
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

ヨコウン株式会社 8:00 ～ 17:00 管理部採用担当・佐藤誠

〒013-0072 180,000円 （電話）0182-32-3670

ハローワーク求人番号：

株式会社アイ・クリ

エイト
8:35 ～ 17:30 経営企画部・白金（しろがね）

〒013-0046 150,000円 （電話）0182-32-1150

ハローワーク求人番号：

株式会社アイ・クリ

エイト
8:35 ～ 17:30 経営企画部・白金（しろがね）

〒013-0046 140,000円 （電話）0182-32-1150

ハローワーク求人番号：

普通自動車免許／ＨＴＭＬ、

ＣＳＳを用いたコーディン

グ、またはＩｌｌｕｓｔｒａ

ｔｏｒ、Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ

等を用いたＷＥＢデザインの

実務経験（２年以上あれば尚

可）／不問

・マーケットのニーズにマッチした

ブランドやコンセプトを創出し、Ｗ

ＥＢサイトやＥＣサイト、バナーな

どのデザイン・コーディング業務全

般をお任せします。業務に伴う企画

提案、制作進行など社内外の方とコ

ミュニケーションを取りながら幅広

く関わっていただきます。

メールにお問い合わせく

ださい。

※／休日：土（月2

回）日、祝、お盆、

年末年始（会社カレ

ンダーによる）

秋田県横手市神明町

5-22

～　190,000円 （メール）

entry@ai-create.net3 平成31年4月19日

広告・印刷事業

WEBデザイン・WEBコンサルティング

事業

ITソリューション事業

[会社ホームページ]

https://ai-create.net/

横手市 ＷＥＢデザイ

ナー／若干名／

普通自動車運転免許（AT限定

可）／・LAMP環境での開発経

験がある ・VPSでのWEB開発

経験がある ・MVC(またはそれ

に類した)フレームワークを利

用した開発経験がある ・チーム

での開発経験がある※上記経験

は必須ではありません、要相

談・Gitを用いたチームでの開発

経験がある ・ソースコードのレ

ビューができる ・

PHP/Ruby/Pythonでの開発経

験がある ・お客様の要望を元

に、要件定義・設計・実装・運

用までを担当した経験がある ・

英語によるコミュニケーション

ができる・フロントエンドの技

術に興味があるまたは、開発経

験がある※上記経験は必須では

ありません、要相談／不問

サイトのバックエンド開発、最新技

術を利用したWebサービスの仕様検

討から設計、実装、運用までを担当

してもらいます。ディレクター、デ

ザイナー、フロントエンドエンジニ

アなどとチームを編成し、コーポ

レートサイトやメディアサイト、

Webサービスなど多種多様なプロ

ジェクトに取り組んでいただきま

す。

メールにお問い合わせく

ださい。

※／休日：土（月2

回）日、祝、お盆、

年末年始（会社カレ

ンダーによる）

秋田県横手市神明町

5-22

～　200,000円 （メール）

entry@ai-create.net

2 平成31年4月19日

広告・印刷事業

WEBデザイン・WEBコンサルティング

事業

ITソリューション事業

[会社ホームページ]

https://ai-create.net/

横手市 バックエンドエ

ンジニア／若干

名／

旧普通免許以上／経験不問／

高卒以上

日配品の配送や中長距離ドライバー

食品・工業製品・ＬＰＧ・雑貨・セ

メント・海上コンテナ等を輸送しま

す。

電話またはメールにてご

連絡をお願いいたしま

す・

※勤務部署により異

なる／休日：年間休

日105日or96日

秋田県横手市卸町8-

14

～　250,000円 （メール）

saiyo@yokoun-group.jp
1 平成31年4月19日

物流サービス全般　輸配送　物流セン

ター運営　物流不動産業　通関業

ソーラー事業

〔会社ホームページ〕

http://www.yokoun.co.jp/

横手市 ドライバース

タッフ／２名程

度／45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))

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：横手市）

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：横手市）

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

株式会社アイ・クリ

エイト
8:35 ～ 17:30 経営企画部・白金（しろがね）

〒013-0046 170,000円 （電話）0182-32-1150

ハローワーク求人番号：

株式会社アイ・クリ

エイト
8:35 ～ 17:30 経営企画部・白金（しろがね）

〒013-0046 140,000円 （電話）0182-32-1150

ハローワーク求人番号：

渡敬情報システム株

式会社
8:45 ～ 18:30 総務・柿崎

〒013-0061 180,000円 （電話）0182-32－3005

ハローワーク求人番号：

渡敬情報システム株

式会社
8:45 ～ 18:30 総務・柿崎

〒013-0061 180,000円 （電話）0182-32－3005

ハローワーク求人番号：

第一種自動車普通免許（オー

トマ限定可）／／高卒以上

■日商簿記検定3級以上、基本情報処

理技術者試験合格、ＩＴパスポート

試験合格者、マイクロソフト認定試

験合格者、シスコ認定試験合格者、

その他ＩＴ系資格保持者は優遇いた

します。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※実働8時間　休憩1

時間45分／休日：土

日祝祭日、年間休日

日数１１４日

秋田県横手市横手町

大関越９２

～　250,000円 （メール）somu@wisco.co.jp
7 平成31年4月19日

■基幹業務ソフトウエア開発・パッ

ケージソフト販売　それに伴うハード

ウエア・インフラ構築、セキュリティ

対策構築       　　          会社ホーム

ページ横手市

http://www.wisco.co.jp

横手市 営業職／1名／無

し

第一種自動車普通免許（オー

トマ限定可）／／高卒以上

■日商簿記検定3級以上、基本情報処

理技術者試験合格、ＩＴパスポート

試験合格者、マイクロソフト認定試

験合格者、シスコ認定試験合格者、

その他ＩＴ系資格保持者は優遇いた

します。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※実働8時間　休憩1

時間45分／休日：土

日祝祭日、年間休日

日数１１４日

秋田県横手市横手町

大関越９２

～　250,000円 （メール）somu@wisco.co.jp
6 平成31年4月19日

■基幹業務ソフトウエア開発・パッ

ケージソフト販売　それに伴うハード

ウエア・インフラ構築、セキュリティ

対策構築       　　          会社ホーム

ページ横手市

http://www.wisco.co.jp

横手市 プログラマー・

ＳＥ職／２名程

度／無し

普通自動車免許、日商簿記3

級以上またはそれに準ずる職

務経験／経理業務経験／不問

社内の経理及び事務全般・伝票の仕

訳・試算表作成・決算業務・勤怠管

理・給与計算・各種届出・銀行の入

出金・各種書類作成・書類整理保

管・来客対応・電話対応など

メールにお問い合わせく

ださい。

※／休日：土（月2

回）日、祝、お盆、

年末年始（会社カレ

ンダーによる）

秋田県横手市神明町

5-22

～　170,000円 （メール）

entry@ai-create.net
5 平成31年4月19日

広告・印刷事業

WEBデザイン・WEBコンサルティング

事業

ITソリューション事業

[会社ホームページ]

https://ai-create.net/

横手市 経理・総務職／1

名／不問

普通自動車免許／不問／不問 WebサイトやWebサービスの案件開

拓やWebマーケティングの企画立

案・実施など、Webを通じてお客様

のビジネスにおける課題を解決する

ための最適なソリューションを提供

していただきます。

メールにお問い合わせく

ださい。

※／休日：土（月2

回）日、祝、お盆、

年末年始（会社カレ

ンダーによる）

秋田県横手市神明町

5-22

～　190,000円 （メール）

entry@ai-create.net
4 平成31年4月19日

広告・印刷事業

WEBデザイン・WEBコンサルティング

事業

ITソリューション事業

[会社ホームページ]

https://ai-create.net/

横手市 WEBディレク

ター／若干名／

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))
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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：横手市）

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

渡敬情報システム株

式会社
8:45 ～ 18:30 総務・柿崎

〒013-0061 180,000円 （電話）0182-32－3005

ハローワーク求人番号：

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：

05050-2718191

横手建設株式会社 8:00 ～ 17:30 総務部・山下

〒013-0037 143,000円 （電話）0182-32-1697

ハローワーク求人番号：

横手建設株式会社 8:00 ～ 17:30 総務部・山下

〒013-0037 143,000円 （電話）0182-32-1697

ハローワーク求人番号：

普通自動車免許／不問／高卒

以上

工事に関わる企画・営業 電話、メール、ＦＡＸの

いずれかにてお問合せく

ださい。

工事現場によっては就業場所が

県外になる可能性もあります(遠

隔地手当有)

※休憩時間は10:00

～10:15、12:00～

13:00、15:00～

15:15の計1時間30

分です。／休日：完

全週休二日制(土･日･

祝)

年間休日数114日

秋田県横手市前郷二

番町7-13

～　390,000円 （メール）

kei@yokote-ken.co.jp

11 平成31年4月19日

総合建設業(建築･土木)、一級建築士事

務所

〔会社ホームページ〕

http://www.yokote-ken.co.jp/

主に横手市、

他県南部

営業職／１名程

度／

普通自動車免許、1級･2級建

築･土木施工管理技士または

建築士／不問／高卒以上

建築・土木工事の計画、監督・指

導、管理

電話、メール、ＦＡＸの

いずれかにてお問合せく

ださい。

※休憩時間は10:00

～10:15、12:00～

13:00、15:00～

15:15の計1時間30

分です。／休日：完

全週休二日制(土･日･

祝)

年間休日数114日

秋田県横手市前郷二

番町7-13

～　390,000円 （メール）

kei@yokote-ken.co.jp

10 平成31年4月19日

総合建設業(建築･土木)、一級建築士事

務所

〔会社ホームページ〕

http://www.yokote-ken.co.jp/

主に横手市、

他県南部

技術職／３名程

度／

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
9 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

齢を限(省令1

号))

第一種自動車普通免許（オー

トマ限定可）／／高卒以上

■基本情報処理技術者試験合格、Ｉ

Ｔパスポート試験合格者、マイクロ

ソフト認定試験合格者、シスコ認定

試験合格者、その他ＩＴ系資格保持

者は優遇いたします。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※実働8時間　休憩1

時間45分／休日：土

日祝祭日、年間休日

日数１１４日

秋田県横手市横手町

大関越９２

～　250,000円 （メール）somu@wisco.co.jp
8 平成31年4月19日

■基幹業務ソフトウエア開発・パッ

ケージソフト販売　それに伴うハード

ウエア・インフラ構築、セキュリティ

対策構築       　　          会社ホーム

ページ横手市

http://www.wisco.co.jp

横手市 フィールドエン

ジニア職／２名

程度／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：横手市）

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

横手建設株式会社 8:00 ～ 17:30 総務部・山下

〒013-0037 143,000円 （電話）0182-32-1697

ハローワーク求人番号：

伊藤建設工業株式会

社
8:00 ～ 17:00 ・奥山

〒013-0021 190,000円 （電話）0182-32-3960

ハローワーク求人番号：

三又建設株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・髙橋絵美

〒019-1104 170,000円 （電話）0182-32-4706

ハローワーク求人番号：

普通自動車免許(AT限定可)／

不問／高卒以上

【入社当初】仕事の内容把握の為、

現場において建設作業の補助や現場

監督の助手を行いながら工事の施工

管理の基礎を学ぶ。【１年目以降】

重機操作や各種作業に必要な資格取

得しながら、重機オペレーター及び

作業主任者としての技術も習得。

【将来的に】ものづくりを熟知した

職長として、現場全般を運営しなが

ら若手の養成ができる人材になって

ほしい。【運転免許及び資格取得費

用は全額会社負担】

応募受付の電話、メール

にてお問い合わせくださ

い。

※子育て・介護の方

は始業時刻8時か9時

か、終了時刻16時か

17時も選択可能。※

全土曜休みも選択可

能。／休日：日祝他

隔週　年間休日数85

日　当社カレンダー

によるGW・お盆・

年末年始休み

秋田県横手市山内字

落合10-1

～　200,000円 （メール）

info@cs-mitsumata.co.jp

14 平成31年4月19日

土木工事、建築住宅工事、製材加工、

木材販売、森林事業、環境事業

会社ホームページ【http://www.cs-

mitsumata.co.jp】

横手市大沢 建設技術者見習

(子育て・介護支

援制度あり)／1

名／45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))

2級（土木、建築、建設機

械）施工管理技士／施工管理

経験／高卒以上

◆土木工事の施工、施工管理

◆建築工事の施工、施工管理

最初は助手としてベテラン技術者に

ついて施工管理を学んでいただきま

す。

詳細は下記ホームページにて

https://ito-ken.co.jp/

詳細は下記ホームページ

にて

https://ito-ken.co.jp/

※／休日：土日祝祭

日、年間休日日数

107日

秋田県横手市大町5-

19

～　250,000円 （メール）

tetsuya.o@ito-ken.co.jp
13 平成31年4月19日

◆土木工事の施工、施工管理

◆建築工事の施工、施工管理

詳細は下記ホームページにて

https://ito-ken.co.jp/

横手市

（県内工事現

場）

技術職／2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／不問／高卒

以上

工事の積算、購買、安全・資材管理 電話、メール、ＦＡＸの

いずれかにてお問合せく

ださい。

※休憩時間は10:00

～10:15、12:00～

13:00、15:00～

15:15の計1時間30

分です。／休日：完

全週休二日制(土･日･

祝)

年間休日数114日

秋田県横手市前郷二

番町7-13

～　390,000円 （メール）

kei@yokote-ken.co.jp

12 平成31年4月19日

総合建設業(建築･土木)、一級建築士事

務所

〔会社ホームページ〕

http://www.yokote-ken.co.jp/

主に横手市、

他県南部

企画管理職／１

名程度／
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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：横手市）

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

三又建設株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・髙橋絵美

〒019-1104 170,000円 （電話）0182-32-4706

ハローワーク求人番号：

三又建設株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・髙橋絵美

〒019-1104 170,000円 （電話）0182-32-4706

ハローワーク求人番号：

三又建設株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・髙橋絵美

〒019-1104 150,000円 （電話）0182-32-4706

ハローワーク求人番号：

普通自動車免許(AT限定

可)AT限定解除審査費用は会

社負担／不問　／高卒以上

【入社当初】各種加工機械の作業助

手で業務全般の流れを理解する。【1

年目以降】各種加工機械の操作を行

い、フォークリフトや大型特殊等の

各種運転資格や免許の資格挑戦。

徐々に機械を操作し、本人に合った

機械の熟練工として技術を習得。

【将来的に】お客様に喜んでもらえ

る製品を届ける管理技術も学び、他

の工程とも効率よく製造できる

「技」を身につけてほしい。【運転

免許及び資格取得費用は全額会社負

担】

応募受付の電話、メール

にてお問い合わせくださ

い。

※時間外あり月平均

2時間

＊時間外労働は、降

雪期を除く5～10月

にあり。／休日：日

祝他　隔週　年間休

日数85日　当社カレ

ンダーによるGW・

お盆・年末年始休み

秋田県横手市山内字

落合10-1

～　200,000円 （メール）

info@cs-mitsumata.co.jp

17 平成31年4月19日

土木工事、建築住宅工事、製材加工、

木材販売、森林事業、環境事業

会社ホームページ【http://www.cs-

mitsumata.co.jp】

横手市山内 製材機械オペ

レーター／１名

／64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)AT限定解除審査費用は会

社負担／不問　／高卒以上

【入社当初】仕事の内容把握のた

め、現場において監督助手やお客様

との連絡調整を行う。【1年目以降】

住宅建築や営業に必要な資格取得を

取得し、現場作業の管理やお客様の

相談対応を行い、コミュニケーショ

ン能力を身に付ける。【将来的に】

ものづくりを熟知した技術者とし

て、同時にお客様のご相談窓口とし

て営業も出来る人材になってほし

い。【運転免許及び資格取得費用は

全額会社負担】

応募受付の電話、メール

にてお問い合わせくださ

い。

※／休日：日祝他

隔週　年間休日数85

日　当社カレンダー

によるGW・お盆・

年末年始休み

秋田県横手市山内字

落合10-1

～　220,000円 （メール）

info@cs-mitsumata.co.jp

16 平成31年4月19日

土木工事、建築住宅工事、製材加工、

木材販売、森林事業、環境事業

会社ホームページ【http://www.cs-

mitsumata.co.jp】

横手市大沢 建築技術者見習

(現場監督養成)

／1名／40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)AT限定解除審査費用は会

社負担。／不問　／高卒以上

【入社当初】仕事の内容把握の為、

現場において建設作業の補助や現場

監督の助手を行いながら工事の施工

管理の基礎を学ぶ。【１年目以降】

重機操作や各種作業に必要な資格取

得しながら、重機オペレーター及び

作業主任者としての技術も習得。

【将来的に】ものづくりを熟知した

職長として、現場全般を運営しなが

ら若手の養成ができる人材になって

ほしい。【運転免許及び資格取得費

用は全額会社負担】

応募受付の電話、メール

にてお問い合わせくださ

い。

※／休日：日祝他

隔週　年間休日数85

日　当社カレンダー

によるGW・お盆・

年末年始休み

秋田県横手市山内字

落合10-1

～　200,000円 （メール）info@cs-

mitsumata.co.jp

15 平成31年4月19日

土木工事、建築住宅工事、製材加工、

木材販売、森林事業、環境事業

会社ホームページ【http://www.cs-

mitsumata.co.jp】

横手市大沢 建設技能者見習

(ものづくりプロ

養成)／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：横手市）

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

株式会社半田工務店 8:00 ～ 17:00 総務部・森田

〒013-0043 170,000円 （電話）0182-33-0300

～　250,000円

ハローワーク求人番号：

株式会社半田工務店 8:00 ～ 17:00 総務部・森田

〒013-0043 170,000円 （電話）0182-33-0300

ハローワーク求人番号：

社会福祉法人 相和会 正職員 法人本部事務担当・田畑　真志

〒013-0821 143,500円 （電話）0182-36-1211

ハローワーク求人番号：

不問（介護資格あれば尚、よ

し）／経験不問（介護経験あ

れば尚、よし）／不問

施設入居者への身体介護・生活介護 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、８

時半～１７時半、１

０時～１９時、１３

時～２２時、２２時

～７時（シフト制と

なります）／休日：

年間休日１０８日

秋田県横手市上境字

館133-5

～　210,000円 （メール）

masashi-t@sowakai.jp

20 平成31年4月19日

横手市内で高齢者施設4施設・保育園2

施設を運営する社会福祉法人です。

≪会社ホームページ≫

http://sowakai.jp/

人CMがYoutubeからご覧いただけま

す。

https://www.youtube.com/watch?v

=K8H93ctznSk

横手市 介護職員／２名

程度／

建築施工管理技士１級又は２

級,普通自動車免許／実務経

験者／高卒以上

建築工事現場における作業の指揮監

督をする。関連する作業の手順、資

材、機械等の手配と作業責任者に適

切な支持を与える。

応募受付の電話、メール

にてお問い合わせくださ

い。

※／休日：第2.4土

曜,日祝日,盆、正月

他107日

秋田県横手市安田字

堰端９－１

～　250,000円 （メール）

staff＠handa0300.co.jp
19 平成31年4月19日

一般土木建築工事業（道路工事・土地

造成・住宅建築・ガソリンスタンド・

工場・ビル等の建築工事）,不動産業,損

害保険業

秋田市、

横手市

建築現場管理／

１名／不問

土木施工管理技士１級又は２

級,普通自動車免許／実務経

験者／高卒以上

土木工事現場における作業の指揮監

督をする。関連する作業の手順、資

材、機械等の手配と作業責任者に適

切な支持を与える。

応募受付の電話、メール

にてお問い合わせくださ

い。

※／休日：第2.4土

曜,日祝日,盆、正月

他107日

秋田県横手市安田字

堰端９－１

（メール）

staff＠handa0300.co.jp
18 平成31年4月19日

一般土木建築工事業（道路工事・土地

造成・住宅建築・ガソリンスタンド・

工場・ビル等の建築工事）,不動産業,損

害保険業

横手市 土木現場管理／

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：横手市）

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 相和会 正職員 法人本部事務担当・田畑　真志

〒013-0821 162,000円 （電話）0182-36-1211

ハローワーク求人番号：

05060-200011

05060-235011

05060-807611

社会福祉法人 相和会 正職員 法人本部事務担当・田畑　真志

〒013-0821 145,000円 （電話）0182-36-1211

ハローワーク求人番号：

株式会社コハタ 8:30 ～ 17:30 総務部・白石達也

〒079-8555 146,000円 （電話）0166-48-0136

ハローワーク求人番号：

大橋鉄工秋田株式会

社
8:30 ～ 17:15 総務課・佐藤

〒013-0054 200,000円 （電話）0182-23-6186

ハローワーク求人番号：

／ものづくり業界経験者／ ■工場の管理業務に従事し、生産管

理、品質管理業務等のスタッフ業務

全般に携わります。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：土日他

会社カレンダーによ

る

大型連休3回（春・

夏・冬）平均7～8日

秋田県横手市柳田12-

1

～　450,000円 （メール）

sato_nanako@ohashi-

akita.co.jp

24 平成31年4月26日

■トヨタ自動車、欧州・中国系メー

カーの自動車に搭載される自動変速機

の部品（パーキングトランスミッショ

ン）の生産、販売

〔会社ホームページ〕

http://ohashi-akita.co.jp

横手市 生産管理・品証

／1名／不問

普通自動車免許(AT限定不可)

／経験不問。／高卒以上

＊農薬・農業用資材・ドローンの販

売営業及び関連業務　＊電話対応、

商品受発注業務　＊パソコン入力

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※ 4月-9月　8:30-

17:30

10月-3月　9:00-

17:30／休日：日、

祝　土曜(3月-9月隔

週)

北海道旭川市永山2条

3-2-16

～　280,000円 （メール）

ta-shiraishi@khts.co.jp23 平成31年4月19日

農薬・農業用資材の卸売

〔会社ホームページ〕

http://www.khts.co.jp

秋田市、

横手市

総合営業職／2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))

保育士（必須）・幼稚園教諭

2種以上（あれば尚、よし）

／経験不問（保育経験あれば

尚、よし）／不問

0歳児から就学前児童の保育業務

園全体の管理的業務

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、８

時～１７時、１０時

～１９時（シフト制

となります）／休

日：年間休日１０８

日

秋田県横手市上境字

館133-5

～　195,000円 （メール）

masashi-t@sowakai.jp22 平成31年4月19日

横手市内で高齢者施設4施設・保育園2

施設を運営する社会福祉法人です。

≪会社ホームページ≫

http://sowakai.jp/

人CMがYoutubeからご覧いただけま

す。

https://www.youtube.com/watch?v

=K8H93ctznSk

横手市 保育士／２名程

度／

看護師・准看護師免許／実務

経験者（資格を活かし1年以

上勤務）／不問

利用される方の健康管理

他職員と協同して利用される方に対

して、各々必要な援助を行ないま

す。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※オンコール待機あ

り（月１０日～１５

日）／休日：年間休

日１０８日

秋田県横手市上境字

館133-5

～　243,000円 （メール）

masashi-t@sowakai.jp

21 平成31年4月19日

横手市内で高齢者施設4施設・保育園2

施設を運営する社会福祉法人です。

≪会社ホームページ≫

http://sowakai.jp/

人CMがYoutubeからご覧いただけま

す。

https://www.youtube.com/watch?v

=K8H93ctznSk

横手市 横手市内で高齢

者施設4施設・保

育園2施設を運営

する社会福祉法

人です。

≪会社ホームペー

ジ≫

http://sowakai.

jp/

人CMがYoutube

からご覧いただ

けます。

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=K8H93ct
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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：横手市）

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：

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：

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：

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.
27 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.
26 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.

25 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：横手市）

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：

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

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
31 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

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
30 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

29 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.
28 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：横手市）

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

株式会社クツザワ 8:00 ～ 17:00 総務・人事課・菊池

〒019-0701 160,000円 （電話）0182-45-3873

ハローワーク求人番号：

株式会社クツザワ 8:00 ～ 17:00 総務・人事課・菊池

〒019-0701 160,000円 （電話）0182-45-3873

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：

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：

・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

35 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

34 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／CADCAM

経験者優遇／不問

■ロボット研究開発や設計に従事し

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。※／休日：日曜日、

他会社シフトによ

る、年間105日

秋田県横手市増田町

増田字館花20-1

300000 要相談 （メール）

kikuchi@kutuzawa.co.jp

33 令和元年8月2日

■工作機械（CNC旋盤、マシニングセ

ンタ等々）を使用しての高精度な機械

部品の加工

■各種自動化・省力化機械の設計から

製作まで扱うロボット事業

〔会社ホームページ〕

http://www.kutuzawa.co.jp/

横手市 機械設計／２名

程度／不問

普通自動車免許／PLC経験者

優遇／不問

■ロボット研究開発や設計に従事し

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。※／休日：日曜日、

他会社シフトによ

る、年間105日

秋田県横手市増田町

増田字館花20-1

300000 要相談 （メール）

kikuchi@kutuzawa.co.jp

32 令和元年8月2日

■工作機械（CNC旋盤、マシニングセ

ンタ等々）を使用しての高精度な機械

部品の加工

■各種自動化・省力化機械の設計から

製作まで扱うロボット事業

〔会社ホームページ〕

http://www.kutuzawa.co.jp/

横手市 電気設計／２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：横手市）

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 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：

05031-216111

株式会社ヤマダフー

ズ
横手市 正社員 08:30 ～ 17:30 佐々木　広喜

0191301 200,000円 1425 0182-37-2246

秋田県仙北郡美郷町

野荒町字街道の上279

～　300,000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

株式会社増田鉄工場 横手市 総合職正社員 08:00 ～ 17:00 高橋

0100951 170,000円 2768 0182-42-1352

秋田県秋田市山王6-

11-3

～　190,000円 電話またはメールで事前

連絡の上、履歴書（写真

貼付）、職務経歴書を郵

送願います

takahashi@masudapump.co.jp

不問／不問／大卒以上 技術業務、法人向け営業、管理業務

など様々な職種で実務経験を積み、

将来は管理スタッフとして当社の中

枢を担ってくれる人材の募集です。

・技術業務：うず巻ポンプ、水封式

真空ポンプ、ポンプユニット等の設

計、積算など。

・法人向け営業：お客様との折衝、

製品の提案、見積り、受注、アフ

ターフォロー、新規顧客の開拓な

ど。

・管理業務：品質管理、生産管理、

資材管理など。

日、祝

年間休日113日（会

社カレンダーによ

る）　代休振休あり

工場内の設備のメンテナンス、施

設、電気関連業務を行っていただき

ます。

 「機械の保全及び改善」「シーケン

サーのプログラミング」等。

不足する知識、技術は入社後に社内

外の研修にて習得していただくこと

ができます。

その他

シフト制

38 令和元年9月6日

【http://www.masudapump.co.jo】 総合職（技術・

営業・管理業

務）【移住支援

金対象】／1／

37 令和元年8月23日

【http://www.yamadafoods.co.jp/】 設備管理／1／ ボイラ―技士 / 電気工事士 /

フォークリフト / 電気系資格

/ 機械系資格 / 等の資格保有

者優遇 ／電気・機械の設備

に従事した経験者　シーケン

サープログラミングの知識・

経験等（経験のない方は採用

後覚えていただきます。）

／高卒以上

・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

36 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
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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：横手市）

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

株式会社増田鉄工場 横手市 正社員 08:00 ～ 17:00 高橋

0100951 140,280円 2769 0182-42-1352

秋田県秋田市山王6-

11-3

～　151,200円 電話またはメールで事前

連絡の上、履歴書（写真

貼付）、職務経歴書を郵

送願います

takahashi@masudapump.co.jp

林泉堂株式会社 横手市 正社員 09:00 ～ 18：00 小玉洋子

0190505 180,400円 0182-42-5500

秋田県横手市十文字

町仁井田字八萩101林

泉堂株式会社

～　200,400円 電話、メール、ウェブサ

イトから応募可能です

accounting@rinsendo.com

普通自動車免許／経験不問／

高卒以上

ネット通販事業（楽天・アマゾン・

ヤフー他）の売上拡大に向けて、販

促・企画業務をおこなって頂きま

す。自分の意見をどんどん発信でき

る環境で、経験のない方でも、

「ネット通販が好き」「通販を良く

利用する」など消費者としての経験

も活かせるお仕事です。

土、日

土日出勤の場合には

代休申請可。祝日は

休暇申請可

設計、資材、鋳造、加工、組立、試

験、塗装、出荷、品質管理などの業

務。

入社後の一定期間、工場内の各職場

で勤務していただき、経歴や適性、

本人の希望等を考慮し所属部署を決

定します。

日、祝

年間休日113日（会

社カレンダーによ

る）　代休振休あり

40 令和2年2月21日

事業：麺類製造・小売販売事業、明治

牛乳宅配事業、ネット通販事業

ネット通販企画

販促【移住支援

金対象】／1名／

39 令和元年9月6日

【http://www.masudapump.co.jo】 技術業務・製造

業務【移住支援

金対象】／1／

不問／不問／不問
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