
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

株式会社ヨコタ店装 8:15 ～ 17:15 営業・横田

〒018-5201 148,000円 （電話）0186-42-1819

ハローワーク求人番号：

05080-812811

株式会社ヨコタ店装 8:15 ～ 17:15 営業・横田

〒018-5201 148,000円 （電話）0186-42-1819

ハローワーク求人番号：

05080-815411

株式会社小板橋建設 8:00 ～ 17:00 事務部・小板橋由美子

〒018-5201 175,000円 （電話）0186-23-2631

ハローワーク求人番号：

05080-293811

株式会社小板橋建設 8:00 ～ 17:00 事務部・小板橋由美子

〒018-5201 175,000円 （電話）0186-23-2631

ハローワーク求人番号：

05080-292711

普通自動車免許／見習可。施

工管理の経験あれば尚可／高

卒以上

河川工事、治山工事等において監督

指揮を行う業務（建設工事の積算、

施工・安全計画の立案、施工管理

等）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。

※１年単位の変形労

働時時間制／休日：

日祝祭日、盆休み、

年末年始休暇ほか。

土曜日隔週。（年間

休日カレンダー）

秋田県鹿角市花輪字

寺ノ後7

～　250,000円 （メール）koitabas@ink.or.jp

4 平成31年4月19日

総合建設業（建築工事業・土木工事

業・管工事業・とび土工他）

https://www.koitabashi-kensetsu.jp

鹿角市 土木工事施工管

理者／３名程度

／不問

普通自動車免許／見習可。施

工管理の経験あれば尚可／高

卒以上

建築の現場において監督指揮を行う

業務（建築工事の積算、プランニン

グ、施工・安全計画の立案、施工管

理等）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。

※１年単位の変形労

働時時間制／休日：

日祝祭日、盆休み、

年末年始休暇他。土

曜日隔週。(年間休日

カレンダー)

秋田県鹿角市花輪字

寺ノ後7

～　250,000円 （メール）koitabas@ink.or.jp

3 平成31年4月19日

総合建設業（建築工事業・土木工事

業・管工事業・とび土工他）

https://www.koitabashi-kensetsu.jp

鹿角市 建築工事施工管

理者／３名程度

／不問

普通自動車免許／経験不問／

学歴問わず

■技術職（塗装）

1　製作什器等の仕上として、スプ

レーガン等による塗装

2　木工製作の補助

応募受付の電話、メール

にお問合せください。当

社ホームページからの応

募も可能です。※／休日：日曜原則

休み。土曜祝日は会

社カレンダーによ

る。GW、お盆、正

月休みあり。

秋田県鹿角市花輪字

上中島178-1

～　250,000円 （メール）

k-yokota@titan.ocn.ne.jp2 平成31年4月19日

■商業施設、店舗、博物館等の内装設

計施工管理業務（大館営業所）

■店舗を主体とする木工什器の製作、

塗装（花輪工場）

【会社ホームページ】

https://yokota-tensou.com/

鹿角市 技術職／2名程度

／

普通自動車免許／経験不問／

学歴問わず

■技術職（木工）

1　木工什器の製作、組立

2　NC、パネルソー、スライド

ソー、プレス機等を使用して製作し

て頂きます。

※NCオペレーター単独での募集もし

ております。

応募受付の電話、メール

にお問合せください。当

社ホームページからの応

募も可能です。※／休日：日曜原則

休み。土曜祝日は会

社カレンダーによ

る。GW、お盆、正

月休みあり。

秋田県鹿角市花輪字

上中島178-1

～　250,000円 （メール）

k-yokota@titan.ocn.ne.jp1 平成31年4月19日

■商業施設、店舗、博物館等の内装設

計施工管理業務（大館営業所）

■店舗を主体とする木工什器の製作、

塗装（花輪工場）

【会社ホームページ】

https://yokota-tensou.com/

鹿角市 技術職／3名程度

／

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：鹿角市）

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：鹿角市）

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

株式会社小板橋建設 8:00 ～ 17:00 事務部・小板橋由美子

〒018-5201 175,000円 （電話）0186-23-2631

ハローワーク求人番号：

05080-518211

株式会社　柳澤鉄工

所
8:00 ～ 17:00 総務部・阿部

〒018-5201 160,000円 （電話）0186-23-2233

ハローワーク求人番号：

05080-775811

株式会社　柳澤鉄工

所
8:00 ～ 17:00 総務部・阿部

〒018-5201 140,000円 （電話）0186-23-2233

ハローワーク求人番号：

05080-772911

株式会社　柳澤鉄工

所
8:00 ～ 17:00 総務部・阿部

〒018-5201 140,000円 （電話）0186-23-2233

ハローワーク求人番号：

05080-520311

普通自動車免許／経験不問

（経験あれば尚可）／不問

■旋盤工及びﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・ﾌﾗｲｽ盤に

係る業務に従事していただきます。

（旋盤工に係る業務）

・NC又は普通旋盤工業務

・多品種少量機械部品製作、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

用ﾛｯﾄﾞ・ｹｰｼﾝｸﾞのネジ切り加工業務

（ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・ﾌﾗｲｽ盤工に係る業

務）

・産業用機械部品加工及び各種プラ

ント部品に係る製作等

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：日祝祭日

他　年間95日秋田県鹿角市花輪字

六月田28

～　235,000円 （メール）info@yana.co.jp

8 平成31年4月19日

■プラント

■ボーリング関係のツール製作

■機械のメンテナンス

■機械部品加工

■各種コンベアー

■建築・鉄骨

■クレーンレンタル

鹿角市 旋盤工・フライ

ス盤工／２名程

度／

普通自動車免許／経験不問

（経験あれば尚可）／不問

■製缶に係る溶接及び組立作業

・TIG、アーク溶接によるステンレ

スや鉄物の加工組立

■レーザーによる切断作業、ロボッ

トによる切断作業等

■その他製缶に付随する業務

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：日祝祭日

他　年間95日秋田県鹿角市花輪字

六月田28

～　235,000円 （メール）info@yana.co.jp
7 平成31年4月19日

■プラント

■ボーリング関係のツール製作

■機械のメンテナンス

■機械部品加工

■各種コンベアー

■建築・鉄骨

■クレーンレンタル

鹿角市 製缶工／２名程

度／

普通自動車免許／機械設計２

年以上の経験者

パソコン・CAD操作が可能な

方／高卒以上

■機械設計及び施工管理に係る業務

・機械の設計施工の管理とCADによ

る設計業務

・CADの基本図面から分解し、加工

図面の展開

■レーザー切断用、CAD/CAM業務

・パソコンによるデータ作成

・データの整理等管理に係る業務

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：日祝祭日

他　年間95日秋田県鹿角市花輪字

六月田28

～　280,000円 （メール）info@yana.co.jp

6 平成31年4月19日

■プラント

■ボーリング関係のツール製作

■機械のメンテナンス

■機械部品加工

■各種コンベアー

■建築・鉄骨

■クレーンレンタル

鹿角市 機械設計技術者

／２名程度／

普通自動車免許、大型あれば

尚可。／見習可。建設業の経

験あれば尚可／高卒以上

現場において運転業務及び現場作業

（資材運搬、足場組立、資材整理土

木作業等）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。

※１年単位の変形労

働時時間制／休日：

日祝祭日、盆休み、

年末年始休暇ほか。

土曜日隔週。（年間

休日カレンダー）

秋田県鹿角市花輪字

寺ノ後7

～　220,000円 （メール）koitabas@ink.or.jp

5 平成31年4月19日

総合建設業（建築工事業・土木工事

業・管工事業・とび土工他）

https://www.koitabashi-kensetsu.jp

鹿角市 現場作業員／３

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 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：鹿角市）

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　柳澤鉄工

所
8:00 ～ 17:00 総務部・阿部

〒018-5201 160,000円 （電話）0186-23-2233

ハローワーク求人番号：

05080-519511

株式会社　柳澤鉄工

所
8:00 ～ 17:00 総務部・阿部

〒018-5201 200,000円 （電話）0186-23-2233

ハローワーク求人番号：

株式会社　青山精工 8:20 ～ 17:20 総務・青山　亜起菜

〒018-5337 135,000円 （電話）0186-35-3350

ハローワーク求人番号：

05080-2011301

株式会社　青山精工 8:20 ～ 17:20 総務・青山　亜起菜

〒018-5337 138,000円 （電話）0186-35-3350

ハローワーク求人番号：

05080-2011301

普通自動車免許／パソコン操

作、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ経験者大歓迎／

高卒以上

CADCAMによるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成業務に

従事　　パソコン操作によるプログ

ラム作成　　　作業場の整理整頓、

清掃

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※交代勤務あり

12：00～21：00／

休日：年間休日105

日

秋田県鹿角市十和田

末広字紀ノ国平42

～　200,000円 （メール）

akin@aoyama-pi.co.jp
12 平成31年4月19日

■精密機械加工、各種治工具製作、省

力機設計製作、セラミックス加工、難

削材加工

〔会社ホームページ〕

https://www.aoyama-pi.co.jp/

鹿角市 ＣＡＤＣＡＭプ

ログラマー／1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))

普通自動車免許／パソコン操

作、機械加工経験者大歓迎／

高卒以上

機械の加工オペレーター業務に従事

各種機械によるメカトロ部品の加工

作業　　パソコン操作によるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

作成　　　　機械の点検、部品の整

理整頓等管理　　　　作業場の整理

整頓、清掃

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※交代勤務あり

12：00～21：00／

休日：年間休日105

日

秋田県鹿角市十和田

末広字紀ノ国平42

～　195,000円 （メール）

akin@aoyama-pi.co.jp
11 平成31年4月19日

■精密機械加工、各種治工具製作、省

力機設計製作、セラミックス加工、難

削材加工

〔会社ホームページ〕

https://www.aoyama-pi.co.jp/

鹿角市 機械オペレー

ター／1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))

大型、大型特殊、移動式ｸﾚｰﾝ

運転免許／経験不問（経験あ

れば尚可）／不問

■ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ10t、25t、75tの操作業

務

作業は当社鉄工所内、工事現場とな

ります。

クレーン作業のない時は、運搬及び

車輛の整備点検等を行っていただき

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：日祝祭日

他　年間95日秋田県鹿角市花輪字

六月田28

～　250,000円 （メール）info@yana.co.jp
10 平成31年4月19日

■プラント

■ボーリング関係のツール製作

■機械のメンテナンス

■機械部品加工

■各種コンベアー

■建築・鉄骨

■クレーンレンタル

鹿角市 クレーンオペ

レーター／１名

程度／

普通自動車免許（MT）／経

験不問。／不問

■営業業務

・取引先との打ち合わせ等

・営業の対象は、民間および官公庁

です。

・営業範囲は、秋田県、青森県、岩

手県、宮城県、関東圏の他、受注に

よる。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：日祝祭日

他　年間95日秋田県鹿角市花輪字

六月田28

～　230,000円 （メール）info@yana.co.jp
9 平成31年4月19日

■プラント

■ボーリング関係のツール製作

■機械のメンテナンス

■機械部品加工

■各種コンベアー

■建築・鉄骨

■クレーンレンタル

鹿角市 営業／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 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：鹿角市）

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　青山精工 8:30 ～ 17:00 総務・青山　亜起菜

〒018-5337 131,000円 （電話）0186-35-3350

ハローワーク求人番号：

社会福祉法人愛生会 9:30 ～ 18:30 法人本部・高野、木村

〒018-5421 186,160円 （電話）0186-37-3500

ハローワーク求人番号：

社会福祉法人愛生会 8:00 ～ 17:00 法人本部・高野、木村

〒018-5421 200,310円 （電話）0186-37-3500

ハローワーク求人番号：

社会福祉法人愛生会 8:30 ～ 17:30 法人本部・高野、木村

〒018-5421 200,310円 （電話）0186-37-3500

ハローワーク求人番号：

作業療法士または理学療法

士、普通自動車運転免許（AT

車限定可）／未経験者応募可

／不問

デイサービスの利用者の機能訓練に

係る業務に従事していただきます。

一人ひとりにあった機能訓練プログ

ラムを作成し、計画に基づき機能訓

練を行います。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※時間外なし／休

日：週休2日制（年

間休日日数121日）

秋田県鹿角市十和田

大湯字湯ノ岱1-1

～　264,000円 （メール）info@aiseikai.or.jp

16 平成31年4月19日

 特別養護老人ホームケアホームおお

ゆ、地域密着型特別養護老人ホームは

なわあいの、鹿角市大湯温泉保養セン

ター湯都里、鹿角市大湯地域包括支援

センター、洗濯代行サービス Bio

Bento’s Laundry Service（就労継続

支援B型事業所）、わかば保育園、大湯

保育園の運営

（法人ホームページ）

https://aiseikai.or.jp/

鹿角市 作業療法士また

は理学療法士／2

名程度／不問

看護師（正・准）、普通自動

車免許（AT車限定可）／看護

業務未経験者応募可／短大・

専門学校卒業以上

施設入所者の看護業務・介護業務に

従事していただきます。健康管理等

看護業務。夜勤はありません。

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、

9:00～18:00の交代

制（夜勤なし）／休

日：週休2日制（年

間休日日数121日）

秋田県鹿角市十和田

大湯字湯ノ岱1-1

～　264,000円 （メール）info@aiseikai.or.jp

15 平成31年4月19日

 特別養護老人ホームケアホームおお

ゆ、地域密着型特別養護老人ホームは

なわあいの、鹿角市大湯温泉保養セン

ター湯都里、鹿角市大湯地域包括支援

センター、洗濯代行サービス Bio

Bento’s Laundry Service（就労継続

支援B型事業所）、わかば保育園、大湯

保育園の運営

（法人ホームページ）

https://aiseikai.or.jp/

鹿角市 看護職員／2名程

度／不問

特になし／経験不問／高卒以

上

施設利用者の介護に係る全般業務に

従事して頂きます（食事介助、入浴

介助、排泄介助など）（散歩、レク

リエーションの介助など）

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※7:00～16:00、

9:30～18:30、

12:15～21:15の交

代制（週40時間）／

休日：週休2日制

（年間休日日数121

日）

秋田県鹿角市十和田

大湯字湯ノ岱1-1

～　193,160円 （メール）info@aiseikai.or.jp

14 平成31年4月19日

 特別養護老人ホームケアホームおお

ゆ、地域密着型特別養護老人ホームは

なわあいの、鹿角市大湯温泉保養セン

ター湯都里、鹿角市大湯地域包括支援

センター、洗濯代行サービス Bio

Bento’s Laundry Service（就労継続

支援B型事業所）、わかば保育園、大湯

保育園の運営

（法人ホームページ）

https://aiseikai.or.jp/

鹿角市 介護職員／3名程

度／不問

普通自動車免許／パソコン操

作／高卒以上

生産部門における作業の補助業務に

従事

ワーク（製品）の脱着作業

製品の検査、パソコン入力、

製品のバリ取り・梱包、

作業場の整理整頓、清掃

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※8：30～17：30の

間の5時間以上と

し、相談可／休日：

年間休日105日

秋田県鹿角市十和田

末広字紀ノ国平42

～　165,000円 （メール）

akin@aoyama-pi.co.jp
13 平成31年4月19日

■精密機械加工、各種治工具製作、省

力機設計製作、セラミックス加工、難

削材加工

〔会社ホームページ〕

https://www.aoyama-pi.co.jp/

鹿角市 補助作業員／1名

／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))
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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：鹿角市）

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

社会福祉法人花輪ふ

くし会
8:30 ～ 17:30 法人本部・福本雅治

〒018-5201 167,000円 （電話）0186-22-4000

ハローワーク求人番号：

社会福祉法人花輪ふ

くし会
8:30 ～ 17:30 法人本部・福本雅治

〒018-5201 164,000円 （電話）0186－22－4000

ハローワーク求人番号：

社会福祉法人花輪ふ

くし会
8:30 ～ 17:30 法人本部・福本雅治

〒018-5201 213,000円 （電話）0186－22－4000

ハローワーク求人番号：

普通自動車免許／経験不問／

大学・専門卒

１、日常生活を送る上で自立できる

ように、一人ひとりにあったプログ

ラムを作成し支援します。　２、基

本的身体機能の回復を図り、必要な

機能回復をサポートします。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※／休日：週休2日

制　年間休日数109

日

秋田県鹿角市花輪案

内63－1

～　218,000円 （メール）

info@hanawafukushikai.jp

19 令和元年6月21日

特別養護老人ホーム東恵園、養護老人

ホーム和光園、地域密着型介護老人福

祉施設月山の郷、地域密着型介護老人

福祉施設鹿南の郷、東恵園地域生活支

援センター、障害者支援施設東山学

園、障害者支援施設鹿角苑、障害者支

援施設あすなろ、障害者支援施設更望

園、福祉型障害児入所施設東山学園、

地域生活支援拠点おおだて、はなわ地

域生活支援センター、とわだ地域生活

支援センター、こさか地域生活支援セ

ンターの運営　（法人のホームペー

ジ）a-hanawafukushikai.jp

鹿角市・

大館市・

小坂町

ＯＴ・ＰＴ／２

名／不問

普通自動車免許／経験不問／

大学卒

１、生活訓練、作業訓練に係る業務

２、利用者の食事、入浴、排せつ等

の介助、介護業務　３、障害者に自

立のための日中活動支援　４、その

他付随業務　　※将来的には施設運

営の幹部候補となるための関係業務

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※就業時間は、勤務

先となる施設により

異なります。／休

日：週休2日制　年

間休日数109日

秋田県鹿角市花輪案

内63－1

～　179,000円 （メール）

info@hanawafukushikai.jp

18 令和元年6月21日

特別養護老人ホーム東恵園、養護老人

ホーム和光園、地域密着型介護老人福

祉施設月山の郷、地域密着型介護老人

福祉施設鹿南の郷、東恵園地域生活支

援センター、障害者支援施設東山学

園、障害者支援施設鹿角苑、障害者支

援施設あすなろ、障害者支援施設更望

園、福祉型障害児入所施設東山学園、

地域生活支援拠点おおだて、はなわ地

域生活支援センター、とわだ地域生活

支援センター、こさか地域生活支援セ

ンターの運営　（法人のホームペー

ジ）a-hanawafukushikai.jp

鹿角市・

大館市・

小坂町

総合職／５名／

25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（ＡＴ車限定

可）／経験不問／高卒以上

障害者、要介護高齢者等の生活訓

練、作業訓練、利用者の食事・入

浴・排泄等の介助、介護業務、障害

者の自立のための日中活動支援、そ

の他の付随業務など。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※就業時間は、勤務

先となる施設により

異なります。／休

日：週休2日制　年

間休日数109日

秋田県鹿角市花輪案

内63－1

～　179,000円 （メール）

info@hanawafukushikai.jp

17 令和元年6月21日

特別養護老人ホーム東恵園、養護老人

ホーム和光園、地域密着型介護老人福

祉施設月山の郷、地域密着型介護老人

福祉施設鹿南の郷、東恵園地域生活支

援センター、障害者支援施設東山学

園、障害者支援施設鹿角苑、障害者支

援施設あすなろ、障害者支援施設更望

園、福祉型障害児入所施設東山学園、

地域生活支援拠点おおだて、はなわ地

域生活支援センター、とわだ地域生活

支援センター、こさか地域生活支援セ

ンターの運営　（法人のホームペー

ジ）a-hanawafukushikai.jp

鹿角市・

大館市・

小坂町

介護員・支援員

／１０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 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：鹿角市）

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

社会福祉法人花輪ふ

くし会
8:30 ～ 17:30 法人本部・福本雅治

〒018-5201 152,000円 （電話）0186－22－4000

ハローワーク求人番号：

株式会社西村林業 8:00 ～ 17:00 代表取締役・西村

〒018-5421 200,000円 （電話）0186-37-3091

ハローワーク求人番号：

株式会社西村林業 8:00 ～ 17:00 代表取締役・西村

〒018-5421 200,000円 （電話）0186-37-3091

ハローワーク求人番号：

幸和機械株式会社 8:00 ～ 17:20 総務部・齊藤

〒016-0179 170,000円 （電話）0185-89-5605

ハローワーク求人番号：

05020-626911

普通自動車免許／経験不問。／

高卒以上

土木建設機械・林業機械・各種産業機械等の

販売及びレンタル

応募受付の電話、メールにお

問い合わせください。

又は履歴書を御郵送くださ

い。
※／休日：日曜日、お

盆、年末年始、第2･4土

曜日他、年間休日93日

秋田県能代市浅内字横

道19-1

～　240,000円 （メール）

kei@kowakikai.co.jp23 令和元年7月26日

土木建設機械・林業機械・各種産業機械等の販

売及びレンタル

ホームページ　http://www.kowakikai.co.jp

鹿角市 営業／１名／   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))

普通自動車免許/1級又は2級土

木施工管理技士／施工管理経験

あればなお可／不問

山林土木現場施工管理等して頂きます。 応募受付の電話、メールにお

問い合わせください。

※1年単位の変形労働時

間制／休日：休日：日

曜、祭日（年間休日カレ

ンダー）

秋田県鹿角市十和田大

湯字下ノ湯7-1

～　300,000円 （メール）

nishimura-k@aqua.plala.or.jp22 令和元年7月26日

◆素材生産（伐採・育成）

◆施工・施工管理

◆山林管理　（測量・調査）

上記に付随する一切の業務

【webサイト】

http://www.nishimura-r.com/

鹿角市 土木施工管理者／

1名程度／

普通自動車免許／見習可（経験

不問）。経験あればなお可／不

問

現場において素材生産に従事して頂きます。

付随する業務もあります。

未経験の方は、資格等取りながら経験を積ん

で頂きます。

応募受付の電話、メールにお

問い合わせください。

※1年単位の変形労働時

間制／休日：休日：日

曜、祭日（年間休日カレ

ンダー）

秋田県鹿角市十和田大

湯字下ノ湯7-1

～　290,000円 （メール）

nishimura-k@aqua.plala.or.jp21 令和元年7月26日

◆素材生産（伐採・育成）

◆施工・施工管理

◆山林管理　（測量・調査）

上記に付随する一切の業務

【webサイト】

http://www.nishimura-r.com/

鹿角市 技術職／3名程度

／

普通自動車免許／経験不問／

高卒

１、庶務、労務管理　　２、障害者

福祉サービス・介護保険サービス給

付費請求業務　　３、社会福祉法人

新会計基準事務処理全般　　４、電

話、来客対応等その他付随する業務

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※／休日：週休2日

制　年間休日数109

日

秋田県鹿角市花輪案

内63－1

～　164,000円 （メール）

info@hanawafukushikai.jp

20 令和元年6月21日

特別養護老人ホーム東恵園、養護老人

ホーム和光園、地域密着型介護老人福

祉施設月山の郷、地域密着型介護老人

福祉施設鹿南の郷、東恵園地域生活支

援センター、障害者支援施設東山学

園、障害者支援施設鹿角苑、障害者支

援施設あすなろ、障害者支援施設更望

園、福祉型障害児入所施設東山学園、

地域生活支援拠点おおだて、はなわ地

域生活支援センター、とわだ地域生活

支援センター、こさか地域生活支援セ

ンターの運営　（法人のホームペー

ジ）a-hanawafukushikai.jp

鹿角市・

大館市・

小坂町

事務員／２名／

25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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