以

下(定年年齢を上

限(省令1号))

TOEIC500点以上　普通自動

車免許（AT限定可）／不問／

高卒以上（高専以上における

工業系または化学系ならば尚

可）

非破壊検査業務に従事していただき

ます。

【主な担当業務】

＊航空機用部品の非破壊検査（蛍光

浸透探傷検査）を行います。

＊顧客仕様書、公知規格などに従

い、要領書、手順書の作成を行いま

す。

＊非破壊検査用設備の管理業務。

＊国際認証【NADCAP】審査業務

（英語使用）

応募受付の電話、メール

にお問合せください。

※／休日：概ね週休

2日制　年間休日日

数111日

（土曜日出勤17日／

年　※2019年カレン

ダー）

不問／PCセットアップ、ネッ

トワーク接続設定（無線LAN

含む）／高卒以上

情報システムインフラ全般の管理業

務を行っていただきます。ネット

ワークインフラの管理やクライアン

トPCのメンテナンス等となります

が、専門的なシステム構築等やサー

バメンテナンスはベンダー企業に委

託していますので、ベンダーエンジ

ニアとの交渉力が必要となります。

応募受付の電話、メール

にお問合せください。

※／休日：概ね週休

2日制　年間休日日

数111日

（土曜日出勤17日／

年　※2019年カレン

ダー）

18

平成31年4月19日

令和元年6月13日掲載

終了

自動化、省力化機械設計製造・部品加

工

航空機関連内装品組立・部品加工

由利本荘市

17

平成31年4月19日

令和元年6月13日掲載

終了

自動化、省力化機械設計製造・部品加

工

航空機関連内装品組立・部品加工

由利本荘市 情報システムイ

ンフラ管理／1名

／59歳以下(定年

年齢を上限(省令

1号))

中型自動車免許(8t未満限定

可)AT限定不可。1級又は2級

管工事施工管理技士／建設業

に関する施工管理経験／不問

※管工事施工管理技術者として勤務

していただきます。

・ガス・水道工事に関する管工事施

工管理技術者としての業務全般

（工事進捗状況管理、書類作成、公

官庁への届出等含む)

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：土日祝祭

日等、会社カレン

ダーによる。年間休

日日数118日

秋田県にかほ市飛字

下竹島潟２０－１

～　288,000円 （メール）

ishiyama-1480@vega.ocn.ne.jp
16 平成31年4月19日

・土木工事・管工事・舗装工事・水道

施設工事・とび土工工事・産業廃棄物

の収集運搬

由利本荘市 管工事施工管理

技術者／１名／

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：由利本荘市）

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

秋田精工株式会社 8:10 ～ 17:10 総務部総務課・仁部 智

〒018-0604 145,000円 （電話）0184-33-2146

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　250,000円 （メール）

snibe@akitaseiko.co.jp

秋田精工株式会社
由利本荘市

8:10 ～ 17:10 総務部総務課・仁部 智

〒018-0604 180,000円 （電話）0184-33-2147

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　180,000円 （メール）

snibe@akitaseiko.co.jp

秋田精工株式会社 8:10 ～ 17:10 総務部総務課・仁部 智

〒018-0604 200,000円 （電話）0184-33-2143

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　200,000円 （メール）

snibe@akitaseiko.co.jp

普通自動車免許（AT限定可）

／シーケンス制御　回路設計

言語での制御（自動機）／高

卒以上

自動化・省力化設備の制御設計業務

に従事していただきます。

【主な担当業務】

＊自動化・省力化設備の設計からプ

ログラムの動作確認

＊依頼顧客工場での設備据付、立上

げ、動作確認

＊納めた設備のメンテナンスや改造

作業等

応募受付の電話、メール

にお問合せください。

※／休日：概ね週休

2日制　年間休日日

数111日

（土曜日出勤17日／

年　※2019年カレン

ダー）

自動化・省力化設備の制御設計業務

に従事していただきます。

【主な担当業務】

＊自動化・省力化設備の設計からプ

ログラムの動作確認

＊依頼顧客工場での設備据付、立上

げ、動作確認

＊納めた設備のメンテナンスや改造

作業等

◎経験はなくてもOK.制御設計に興

味や学ぶ意欲のある方を募集しま

す。

応募受付の電話、メール

にお問合せください。

※／休日：概ね週休

2日制　年間休日日

数111日

（土曜日出勤17日／

年　※2019年カレン

ダー）

22

平成31年4月19日

令和元年6月13日掲載

終了

自動化、省力化機械設計製造・部品加

工

航空機関連内装品組立・部品加工

由利本荘市 電気回路設計・

一部筺体設計・

シーケンス制御

設計【経験者】

／3名／59歳以

下(定年年齢を上

限(省令1号))

21

平成31年4月19日

令和元年6月13日掲載

終了

自動化、省力化機械設計製造・部品加

工

航空機関連内装品組立・部品加工

電気回路設計・

一部筺体設計・

シーケンス制御

設計／1名／30

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))

普通自動車免許（AT限定可）

／不問／高卒以上（電気科卒

なお可）

機械加工／16名

／59歳以下(定年

年齢を上限(省令

1号))

不問／各種経験（NC／MC旋

盤、放電、溶接、板金）あれ

ば尚可／高卒以上

【主な仕事内容】

＊製造装置、航空機内装部品の機械

加工

＊マシニングセンター、NC旋盤

＊NCフライス、放電加工、溶接、板

金

＊NCルーターのオペレーション

＊段取り、セットアップ、試作の製

作

＊未経験の場合：切削工具の準備取

付、材料の準備取付、製品バリ取

り、製品確認等

習熟により変化

応募受付の電話、メール

にお問合せください。

※／休日：概ね週休

2日制　年間休日日

数111日

（土曜日出勤17日／

年　※2019年カレン

ダー）

20

平成31年4月19日

令和元年6月13日掲載

終了

自動化、省力化機械設計製造・部品加

工

航空機関連内装品組立・部品加工

由利本荘市
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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：由利本荘市）

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

秋田精工株式会社 8:10 ～ 17:10 総務部総務課・仁部 智

〒018-0604 145,000円 （電話）0184-33-2144

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　250,000円 （メール）

snibe@akitaseiko.co.jp

秋田精工株式会社 8:10 ～ 17:10 総務部総務課・仁部 智

〒018-0604 145,000円 （電話）0184-33-2145

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　200,000円 （メール）

snibe@akitaseiko.co.jp

秋田精工株式会社 8:10 ～ 17:10 総務部総務課・仁部 智

〒018-0604 145,000円 （電話）0184-33-2146

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　250,000円 （メール）

snibe@akitaseiko.co.jp

秋田精工株式会社

由利本荘市

8:10 ～ 17:10 総務部総務課・仁部 智

〒018-0604 145,000円 （電話）0184-33-2147

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　250,000円 （メール）

snibe@akitaseiko.co.jp

個別営業窓口

【主な担当業務】

＊会社の代表としてお客様との接点

を持ち、お客様の要求を理解したう

えで社内に情報を展開し、お客様の

要望を応えることで売上・利益を確

保します。

＊お客様／当社の事業に興味・関心

を持ち、積極的に行動し前向きな考

えを持つことができる方。

応募受付の電話、メール

にお問合せください。

※／休日：概ね週休

2日制　年間休日日

数111日

（土曜日出勤17日／

年　※2019年カレン

ダー）

26

平成31年4月19日

令和元年6月13日掲載

終了

自動化、省力化機械設計製造・部品加

工

航空機関連内装品組立・部品加工

営業／2名／59

歳以下(定年年齢

を上限(省令1

号))

不問／不問／高卒以上

CAD／CAMプロ

グラマー／2名／

59歳以下(定年年

齢を上限(省令1

号))

不問／不問（経験者なお可）

／高卒以上

工作機械の加工プログラム作成業務

に従事していただきます。

【主な仕事内容】

＊プログラム作成用のソフト（CAD

／CAM）を使用して工作機械の加工

プログラムを作成します。

応募受付の電話、メール

にお問合せください。

※／休日：概ね週休

2日制　年間休日日

数111日

（土曜日出勤17日／

年　※2019年カレン

ダー）

不問／不問（製造業での外注

管理経験あれば尚可）／高卒

以上

部材、部品の業者選定・値付け・調

達担当として勤務していただきま

す。

【主な担当業務】

＊手配先や外注先へ見積もりの手

配、納期・価格交渉、受入、払い出

し。

＊未経験の方はきちんと指導いたし

ます。

応募受付の電話、メール

にお問合せください。

※／休日：概ね週休

2日制　年間休日日

数111日

（土曜日出勤17日／

年　※2019年カレン

ダー）

25

平成31年4月19日

令和元年6月13日掲載

終了

自動化、省力化機械設計製造・部品加

工

航空機関連内装品組立・部品加工

由利本荘市

24

平成31年4月19日

令和元年6月13日掲載

終了

自動化、省力化機械設計製造・部品加

工

航空機関連内装品組立・部品加工

由利本荘市 調達業務／1名／

59歳以下(定年年

齢を上限(省令1

号))

装置組立／1名／

59歳以下(定年年

齢を上限(省令1

号))

不問／不問／高卒以上 自動化・省力化機械の組立作業に従

事していただきます。

【主な担当業務】

＊組図、部品図を基に自動化・省力

化機械の組立

＊調整・動作確認、完成装置の現地

据付け立上げ作業

＊顧客先にて改造・メンテナンス・

移設作業など行う

応募受付の電話、メール

にお問合せください。

※／休日：概ね週休

2日制　年間休日日

数111日

（土曜日出勤17日／

年　※2019年カレン

ダー）

23

平成31年4月19日

令和元年6月13日掲載

終了

自動化、省力化機械設計製造・部品加

工

航空機関連内装品組立・部品加工

由利本荘市
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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：由利本荘市）

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

株式会社香楽園 8:00 ～ 17:00 総務課・鈴木

〒015-0855 200,000円 （電話）0120-428-628

ハローワーク求人番号：

05050-1042911

05050-1041611

山勇建設工業　株式

会社
8:00 ～ 17:00 総務営業部・猪股　勇樹

〒015-0086 200,000円 （電話）0184-29-2344

ハローワーク求人番号：

05050-787411

社会福祉法人　久盛

会
8:50 ～ 17:10

介護老人保健施設　あまさぎ園

事務・渡部

〒018-1214 175,500円 （電話）0184-62-5001

ハローワーク求人番号：

05050-95511

05050-96411

05050-1048411

05050-1049011

看護師・准看護師　普通自動

車運転免許／経験不問。／不

問。

看護職員としての業務。

●入所者の看護業務全般

●常駐する医師の指示のもとでの治

療・処置。

●入所者のバイタルチェックや服薬

の管理業務

●入所者定員は100名です。

電話、メールにお問い合

わせください。

※8：50～17：10、

16：00～9：00の

ローテーションによ

る2交代／休日：年

間休日103日、月8日

＋特別休暇5日

秋田県由利本荘市岩

城冨田字根本9-3

～　225,500円 （メール）

info@amasagi.or.jp

29 平成31年4月19日

・介護を必要とする高齢者の自立を支

援し、家庭への復帰を目指すために、

医師による医学的管理の下、看護・介

護といったケアはもとより、作業療法

士や理学療法士等によるリハビリテー

ション、また、栄養管理・食事・入浴

などの日常サービスまで併せて提供し

ております。

・介護老人保健施設、通所リハビリ

テーション、居宅介護支援事業所、訪

問介護事業所、特別養護老人ホーム等

≪法人ホームページ≫

http://www.amasagi.or.jp/

由利本荘市 看護師／2名程度

／なし

普通自動車免許／経験不問。

有資格者・経験者優遇／高卒

以上

■経験の浅い方は現場作業・監督補

助業務からスタート。少しずつ業務

を覚えていき、資格取得または一定

の水準をクリアした段階で監督業務

に移行する形となります。 希望によ

り重機オペレーター・現場スタッフ

従事可能。また、除排雪業務も希望

次第で従事可能(要大型特殊)

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※4月～10月　8:00

～17:00

11月～3月　8:00～

16:30／休日：土(隔

週)日祝祭日、社内カ

レンダーによる

秋田県由利本荘市館

字中島231-1

～　320,000円 （メール）info@yamayu-

cons.co.jp

28 平成31年4月19日

■土木工事一式・水道工事

・官公庁発注工事

・民間工事

・自動車整備工場(民間)

由利本荘市

及び近郊

施工管理士及び

現場スタッフ／

３名程度／50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級又は２級の土木施工管理

技士、造園施工管理技士／／

不問

官公庁への提出書類等の作成　　積

算見積、工事現場での管理業務全般

将来的には技術・技能の指導へ携

わって頂きます。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：日曜祝日､

第二第四土曜(年間９

８日）

秋田県由利本荘市二

番堰８５－１

～　420,000円 （メール）

kre36_67@mail.edinet.ne.jp27 平成31年4月19日

造園事業(公園緑地､公園整備､個人庭

園、植栽等）土木事業(道路､河川、造

成工事等）維持管理業務（公園､ｽﾎﾟｰﾂ

施設､個人庭園等）資材販売事業

会社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

https://www．Kourakuen-lc.jp

由利本荘市 技術者／２名程

度／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：由利本荘市）

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　久盛

会
8:30 ～ 17:15

介護老人保健施設　あまさぎ園

事務・渡部

〒018-1214 213,500円 （電話）0184-62-5001

ハローワーク求人番号：

社会福祉法人　久盛

会
8:50 ～ 17:10

介護老人保健施設　あまさぎ園

事務・渡部

〒018-1214 253,500円 （電話）0184-62-5001

ハローワーク求人番号：

05050-704411

理学療法士・作業療法士／経

験不問／高卒以上

介護老人保健施設及び通所リハビリ

テーションにおける利用者へのリハ

ビリ業務等

●医師の指示のもとリハビリテー

ションの実施

●利用者に合わせたリハビリ計画書

作成。

入所定員は100名、通所リハビリ

テーションは40名

電話、メールにお問い合

わせください。

※／休日：年間休日

103日、月8日＋特別

休暇5日

秋田県由利本荘市岩

城冨田字根本9-3

～　267,000円 （メール）

info@amasagi.or.jp

31 平成31年4月19日

・介護を必要とする高齢者の自立を支

援し、家庭への復帰を目指すために、

医師による医学的管理の下、看護・介

護といったケアはもとより、作業療法

士や理学療法士等によるリハビリテー

ション、また、栄養管理・食事・入浴

などの日常サービスまで併せて提供し

ております。

・介護老人保健施設、通所リハビリ

テーション、居宅介護支援事業所、訪

問介護事業所、特別養護老人ホーム等

≪法人ホームページ≫

http://www.amasagi.or.jp/

由利本荘市 理学療法士・作

業療法士／2名／

61歳未満(定年年

齢を上限(省令1

号))

保健師／経験不問。／不問。 保健師として業務していただきま

す。

●由利本荘市北部地域包括支援セン

ターにおける業務全般

●包括支援センターでの地域高齢者

への相談支援事業・実態把握・地域

ケア会議の開催（担当地域）

●地域包括ケアネットワークシステ

ムの構築にかかる業務等

●包括的ケアプランの作成

電話、メールにお問い合

わせください。

※／休日：週休二日

制、年間休日日数

120日

秋田県由利本荘市岩

城冨田字根本9-3

～　227,000円 （メール）

info@amasagi.or.jp

30 平成31年4月19日

・介護を必要とする高齢者の自立を支

援し、家庭への復帰を目指すために、

医師による医学的管理の下、看護・介

護といったケアはもとより、作業療法

士や理学療法士等によるリハビリテー

ション、また、栄養管理・食事・入浴

などの日常サービスまで併せて提供し

ております。

・介護老人保健施設、通所リハビリ

テーション、居宅介護支援事業所、訪

問介護事業所、特別養護老人ホーム等

≪法人ホームページ≫

http://www.amasagi.or.jp/

由利本荘市 保健師／1名／

61歳未満(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：由利本荘市）

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　久盛

会
8:30 ～ 17:15

介護老人保健施設　あまさぎ園

事務・渡部

〒018-1214 189,500円 （電話）0184-62-5001

ハローワーク求人番号：

05050-93811

社会福祉法人　久盛

会
8:50 ～ 17:10

介護老人保健施設　あまさぎ園

事務・渡部

〒018-1214 168,500円 （電話）0184-62-5001

ハローワーク求人番号：

05050-1046211

介護福祉士／経験不問。／不

問。

介護老人保健施設での自立支援生活

介護一般業務時従事していただきま

す。

●介護老人保健施設（入所定員100

名）での食事・排泄・入浴など要介

護者への自立支援介護。

●採用研修後夜勤及び早番・遅番勤

務があります。

●介護記録管理ソフト使用で記録入

力はタブレットで行います。

電話、メールにお問い合

わせください。

※8：50～17：10、

7：15～15：35、

10：40～19：00、

16：00～9：00の

ローテーションによ

る交代勤務／休日：

年間休日103日、月8

日＋特別休暇5日

秋田県由利本荘市岩

城冨田字根本9-3

～　185,300円 （メール）

info@amasagi.or.jp

33 平成31年4月19日

・介護を必要とする高齢者の自立を支

援し、家庭への復帰を目指すために、

医師による医学的管理の下、看護・介

護といったケアはもとより、作業療法

士や理学療法士等によるリハビリテー

ション、また、栄養管理・食事・入浴

などの日常サービスまで併せて提供し

ております。

・介護老人保健施設、通所リハビリ

テーション、居宅介護支援事業所、訪

問介護事業所、特別養護老人ホーム等

≪法人ホームページ≫

http://www.amasagi.or.jp/

由利本荘市 介護福祉士／3名

程度／61歳未満

(定年年齢を上限

(省令1号))

社会福祉士／不問／大卒以上 社会福祉士として業務していただき

ます。

●由利本荘市北部地域包括支援セン

ターにおける業務全般

●包括支援センターでの地域高齢者

への相談支援事業・実態把握・地域

ケア会議の開催（担当地域）

●地域包括ケアネットワークシステ

ムの構築にかかる業務等

●包括的ケアプランの作成

電話、メールにお問い合

わせください。

※／休日：週休二日

制、年間休日日数

120日

秋田県由利本荘市岩

城冨田字根本9-3

～　225,300円 （メール）

info@amasagi.or.jp

32 平成31年4月19日

・介護を必要とする高齢者の自立を支

援し、家庭への復帰を目指すために、

医師による医学的管理の下、看護・介

護といったケアはもとより、作業療法

士や理学療法士等によるリハビリテー

ション、また、栄養管理・食事・入浴

などの日常サービスまで併せて提供し

ております。

・介護老人保健施設、通所リハビリ

テーション、居宅介護支援事業所、訪

問介護事業所、特別養護老人ホーム等

≪法人ホームページ≫

http://www.amasagi.or.jp/

由利本荘市 社会福祉士／1名

／61歳未満(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：由利本荘市）

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　久盛

会
8:50 ～ 17:10

介護老人保健施設あまさぎ園　事

務・渡部

〒018-1214 176,500円 （電話）0184-62-5001

ハローワーク求人番号：

社会福祉法人　久盛

会
8:50 ～ 17:10

介護老人保健施設あまさぎ園　事

務・渡部

〒018-1214 224,000円 （電話）0184-62-5001

ハローワーク求人番号：

05050-98311

介護福祉士・普通自動車免許

／福祉職での職務経験のある

方／福祉系専門学校もしくは

短大・大学卒

事業所全体の介護職等への総合的な

指導管理業務を行っていただきま

す。

●各種マニュアルの管理・変更・作

成等

●技術等指導

●新人教育

●各種委員会の管理統括等

電話、メールにお問い合

わせください。

※／休日：年間休日

数103日、（月/8日

+特別休暇、事業所

勤務表による）

秋田県由利本荘市岩

城冨田字根本9-3

～　258,500円 （メール）

info@amasagi.or.jp

35 平成31年4月19日

・介護を必要とする高齢者の自立を支

援し、家庭への復帰を目指すために、

医師による医学的管理の下、看護・介

護といったケアはもとより、作業療法

士や理学療法士等によるリハビリテー

ション、また、栄養管理・食事・入浴

などの日常サービスまで併せて提供し

ております。

・介護老人保健施設、通所リハビリ

テーション、居宅介護支援事業所、訪

問介護事業所、特別養護老人ホーム等

≪法人ホームページ≫

http://www.amasagi.or.jp/

由利本荘市 介護総合職／1名

程度／61歳未満

(定年年齢を上限

(省令1号))

普通自動車免許／福祉関係お

よびパソコン操作等に精通／

高卒以上

事業所全体の人事労務等事務全般を

担当していただきます。

※法人財務会計の一部業務

※人事労務管理全般

※行政手続き、法人内行事の企画運

営等

電話、メールにお問い合

わせください。

※／休日：年間休日

数103日、（月/8日

+特別休暇、事業所

勤務表による）

秋田県由利本荘市岩

城冨田字根本9-3

～　200,000円 （メール）

info@amasagi.or.jp

34 平成31年4月19日

・介護を必要とする高齢者の自立を支

援し、家庭への復帰を目指すために、

医師による医学的管理の下、看護・介

護といったケアはもとより、作業療法

士や理学療法士等によるリハビリテー

ション、また、栄養管理・食事・入浴

などの日常サービスまで併せて提供し

ております。

・介護老人保健施設、通所リハビリ

テーション、居宅介護支援事業所、訪

問介護事業所、特別養護老人ホーム等

≪法人ホームページ≫

http://www.amasagi.or.jp/

由利本荘市 事務総合職／1名

程度／61歳未満

(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：由利本荘市）

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　久盛

会
8:50 ～ 17:10

介護老人保健施設あまさぎ園　事

務・渡部

〒018-1214 169,500円 （電話）0184-62-5001

ハローワーク求人番号：

05050-97011

社会福祉法人　久盛

会
8:50 ～ 17:10

介護老人保健施設あまさぎ園　事

務・渡部

〒018-1214 184,500円 （電話）0184-62-5001

ハローワーク求人番号：

05050-94211

介護支援専門員もしくは主任

介護支援専門員／不問／高卒

以上

介護支援専門員としての業務です。

●要介護者へのケアプラン作成

●その他付随する業務

●入所定員100名（一般棟50名、認

知症専門棟50名）

●夜勤業務はありません。

電話、メールにお問い合

わせください。

※／休日：年間休日

数103日、（月/8日

+特別休暇、事業所

勤務表による）

秋田県由利本荘市岩

城冨田字根本9-3

～　190,800円 （メール）

info@amasagi.or.jp

37 平成31年4月19日

・介護を必要とする高齢者の自立を支

援し、家庭への復帰を目指すために、

医師による医学的管理の下、看護・介

護といったケアはもとより、作業療法

士や理学療法士等によるリハビリテー

ション、また、栄養管理・食事・入浴

などの日常サービスまで併せて提供し

ております。

・介護老人保健施設、通所リハビリ

テーション、居宅介護支援事業所、訪

問介護事業所、特別養護老人ホーム等

≪法人ホームページ≫

http://www.amasagi.or.jp/

由利本荘市 介護支援専門員

／1名／61歳未

満(定年年齢を上

限(省令1号))

社会福祉士／不問／大卒以上 介護老人保健施設等での相談業務全

般

●利用者との契約及び相談業務

●利用者家族との連携調整

●行事の企画運営及びサービス担当

者介護等

●利用時送迎等介護補助業務

電話、メールにお問い合

わせください。

※／休日：年間休日

数103日、（月/8日

+特別休暇、事業所

勤務表による）

秋田県由利本荘市岩

城冨田字根本9-3

～　205,300円 （メール）

info@amasagi.or.jp

36 平成31年4月19日

・介護を必要とする高齢者の自立を支

援し、家庭への復帰を目指すために、

医師による医学的管理の下、看護・介

護といったケアはもとより、作業療法

士や理学療法士等によるリハビリテー

ション、また、栄養管理・食事・入浴

などの日常サービスまで併せて提供し

ております。

・介護老人保健施設、通所リハビリ

テーション、居宅介護支援事業所、訪

問介護事業所、特別養護老人ホーム等

≪法人ホームページ≫

http://www.amasagi.or.jp/

由利本荘市 相談員／1名／

61歳未満(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：由利本荘市）

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　久盛

会
8:50 ～ 17:10

介護老人保健施設あまさぎ園　事

務・渡部

〒018-1214 152,000円 （電話）0184-62-5001

ハローワーク求人番号：

株式会社遠藤設計事

務所
9:00 ～ 18:00 総務部・阿部まり子

〒010-0914 年収600万 （電話）018-863-8011

ハローワーク求人番号：

05010-3230011

社会福祉法人本荘久

寿会
8:40 ～ 17:30 法人本部　総務課・児玉

〒015-0031 158,000円 （電話）0184-74-9010

ハローワーク求人番号：

05050-496711

介護福祉士／経験者優遇／高

卒以上

老人の介護業務全般を担当していた

だきます（入浴の介助、食事の介

助、排泄の介助等）。業務習得後、

月4回程度の夜勤があります。専門ス

タッフが多く働いていますので、男

女問わず働きやすい職場環境です。

履歴書。資格証(写)のご

提出後、書類選考、面接

を実施いたします。選考

結果は、概ね7日後にご

連絡いたします。
※夜勤17:10～9:00

の'2交代制（遅番、

早番有り）／休日：

年間公休日数101.5

日

秋田県由利本荘市浜

三川字小山口20

～　214,600円 （メール）

s.kodama@kaigo-

himawari.com
40 平成31年4月26日

介護老人保健施設、特別養護老人ホー

ム、ショートステイ等由利本荘市内に7

事業所を運営。全体の利用者定員は約

500人。地域の福祉施設として、地域

との結び付きを大切にしています。

〔会社ホームページ〕

http://honjo-kyujyukai.net/

由利本荘市 介護福祉士／2名

程度／特に無し

●以下の部門の技術士

「建設部門：①道路②河川、

砂防および海岸海洋③都市及

び地方計画」

「上下水道部門：④上水道及

び工業用水道」

●以下の部門のRCCM

①下水道部門②道路部門③都

市計画及び地方計画部門④河

川、砂防及び海岸・海洋部門

／上記資格上の業務経験／―

建設コンサルタント業務の管理技術

者及び照査技術者として従事して頂

きます。実務ができるのであればベ

ストですが、業務の指導あるいは監

理で従事して頂くことも可能です。

応募受付の電話、メール

の他ホームページからで

も応募可能です。

※休憩時間１２時～

１３時／休日：日祝

他、年間休日日数

111日（変更有り）

秋田県秋田市保戸野

千代田町9-43

年収400万 （メール）

m_abe@endousekkei.co.jp

39 平成31年4月19日

●コンサルタント業務

道路、上下水道設計、都市計画、各種

調査測量

●各種構造物調査・診断・設計業務

下水道、河川・砂防構造物等調査、診

断、補修設計

●小水力発電システム開発・調査・設

計業務

小水力発電システム開発における調

査、測量、設計

会社HP＜http://endousekkei.co.jp/

＞

秋田市または

由利本荘市

技術職／2名程度

／60歳退職制度

をとっておりま

すが、再雇用も

可能です。

普通自動車免許／パソコン操

作等に精通した方（エクセル

関数を用いた表作成・ワー

ド・ホームページ管理等）／

総務事務における専門業務等を担当

していただきます。

●サーバー・ホームページ管理

●施設内ネットワーク環境整備

●データ作成（MSオフィスソフト各

種）

●社内環境の維持管理計画、人事労

務管理補助等

電話、メールにお問い合

わせください。

※／休日：年間休日

数103日、（月/8日

+特別休暇、事業所

勤務表による）

秋田県由利本荘市岩

城冨田字根本9-3

～　152,000円 （メール）

info@amasagi.or.jp

38 平成31年4月19日

・介護を必要とする高齢者の自立を支

援し、家庭への復帰を目指すために、

医師による医学的管理の下、看護・介

護といったケアはもとより、作業療法

士や理学療法士等によるリハビリテー

ション、また、栄養管理・食事・入浴

などの日常サービスまで併せて提供し

ております。

・介護老人保健施設、通所リハビリ

テーション、居宅介護支援事業所、訪

問介護事業所、特別養護老人ホーム等

≪法人ホームページ≫

http://www.amasagi.or.jp/

由利本荘市 事務専門職／1名

／61歳未満(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：由利本荘市）

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

社会福祉法人本荘久

寿会
8:40 ～ 17:30 法人本部　総務課・児玉

〒015-0031 157,100円 （電話）0184-74-9010

ハローワーク求人番号：

社会福祉法人本荘久

寿会
8:40 ～ 17:30 法人本部　総務課・児玉

〒015-0031 184,900円 （電話）0184-74-9010

ハローワーク求人番号：

05050-968911

05050-969111

有限会社 折林ファー

ム
8:00 ～ 17:30

取締役　三浦 徳也・取締役　三浦

徳也

〒015-0034 154,940円 （電話）0184-28-2928

ハローワーク求人番号：

株式会社ファーム・

ぬまた
8:00 ～ 17:00 株式会社ファーム・ぬまた・須田

〒018-0604 150,000円 （電話）0184-33-3530

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

能力にもよりますが、軽作業・作業

助手から始め、その後、機械操作や

オペレーター等、重要度の高い作業

を任せる形になります。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※／休日：日曜日、

お盆、正月秋田県由利本荘市西

目町沼田字沼田465

　　　　～ （メール）

sp7u7b49@guitar.ocn.ne.jp

44 令和元年6月7日

米・大豆等の生産・販売 由利本荘市 作業員／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／経験不問。

／高卒以上

■農作業に従事■農器具のオペレー

ター※天候によっては稼働日が休日

となり場合があります。※労働基準

法第41条：労働時間等に関する規定

の適用除外求人

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※休憩時間は、午前

15分・昼60分・午後

15分の計90分です。

／休日：日、年間休

日日数60日

秋田県由利本荘市芦

川字折林122

～　200,000円 （メール）

of0597@ont.ne.jp

43 令和元年5月10日

水田、転作田にかかわる受委託作業、

土壌改良剤の散布、比内地鶏の飼育等

に取り組んでおります。平均年齢35歳

（正社員）の若手が中心となって『生

涯挑戦』をモットーに仕事へ取り組ん

でおります。〔会社ホームページ〕

http://oribayashi-farm.com/

由利本荘市 農作業に従事／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))

看護師免許／経験者優遇／専

門学校以上

看護師として勤務していただきま

す。高齢者の看護業務全般、与薬・

採血・血糖値測定等の業務、看護的

立場からの健康管理、夜間拘束ある

いは夜勤があります（回数等はご相

談可能です）。

履歴書。資格証(写)のご

提出後、書類選考、面接

を実施いたします。選考

結果は、概ね7日後にご

連絡いたします。
※夜勤17:10～9:00

の'2交代制（遅番、

早番有り）／休日：

年間公休日数101.5

日

秋田県由利本荘市浜

三川字小山口20

～　336,600円 （メール）

s.kodama@kaigo-

himawari.com
42 平成31年4月26日

介護老人保健施設、特別養護老人ホー

ム、ショートステイ等由利本荘市内に7

事業所を運営。全体の利用者定員は約

500人。地域の福祉施設として、地域

との結び付きを大切にしています。

〔会社ホームページ〕

http://honjo-kyujyukai.net/

由利本荘市 看護師[准/正]／

3名程度／特に無

し

社会福祉主事任用資格又は社

会福祉士、介護支援専門員／

介護支援専門員は実務経験1

年以上（経験者優遇）／高卒

以上

利用者に対する生活相談業務に従事

していただきます。利用者本人や家

族の相談を通じて、日常生活が快適

に生活が出来るようサポート、サー

ビス調整等を行います。相談記録等

の書類作成業務があります。

履歴書。資格証(写)のご

提出後、書類選考、面接

を実施いたします。選考

結果は、概ね7日後にご

連絡いたします。
※8:40～17:30／休

日：年間公休日数

103.5日

秋田県由利本荘市浜

三川字小山口20

～　192,500円 （メール）

s.kodama@kaigo-

himawari.com
41 平成31年4月26日

介護老人保健施設、特別養護老人ホー

ム、ショートステイ等由利本荘市内に7

事業所を運営。全体の利用者定員は約

500人。地域の福祉施設として、地域

との結び付きを大切にしています。

〔会社ホームページ〕

http://honjo-kyujyukai.net/

由利本荘市 生活相談員／2名

程度／特に無し
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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：由利本荘市）

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

農事組合法人ぬまた 8:00 ～ 17:00 農事組合法人ぬまた・須田

〒018-0604 150,000円 （電話）0184-33-3530

ハローワーク求人番号：

秋田精工株式会社 8:10 ～ 17:10 総務部総務課・仁部 智

〒018-0604 150,000円 （電話）0184-33-2143

あきた就職ナビ求人番号

3432

ハローワーク求人番号：

05050-825511

秋田精工株式会社 8:10 ～ 17:10 総務部総務課・仁部 智

〒018-0604 150,000円 （電話）0184-33-2143

あきた就職ナビ求人番号

3109

ハローワーク求人番号：

05050-51811

秋田精工株式会社 8:10 ～ 17:10 総務部総務課・仁部 智

〒018-0604 150,000円 （電話）0184-33-2143

あきた就職ナビ求人番号

3440

ハローワーク求人番号：

05050-51811

不問／不問

※同業種業務経験があれば尚

可／高卒以上

自動化・省力化機械の組立作業に従

事していただきます。

【主な担当業務】

＊組図、部品図を基に自動化・省力

化機械の組立

＊調整・動作確認、完成装置の現地

据付け立上げ作業

＊顧客先にて改造・メンテナンス・

移設作業など行う

応募受付のお電話、メー

ルにお問合せください。

※休憩60分／休日：

概ね週休2日制　年

間休日日数110日

（土曜日出勤16日／

年　※2019年カレン

ダー）

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　250,000円 （メール）

snibe@akitaseiko.co.jp

48 令和元年6月14日

機械加工（一般部品、航空機部品、そ

の他）

装置製造（電子部品・半導体製造装

置、自動化・省力化機械）

航空機内装品組立

由利本荘市 装置組立【移住

支援金対象】／3

名／

不問／不問

※同業種業務経験あれば尚可

／高卒以上

【主な仕事内容】

＊製造装置、航空機内装部品の機械

加工

＊マシニングセンター、NC旋盤

＊NCフライス、放電加工、溶接、板

金

＊NCルーターのオペレーション

＊段取り、セットアップ、試作の製

作

＊未経験の場合：切削工具の準備取

付、材料の準備取付、製品バリ取

り、製品確認等

習熟により変化

応募受付のお電話、メー

ルにお問合せください。

※休憩60分／休日：

概ね週休2日制　年

間休日日数110日

（土曜日出勤16日／

年　※2019年カレン

ダー）

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　250,000円 （メール）

snibe@akitaseiko.co.jp

47 令和元年6月14日

機械加工（一般部品、航空機部品、そ

の他）

装置製造（電子部品・半導体製造装

置、自動化・省力化機械）

航空機内装品組立

由利本荘市 機械加工【移住

支援金対象】／3

名／

普通運転免許（AT可）／PC

操作（エクセル・ワード）

※同業種の勤務経験・フォー

クリフトの免許取得者尚可／

高卒以上

【主な担当業務】

外注先からの電話対応、製品の受け

入れ・払い出しなどの通常業務に加

え、外注業者への製品の運搬（キャ

ラバン）を行います。

※フォークリフトを使用します。

応募受付のお電話、メー

ルにお問合せください。

※休憩60分／休日：

概ね週休2日制　年

間休日日数110日

（土曜日出勤16日／

年　※2019年カレン

ダー）

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　230,000円 （メール）

snibe@akitaseiko.co.jp

46 令和元年6月14日

機械加工（一般部品、航空機部品、そ

の他）

装置製造（電子部品・半導体製造装

置、自動化・省力化機械）

航空機内装品組立

由利本荘市 外注管理業務

【移住支援金対

象】／1名／

普通自動車免許／経験不問。

／高卒以上

最初は軽作業・作業助手から始め、

その後、機械操作やオペレーター

等、重要度の高い作業を任せる形に

なります。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※／休日：日曜日、

お盆、正月秋田県由利本荘市西

目町沼田字沼田465

　　　　～ （メール）

sp7u7b49@guitar.ocn.ne.jp

45 令和元年6月7日

ブナシメジの生産・販売 由利本荘市 作業員／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))
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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：由利本荘市）

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

秋田精工株式会社 8:10 ～ 17:10 総務部総務課・仁部 智

〒018-0604 150,000円 （電話）0184-33-2143

あきた就職ナビ求人番号

3439

ハローワーク求人番号：

05050-51811

秋田精工株式会社 8:10 ～ 17:10 総務部総務課・仁部 智

〒018-0604 180,000円 （電話）0184-33-2143

あきた就職ナビ求人番号

3441

ハローワーク求人番号：

05050-826411

秋田精工株式会社 8:10 ～ 17:10 総務部総務課・仁部 智

〒018-0604 150,000円 （電話）0184-33-2143

あきた就職ナビ求人番号

3442

ハローワーク求人番号：

05050-834401

秋田精工株式会社 8:10 ～ 17:10 総務部総務課・仁部 智

〒018-0604 147,000円 （電話）0184-33-2143

あきた就職ナビ求人番号

3438

ハローワーク求人番号：

05050-712411

普通自動車免許（AT限定可）

最大積載量5t準中型免許以上

（必須）

※フォークリフトの免許取得

者尚可／不問／高卒以上

【主な仕事内容】

社有車（バン、2t・4tトラック）を

使用し、お客様、外注会社、各工場

に部品や製品を運案します。

フォークリフトを使用します。

応募受付のお電話、メー

ルにお問合せください。

※休憩60分／休日：

概ね週休2日制　年

間休日日数110日

（土曜日出勤16日／

年　※2019年カレン

ダー）

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　200,000円 （メール）

snibe@akitaseiko.co.jp

52 令和元年6月14日

機械加工（一般部品、航空機部品、そ

の他）

装置製造（電子部品・半導体製造装

置、自動化・省力化機械）

航空機内装品組立

由利本荘市 運搬業務【移住

支援金対象】／2

名／

普通運転免許（AT限定可）／

不問

（※資材業務の勤務経験あれ

ば尚可）／高卒以上

資材管理業務に従事していただきま

す。

【主な担当業務】

＊副資材品発注・管理および外注先

への受発注業務

＊倉庫管理

＊その他附随する業務

応募受付のお電話、メー

ルにお問合せください。

※休憩60分／休日：

概ね週休2日制　年

間休日日数110日

（土曜日出勤16日／

年　※2019年カレン

ダー）

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　200,000円 （メール）

snibe@akitaseiko.co.jp

51 令和元年6月14日

機械加工（一般部品、航空機部品、そ

の他）

装置製造（電子部品・半導体製造装

置、自動化・省力化機械）

航空機内装品組立

由利本荘市 資材管理【移住

支援金対象】／1

名／

不問／PLC制御経験

（※同業種業務経験あれば尚

可）／高卒以上

自動化・省力化設備の制御設計業務

に従事していただきます。

【主な担当業務】

＊回路設計およびソフト設計、配線

全般を行います。

＊自動化・省力化設備の設計からプ

ログラムの動作確認

＊依頼顧客工場での設備据付、立上

げ、動作確認

＊納めた設備のメンテナンスや改造

作業等

応募受付のお電話、メー

ルにお問合せください。

※休憩60分／休日：

概ね週休2日制　年

間休日日数110日

（土曜日出勤16日／

年　※2019年カレン

ダー）

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　300,000円 （メール）

snibe@akitaseiko.co.jp

50 令和元年6月14日

機械加工（一般部品、航空機部品、そ

の他）

装置製造（電子部品・半導体製造装

置、自動化・省力化機械）

航空機内装品組立

由利本荘市 制御設計【移住

支援金対象】／4

名／

不問／不問

※同業種業務経験あれば尚可

／高卒以上

部品及び組立品の検査業務に従事し

ていただきます。

【主な担当業務】

＊航空機用部品、または産業機械用

部品の検査を行います。

＊チーム全体で分担して仕事を行う

体制です。

応募受付のお電話、メー

ルにお問合せください。

※休憩60分／休日：

概ね週休2日制　年

間休日日数110日

（土曜日出勤16日／

年　※2019年カレン

ダー）

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　250,000円 （メール）

snibe@akitaseiko.co.jp

49 令和元年6月14日

機械加工（一般部品、航空機部品、そ

の他）

装置製造（電子部品・半導体製造装

置、自動化・省力化機械）

航空機内装品組立

由利本荘市 部品検査【移住

支援金対象】

航空機内装品の

検査／3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

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：由利本荘市）

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

秋田精工株式会社 8:10 ～ 17:10 総務部総務課・仁部 智

〒018-0604 145,000円 （電話）0184-33-2143

ハローワーク求人番号：

株式会社タカハシ 10:00 ～ 19:00 本部人事・高橋　文柄

〒012-0855 170,000円 （電話）0183-73-8150

ハローワーク求人番号：

株式会社タカハシ 8:00 ～ 17:00 本部人事・高橋　文柄

〒012-0855 170,000円 （電話）0183-73-8150

ハローワーク求人番号：

パン製造経験／経験者優遇／

高卒以上

パン製造と店頭販売 メールでお問い合わせく

ださい。

履歴書は郵送またはメー

ルにて。

※途中休憩1時間／

休日：年間休日107

日

秋田県湯沢市愛宕町4

－5－56

～　300,000円 （メール）

azalea@azaleastyle.com55 令和元年7月26日

アパレルショップ6店舗

アパレルWEBショップ4店舗

食品加工開発事業

加工食品卸売事業

カフェ事業

http://www.azaleastyle.com/

由利本荘市 パン職人／1／な

し

なし／経験者優遇／高卒以上 奇跡の餡子を中心としたデザート開

発と店頭販売

メールでお問い合わせく

ださい。

履歴書は郵送またはメー

ルにて。

※途中休憩1時間／

休日：年間休日106

日

秋田県湯沢市愛宕町4

－5－56

～　300,000円 （メール）

azalea@azaleastyle.com54 令和元年7月26日

アパレルショップ6店舗

アパレルWEBショップ4店舗

食品加工開発事業

加工食品卸売事業

カフェ事業

http://www.azaleastyle.com/

由利本荘市 パティシエ／1名

／なし

普通運転免許（AT可）／PC

操作（エクセル・ワード）／

高卒以上

設計サポート・管理業務サポート業

務に従事していただきます。

【主な担当業務】

＊設計後の出図や手配業務等と、そ

の後の部品受入および受渡し作業。

＊作業集計や棚卸等の業務サポー

ト。

＊PC操作（Word、Excel使用）

＊事務所間の連絡のため、車の運転

あり（自家用車使用・規定により燃

料代支給あり。

＊秋田市新屋の秋田事務所へ行く可

能性があります。

応募受付のお電話、メー

ルにお問合せください。

※休憩60分／休日：

概ね週休2日制　年

間休日日数110日

（土曜日出勤16日／

年　※2019年カレン

ダー）

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　145,000円 （メール）

snibe@akitaseiko.co.jp

53 令和元年7月19日

機械加工（一般部品、航空機部品、そ

の他）

装置製造（電子部品・半導体製造装

置、自動化・省力化機械）

航空機内装品組立

由利本荘市 業務サポート／1

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

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：由利本荘市）

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：

05031-470511

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：

05031-73211

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：

・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

58 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

57 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

56 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
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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：由利本荘市）

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
由利本荘市 08:30 ～ 17:30 05050-4827591 安藤　大輔

0150013 230,000円   0184-22-2228

秋田県由利本荘市石

脇字田尻野7-3

～　290,000円 「履歴書、職務経歴書」

を下記までご郵送くださ

い。

秋田県由利本荘市川口字

八幡前261

株式会社池田　人事総務

課　採用担当宛

info-hr@ikeyaku.co.jp

ハローワーク求人番号：

05050-576211

社会福祉法人　中央

会
由利本荘市 ～ 05050-177401 藤井　周二

0150885 143,000円 0184-28-1187

秋田県由利本荘市水

林284番地特別養護老

人ホーム　萬生苑

～　149,300円 応募受付の電話又はメー

ルから応募ください。

0

社会医療法人青嵐会 由利本荘市 正職員 0:00 ～ 0:00
05050-229301

05050-5033691
藤田、工藤、佐々木

0158567 210,000円 0184-22-0111

秋田県由利本荘市岩

渕下110本荘第一病院

～　282,000円 履歴書、職務経歴書を本

荘第一病院総務課まで送

付ください。

ハローワーク求人番号：

05050-71011

05050-1032311

＊入院病棟における看護業務（3交替

制）、準夜勤・深夜勤務は各々月4～

5回程度。看護基準は10対1。病床数

は158床（急性期病棟118床、地域包

括ケア病棟40床）、看護方式は固定

チームナーシング　＊外来における

看護業務、就業時間（8：30～17：

00、17：00～9：00の2交替制）

＊透析室における看護業務、医療器

具の準備や片付け、医師の指示に基

づく医療措置、透析患者のバイタル

チェックや内服薬管理

日、祝、その他

休日は、勤務表によ

ります。１日休みの

休日数は１００日で

す。土曜日や平日の

半日休み（半日勤

務）を合わせると、

年間休日数は119.5

日になります。

61 令和元年11月15日

【病床数：158床、一般急性期病棟118

床、地域包括ケア病棟40床】、【診療

科：内科、消化器科、循環器科、心療

内科、外科、整形外科、婦人科、放射

線科、麻酔科、眼科、糖尿病・代謝内

科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、皮膚

科、泌尿器科】、【サービス・施設：

透析センター１４床、手術室３室、臨

床検査室、リハビリテーション室、Ｃ

Ｔ、ＭＲＩ、マンモグラフィー、血管

連続撮影装置、外来化学療法室４床、

臨床研修指定病院、看護師特定行為研

修施設、救急告示病院、人間ドック・

健診実施施設】

【http://www.honjodaiichihp.com/

】

看護師【移住支

援金対象】／複

数人／

正看護師／不問／専修卒以

上、専門学校以上

介護福祉士　ホームヘルパー

2級　初任者研修／経験不

問。／高卒以上。

入浴や食事、排泄の介助ほか生活援

助となります。

その他

その年の祝・祭日数

によって異なりま

す。

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。

日、祝

年間休日105日

60 令和元年11月8日

「私たちが大切にしている事」　ご家

庭と同じ様な暮らしの継続を大切に考

えています。その為出来る限りご家庭

と変わりない生活を持続できるようテ

レビ・タンス・仏壇の持ち込みは自由

にして頂いております。

介護福祉士　介

護職員【移住支

援金対象】／5名

程度／

59 令和元年9月27日

【事業内容】

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」

【https://www.ikeda-wakaba.jp/】

訪問看護師(由利

本荘市/わかば訪

問看護ステー

ション)【移住支

援金対象】／／

59歳以下(定年年

齢を上限(省令1

号))

看護師／不問／看護学校卒以

上
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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：由利本荘市）

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

社会医療法人青嵐会 由利本荘市 正職員 0:00 ～ 0:00 05050-5035491 藤田、工藤、佐々木

0158567 210,000円 0184-22-0111

秋田県由利本荘市岩

渕下110本荘第一病院

～　282,000円 履歴書、職務経歴書を本

荘第一病院総務課まで送

付ください。

ハローワーク求人番号：

05050-1034911

社会医療法人青嵐会 由利本荘市 07:20 ～ 15：50 05050-5105091 藤田、工藤、佐々木

0158567 184,500円 2310 0184-22-0111

秋田県由利本荘市岩

渕下110本荘第一病院

～　260,500円 履歴書、職務経歴書を本

荘第一病院総務課まで送

付ください。

ハローワーク求人番号：

人工透析業務全般、透析センター

（ベッド数：14床、１クール）、生

命維持管理装置の保守点検、人工呼

吸器、輸液、シリンジポンプ、徐細

動器の保守点検管理、心臓カテーテ

ル検査業務（週１～２回）

日

１日休みの休日数は

１００日です。土曜

日の半日休み（半日

勤務）と月1回の平

日半日休みを合わせ

ると、年間休日数は

119.5日になりま

す。
63 令和元年12月6日

【病床数：158床、一般急性期病棟118

床、地域包括ケア病棟40床】、【診療

科：内科、消化器科、循環器科、心療

内科、外科、整形外科、婦人科、放射

線科、麻酔科、眼科、糖尿病・代謝内

科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、皮膚

科、泌尿器科】、【サービス・施設：

透析センター１４床、手術室３室、臨

床検査室、リハビリテーション室、Ｃ

Ｔ、ＭＲＩ、マンモグラフィー、血管

連続撮影装置、外来化学療法室４床、

臨床研修指定病院、看護師特定行為研

修施設、救急告示病院、人間ドック・

健診実施施設】

【http://www.honjodaiichihp.com/

】

臨床工学技士

【移住支援金対

象】／1／

臨床工学技士／不問／専修卒

以上、専門学校以上

正看護師／不問／専修卒以

上、専門学校以上

利用者に対する看護業務、健康管

理、体調管理、服薬管理、医師への

報告。医師の指示による医療処置や

看護記録の管理。月4～5回程度の夜

勤あり（介護士5人含む）。入居定員

は100人

その他

休日は、勤務表によ

ります。１日休みの

休日数は１００日で

す。土曜日や平日の

半日休み（半日勤

務）を合わせると、

年間休日数は119.5

日になります。

62 令和元年11月15日

【病床数：158床、一般急性期病棟118

床、地域包括ケア病棟40床】、【診療

科：内科、消化器科、循環器科、心療

内科、外科、整形外科、婦人科、放射

線科、麻酔科、眼科、糖尿病・代謝内

科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、皮膚

科、泌尿器科】、【サービス・施設：

透析センター１４床、手術室３室、臨

床検査室、リハビリテーション室、Ｃ

Ｔ、ＭＲＩ、マンモグラフィー、血管

連続撮影装置、外来化学療法室４床、

臨床研修指定病院、看護師特定行為研

修施設、救急告示病院、人間ドック・

健診実施施設】

【http://www.honjodaiichihp.com/

】

看護師（介護老

人保健施設）

【移住支援金対

象】／複数人／
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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：由利本荘市）

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

社会医療法人青嵐会 由利本荘市 08:30 ～ 17：00 05050-5104191 藤田、工藤、佐々木

0158567 184,500円 0184-22-0111

秋田県由利本荘市岩

渕下110本荘第一病院

～　260,500円 履歴書、職務経歴書を本

荘第一病院総務課まで送

付ください。

ハローワーク求人番号：

05050-1031011

社会医療法人青嵐会 由利本荘市 ～ 05050-5036791 藤田、工藤、佐々木

0158567 151,000円 0184-22-0111

秋田県由利本荘市岩

渕下110本荘第一病院

～　250,000円 履歴書、職務経歴書を本

荘第一病院総務課まで送

付ください。

介護福祉士業務全般を行います。利

用者それぞれと向き合い本人ができ

ることは自立を促し、できないとこ

ろは手助けをすることで、現在の身

体的機能を維持・改善できるよう他

職種連携で支援します。（日常的に

食事・排泄・更衣・入浴などの介

助・食事摂取状況、排泄の回数、体

重測定記録等のパソコン入力を行い

ます。介護職員は介護の現場で欠く

ことのできない存在であり、利用者

への直接的な介護を行う中心的な役

割を担っております。「秋田県介護

サービス事業所認証評価制度参加宣

言」。夜勤可能な方、優しさと思い

やりの気持ちで高齢者とコミュニ

ケーションができる方を希望しま

す。

ハローワーク求人番号：05050-

1036711

その他

１日休みの休日数は

１００日です。土曜

日の半日休み（半日

勤務）と月1回の平

日半日休みを合わせ

ると、年間休日数は

119.5日になりま

す。65 令和元年12月6日

【病床数：158床、一般急性期病棟118

床、地域包括ケア病棟40床】、【診療

科：内科、消化器科、循環器科、心療

内科、外科、整形外科、婦人科、放射

線科、麻酔科、眼科、糖尿病・代謝内

科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、皮膚

科、泌尿器科】、【サービス・施設：

透析センター１４床、手術室３室、臨

床検査室、リハビリテーション室、Ｃ

Ｔ、ＭＲＩ、マンモグラフィー、血管

連続撮影装置、外来化学療法室４床、

臨床研修指定病院、看護師特定行為研

修施設、救急告示病院、人間ドック・

健診実施施設】

【http://www.honjodaiichihp.com/

】

介護福祉士【移

住支援金対象】

／2人程度／

介護福祉士／不問／専修卒以

上、専門学校以上

臨床検査技師／不問／専修卒

以上、専門学校以上

＊生理検査（心電図検査、超音波検

査、呼吸機能検査、尿検査など）

＊人間ドック（早番、日曜出勤あ

り）、健康診断業務

日、祝

１日休みの休日数は

１００日です。土曜

日の半日休み（半日

勤務）と月1回の平

日半日休みを合わせ

ると、年間休日数は

119.5日になりま

す。
64 令和元年12月6日

【病床数：158床、一般急性期病棟118

床、地域包括ケア病棟40床】、【診療

科：内科、消化器科、循環器科、心療

内科、外科、整形外科、婦人科、放射

線科、麻酔科、眼科、糖尿病・代謝内

科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、皮膚

科、泌尿器科】、【サービス・施設：

透析センター１４床、手術室３室、臨

床検査室、リハビリテーション室、Ｃ

Ｔ、ＭＲＩ、マンモグラフィー、血管

連続撮影装置、外来化学療法室４床、

臨床研修指定病院、看護師特定行為研

修施設、救急告示病院、人間ドック・

健診実施施設】

【http://www.honjodaiichihp.com/

】

臨床検査技師

【移住支援金対

象】／1人／
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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：由利本荘市）

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

秋田精工株式会社 由利本荘市 08:10 ～ 17:10 仁部 智

0180604 170,000円 3368 0184-33-2143

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　200,000円 お電話にてご連絡くださ

い。必要書類を送付して

頂いた後、追って面接日

等をご連絡いたします。

snibe@akitaseiko.co.jp

秋田精工株式会社 由利本荘市 08:10 ～ 17:10 仁部 智

0180604 170,000円 3366 0184-33-2143

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　350,000円 お電話にてご連絡くださ

い。必要書類を送付して

頂いた後、追って面接日

等をご連絡いたします。

snibe@akitaseiko.co.jp

【主な担当業務】

営業活動：お客様の要求を理解し、

社内へ情報を展開し、お客様に満足

していただくことで売上・利益を確

保します。

ハローワーク求人番号：

05050-830811

土、日、祝、その他

土曜日出勤あり（概

ね週休二日制）

67 令和元年12月20日

■営業品目

機械加工（一般部品、航空機部品、そ

の他）

表面処理（アノダイズ）、非破壊検査

（蛍光浸透探傷）

装置製造（電子部品・半導体製造装

置、自動化・省力化機械）

航空機内装品組立

■事業サイト

国内：　本社工場、藤崎工場、西目工

場、矢島工場、秋田事務所、東京営業

所、松本事務所　　 従業員数　279名

（契約・派遣含む）

海外：　Seiko Industry Vietnam（ハ

ノイ）　　　　     従業員数　162名

【http://akitaseiko.co.jp/】

営業【移住支援

金対象】／1／

不問／PC操作（エクセル・

ワード）　※同業種の経験あ

れば尚可／高卒以上

普通自動車免許（AT限定可）

／社内システム要員やシステ

ムメンテナンス等の経験者。

ベンダーSEのサポート利用可

能なため、SEにへ内容につい

て伝えられる方を希望しま

す。／高卒以上

【主な担当業務】

サーバー監視、ネットワーク管理、

クライアントPC管理、情報セキュリ

ティ管理の業務を担当していただき

ます。

・その他、電話・ファックスなどの

通信管理。

・全社内（県内4工場、秋田事務所、

東京営業所）を担当します。

・一部営繕業務も行います。

※移動の際は社有車（AT）を使用し

ます。

土、日、祝、その他

土曜日出勤あり（概

ね週休二日制）

66 令和元年12月20日

■営業品目

機械加工（一般部品、航空機部品、そ

の他）

表面処理（アノダイズ）、非破壊検査

（蛍光浸透探傷）

装置製造（電子部品・半導体製造装

置、自動化・省力化機械）

航空機内装品組立

■事業サイト

国内：　本社工場、藤崎工場、西目工

場、矢島工場、秋田事務所、東京営業

所、松本事務所　　 従業員数　279名

（契約・派遣含む）

海外：　Seiko Industry Vietnam（ハ

ノイ）　　　　     従業員数　162名

【http://akitaseiko.co.jp/】

社内ネットワー

クインフラ管理

【移住支援金対

象】／1／
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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：由利本荘市）

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

秋田精工株式会社 由利本荘市 08:10 ～ 17:10 仁部 智

0180604 170,000円 3367 0184-33-2143

秋田県由利本荘市西

目町沼田字新道下

572-2

～　230,000円 お電話にてご連絡くださ

い。必要書類を送付して

頂いた後、追って面接日

等をご連絡いたします。

snibe@akitaseiko.co.jp

ハローワーク求人番号：

05050-829611

不問／PC操作（エクセル・

ワード）　※同業種の経験あ

れば尚可／高卒以上

【主な担当業務】

営業（事務および窓口）

・電話対応、来客対応。

・パソコンによる入力業務（エクセ

ル、ワード等）。

・その他附随する業務。

土、日、祝、その他

土曜日出勤あり（概

ね週休二日制）

68 令和元年12月20日

■営業品目

機械加工（一般部品、航空機部品、そ

の他）

表面処理（アノダイズ）、非破壊検査

（蛍光浸透探傷）

装置製造（電子部品・半導体製造装

置、自動化・省力化機械）

航空機内装品組立

■事業サイト

国内：　本社工場、藤崎工場、西目工

場、矢島工場、秋田事務所、東京営業

所、松本事務所　　 従業員数　279名

（契約・派遣含む）

海外：　Seiko Industry Vietnam（ハ

ノイ）　　　　     従業員数　162名

【http://akitaseiko.co.jp/】

営業事務【移住

支援金対象】／1

／
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