
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

株式会社上杉組 8:00 ～ 17:00 代表取締役・上杉 操

〒018-4745 218,000円 （電話）0186-82-2040

ハローワーク求人番号：

05031-2179091

株式会社上杉組 8:00 ～ 17:00 代表取締役・上杉 操

〒018-4745 198,050円 （電話）0186-82-2040

ハローワーク求人番号：

05031-2181491

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：北秋田市）

法人情報 求人情報

就業時間／休日

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

※１２月１日～１月

１０日は８：００～

１６：３０／休日：

会社カレンダーによ

る、年間休日日数85

日

秋田県北秋田市阿仁萱

草字水上口59

～ 246,000円 （メール）

uesugi-t@kumagera.ne.jp

※１２月１日～１月

１０日は８：００～

１６：３０／休日：

会社カレンダーによ

る、年間休日日数85

日

秋田県北秋田市阿仁萱

草字水上口59

～ 212,030円 （メール）

uesugi-t@kumagera.ne.jp

1 平成31年4月19日

道路、砂防ダム等の建設および付帯す

る一切の業務/山林立木の売買ならびに

ほた木等販売/農林業ならびに、きの

こ、山菜等の加工販売

北秋田市 現場監督員／１

名／

普通自動車免許(AT限定不可)

１級･２級土木施工管理技士

／建設現場における施工管

理、技術者としての経験／不

問

建設工事現場における、品質･工程･

安全管理等の施工管理全般に従事し

ていただきます/やる気と能力を重ん

じ、能力主義による昇給実績あり/免

許、資格取得制度あり、有給休暇制

度あり/賞与年2回58万～82万(前年

度実績)/通勤手当(実費)あり/精勤手

当：3,700円～4,600円/皆勤手当：

6,990円/育児手当：18歳未満の扶養

家族に1人×1日(出勤日)700円/雇用･

労災･健康･厚生等各種保険加入、財

形･退職金制度あり

応募受付の電話、メール

にてお問い合わせくださ

い。

2 平成31年4月19日

道路、砂防ダム等の建設および付帯す

る一切の業務/山林立木の売買ならびに

ほた木等販売/農林業ならびに、きの

こ、山菜等の加工販売

北秋田市 機械オペレー

ター･大型ダンプ

運転手／１名／

大型自動車免許(必須)

大型特殊免許(必須)

車両系建設機械／大型ダンプ

運転経験

車両系機械運転経験／不問

建設工事現場にて大型ダンプ運転手

および重機オペレーターとしての

他、土木作業員として作業に従事し

ていただきます/やる気と能力を重ん

じ、能力主義による昇給実績あり/免

許、資格取得制度あり、有給休暇制

度あり/賞与年2回(前年度実績)/通勤

手当(実費)あり/精勤手当：3,700円

～4,600円/皆勤手当：6,990円/育児

手当：18歳未満の扶養家族に1人×1

日(出勤日)700円/雇用･労災･健康･厚

生等各種保険加入、財形･退職金制度

あり

応募受付の電話、メール

にてお問い合わせくださ

い。
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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：北秋田市）

法人情報 求人情報

就業時間／休日

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

株式会社上杉組 8:00 ～ 17:00 代表取締役・上杉 操

〒018-4745 181,740円 （電話）0186-82-2040

ハローワーク求人番号：

05031-2183891

株式会社上杉組 8:00 ～ 17:00 代表取締役・上杉 操

〒018-4745 125,000円 （電話）0186-82-2040

ハローワーク求人番号：

ほくよう建設株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・渡邊

〒018-3301 209,700円 （電話）0186-62-2241

ハローワーク求人番号：

05031-10701

※１２月１日～１月

１０日は８：００～

１６：３０／休日：

会社カレンダーによ

る、年間休日日数85

日

秋田県北秋田市阿仁萱

草字水上口59

～ 189,895円 （メール）

uesugi-t@kumagera.ne.jp

※／休日：会社カレ

ンダーによる、年間

休日日数115日

秋田県北秋田市阿仁萱

草字水上口59

～ 135,000円 （メール）

uesugi-t@kumagera.ne.jp

※休憩時間１００分

／休日：当社カレン

ダーによる年間休日

８５日

秋田県北秋田市綴子字

田中表127

～ 256,300円 （メール）

3 平成31年4月19日

道路、砂防ダム等の建設および付帯す

る一切の業務/山林立木の売買ならびに

ほた木等販売/農林業ならびに、きの

こ、山菜等の加工販売

北秋田市 土木作業員／１

名／

普通自動車免許／特になし／

不問

建設工事現場にて土木作業全般に従

事していただきます(2ｔダンプ等に

よる資材運搬業務もあります)/やる

気と能力を重んじ、能力主義による

昇給実績あり/免許、資格取得制度あ

り、有給休暇制度あり/賞与年2回(前

年度実績)/通勤手当(実費)あり/精勤

手当：3,700円～4,600円/皆勤手

当：6,990円/育児手当：18歳未満の

扶養家族に1人×1日(出勤日)700円/

雇用･労災･健康･厚生等各種保険加

入、財形･退職金制度あり

応募受付の電話、メール

にてお問い合わせくださ

い。

4 平成31年4月19日

道路、砂防ダム等の建設および付帯す

る一切の業務/山林立木の売買ならびに

ほた木等販売/農林業ならびに、きの

こ、山菜等の加工販売

北秋田市 事務員／１名／ 普通自動車免許（ＡＴ限定

可）／特になし ※ＰＣ操作

（ワード・エクセル）入力程

度できれば尚可／不問

事務作業全般(伝票起票および提出書

類作成、給与･社会保険手続き、契

約･入札･現場書類作成、電話･来客対

応、事務所の清掃等)に従事していた

だきます※外出用務の場合は自家用

車を使用する場合があります（自家

用車使用の際のガソリン代は、別途

支給いたします）/やる気と能力を重

んじ、能力主義による昇給実績あり/

免許、資格取得制度あり、有給休暇

制度あり/賞与年2回(前年度実績)/通

勤手当(実費)あり/雇用･労災･健康･

厚生等各種保険加入、財形･退職金制

度あり

応募受付の電話、メール

にてお問い合わせくださ

い。

5 令和元年7月12日

■主に官公庁発注の請負土木工事業   

■秋田県知事許可            

特－２６ 第０００３４４号

北秋田市 1級・2級土木施

工監理技師／２

名程度／不問

普通自動車免許(AT不可)／経

験あり優遇／

■経験年数や必要に応じて、資格試

験の受験可能(会社負担。ただし、規

定あり)

応募受付の電話にてお問

い合わせください。

2 / 10



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：北秋田市）

法人情報 求人情報

就業時間／休日

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

ほくよう建設株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・渡邊

〒018-3301 174,750円 （電話）0186-62-224１

ハローワーク求人番号：

05031-2030591

ほくよう建設株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・渡邊

〒018-3301 186,400円 （電話）0186-62-224１

ハローワーク求人番号：

05031-11801

ぶなの郷あきた株式会

社
正社員 8:30 ～ 17:30 森吉山荘 間杉政明

〒018-4301 160,000円 090-4314-472

ハローワーク求人番号：

ぶなの郷あきた株式会

社
正社員 8:30 ～ 17:30 森吉山荘 間杉政明

〒018-4301 160,000円 090-4314-472

ハローワーク求人番号：

05031-1858291

株式会社佐藤庫組 8:00 ～ 17:00 経理課係長・佐藤

〒018-4203 199,000円 （電話）0186-78-2154

ハローワーク求人番号：

05031-2178191

※休憩時間１００分

／休日：当社カレン

ダーによる年間休日

８５日

秋田県北秋田市綴子字

田中表127

～ 198,050円 （メール）

※休憩時間１００分

／休日：当社カレン

ダーによる年間休日

８５日

秋田県北秋田市綴子字

田中表127

～ 216,690円 （メール）

月に６回から８回

北秋田市米内沢字上強

瀬14-1

～210,000円 （メール）
masugimasaaki@gmail.com

月に６回から８回

北秋田市米内沢字上強

瀬14-1

～210,000円 （メール）
masugimasaaki@gmail.com

※／休日：土日、年

間休日日数109日秋田県北秋田市木戸石

字川下32

～ 334,600円 （メール）

6 令和元年7月12日

■主に官公庁発注の請負土木工事業   

■秋田県知事許可            

特－２６ 第０００３４４号

北秋田市 現場作業員／２

名程度／不問

普通自動車免許(AT不可)／経

験あり優遇／

■経験年数や必要に応じて、資格試

験の受験可能(会社負担。ただし、規

定あり)

応募受付の電話にてお問

い合わせください。

7 令和元年7月12日

■主に官公庁発注の請負土木工事業   

■秋田県知事許可            

特－２６ 第０００３４４号

北秋田市 重機オペレー

ター／２名程度

／不問

普通自動車免許(AT不可)／経

験あり優遇／

■経験年数や必要に応じて、資格試

験の受験可能(会社負担。ただし、規

定あり)

応募受付の電話にてお問

い合わせください。

8 令和元年7月19日

宿泊業／温泉施設運営／船舶運輸業 北秋田市内 施設管理／1名／

年齢制限なし

なし／なし／なし／高卒以上 宿泊施設および温泉施設のフロント

およびお客様管理、金銭管理、施設

管理業務

電話連絡の後、履歴書等

の送付

9 令和元年7月19日

宿泊業／温泉施設運営／船舶運輸業 北秋田市内 調理員／１名／

年齢制限なし

なし／なし／なし／高卒以上 宿泊施設および温泉施設の食品衛生

業務および調理業務

電話連絡の後、履歴書等

の送付

10 令和元年7月19日

■総合建設業（土木建築工事一式）、

アスファルトプラント、産廃処理業

北秋田市 土木技術者／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限定不

可)

1・2級土木施工管理技士／土

木施工管理業務経験者／学歴

不問。

■土木施工管理業務を担当していた

だきます。主に北秋田市及び周辺市

町村の工事現場への配置となりま

す。現場への移動の際、社用車の運

転業務もあります。

応募希望の方は、ハロー

ワーク窓口より事前連絡

の上、面接日時を確認く

ださい。面接時に「履歴

書・紹介状」をご持参く

ださい。
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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：北秋田市）

法人情報 求人情報

就業時間／休日

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

株式会社佐藤庫組 8:00 ～ 17:00 経理課係長・佐藤

〒018-4203 174,000円 （電話）0186-78-2154

ハローワーク求人番号：

05031-1950991

株式会社佐藤庫組 8:00 ～ 17:00 経理課係長・佐藤

〒018-4203 167,900円 （電話）0186-78-2154

ハローワーク求人番号：

05031-1951491

株式会社 Ｋテック 8:30 ～ 17:30 代表取締役・金田

〒018-4211 150,000円 （電話）0186-78-5228

ハローワーク求人番号：

技苑コンサル株式会社 8:00 ～ 17:00 総務課・村上・佐藤

〒018-3301 160,000円 （電話）0186-63-0066

～ 300,000円

ハローワーク求人番号：

05031-37201

※／休日：土日、年

間休日日数109日秋田県北秋田市木戸石

字川下32

～ 263,000円 （メール）

※／休日：土日、年

間休日日数109日秋田県北秋田市木戸石

字川下32

～ 231,600円 （メール）

※受注状況のより交

代勤務有り

17：30～2：30／休

日：日祝日 土曜隔

週 年間休日数101

日

秋田県北秋田市川井字

横呑沢5-132

～ 250,000円 （メール）

k.kaneta@navy.plala.or.jp

※／休日：土日祝祭

日、年間休日日数

124日

秋田県北秋田市綴子字

古関120-6

（メール）info@gien.co.jp

11 令和元年7月19日

■総合建設業（土木建築工事一式）、

アスファルトプラント、産廃処理業

北秋田市 土木技術者（見

習い可）／1名／

35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限定不

可)／経験不問。／学歴不

問。

■土木施工管理業務を担当していた

だきます。主に北秋田市及び周辺市

町村の工事現場への配置となりま

す。未経験者の方は経験を積んで資

格取得を目指していただきます。現

場へ移動の際、社用車の運転業務も

あります。

応募希望方は、ハロー

ワーク窓口より事前連絡

の上、面接日時を確認く

ださい。面接時に「履歴

書・紹介状」を持参くだ

さい。

12 令和元年7月19日

■総合建設業（土木建築工事一式）、

アスファルトプラント、産廃処理業

北秋田市 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))

普通自動車免許

大型特殊自動車免許

車両系建設機械

※全て必須／重機運転経験者

／学歴不問。

■車両系建設機械（バックホー・タ

イヤショベル他）の運転業務に従事

していただきます。運転業務の合間

や運転業務の無い時は、一般土木作

業に従事していただきます。

応募希望の方は、ハロー

ワーク窓口より事前連絡

の上、面接日時を確認く

ださい。面接時に「履歴

書・紹介状」をご持参く

ださい。

13 令和元年7月19日

プラスチック・金属加工のスペシャリ

ストとして、高品質・高精度の製品を

製作します。3次元ＣＡＤ/ＣＡＭによ

る設計により、精密樹脂・精密金属加

工で各種電子部品及び難作材の加工を

します。

北秋田市 マシニングセン

ターオペレー

ター／1名程度／

30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

◆プラスチック及び金属製品をマシ

ニングセンターにて加工（ライン作

業ではありません）研修、指導を行

います。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

14 令和元年7月19日

◆建設コンサルタント（道路部門・河

川砂防及び海岸、海洋部門）

◆測量調査

◆補償コンサルタント（物件部門・土

地調査部門）

HP:http://gienconsul.jimdo.com

北秋田市 測量、設計技術

者／2名程度／未

経験者に限り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／経験不問

（ただし未経験者は40歳未

満）／高卒以上

公共事業に関わる測量・土木設計業

務に従事していただきます。

経験の浅い方は測量業務からキャリ

ア育成を図り、希望又は能力に応じ

て設計業務に従事する事も可能で

す。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。
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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：北秋田市）

法人情報 求人情報

就業時間／休日

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

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：

05020-5019591

医療法人社団 博愛会 

鷹巣病院
8:50 ～ 17:00 事務・佐藤

〒018-3301 240,000円 （電話）0186-62-1210

ハローワーク求人番号：

05031-2004291

医療法人社団 博愛会 

鷹巣病院
8:50 ～ 17:00 事務・佐藤

〒018-3301 170,000円 （電話）0186-62-1210

ハローワーク求人番号：

05031-1999191

医療法人社団 博愛会 

鷹巣病院
8:50 ～ 17:00 事務・佐藤

〒018-3301 180,000円 （電話）0186-62-1210

ハローワーク求人番号：

05031-2218091

※／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.jp

※夜勤 １６：４０

～９：２０／休日：

シフト制（曜日不定

の週休2日制）

年間休日 125日

秋田県北秋田市綴子字

釜堤脇12

～ 320,000円 （メール）hakuaikai@live.jp

※夜勤 １６：４０

～９：２０／休日：

シフト制（曜日不定

の週休2日制）

年間休日 125日

秋田県北秋田市綴子字

釜堤脇12

～ 250,000円 （メール）hakuaikai@live.jp

※早番 ６:００～１

４：００／休日：シ

フト制（曜日不定の

週休2日制）

年間休日 109日

秋田県北秋田市綴子字

釜堤脇12

～ 300,000円 （メール）hakuaikai@live.jp

15 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

北秋田市 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／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。

16 令和元年8月2日

□病院

□診療科：精神科・心療内科・内科

□病床数：144床

ホームページ

http://www.hakuaikai.info/

北秋田市 看護師／１名／

不問

看護師免許／不問／不問 □病棟内における看護業務（入院患

者様の看護・医療診察の補助等）に

従事して頂きます。

□夜勤勤務は月1～4回程度ありま

す。

電話又はメールにてお問

い合わせ頂くか、ハロー

ワーク窓口よりお申し込

み下さい。

17 令和元年8月2日

□病院

□診療科：精神科・心療内科・内科

□病床数：144床

ホームページ

http://www.hakuaikai.info/

北秋田市 准看護師／１名

／不問

准看護師免許／不問／不問 □病棟内における看護業務（入院患

者様の看護・医療診察の補助等）に

従事して頂きます。

□夜勤勤務は月1～4回程度ありま

す。

電話又はメールにてお問

い合わせ頂くか、ハロー

ワーク窓口よりお申し込

み下さい。

18 令和元年8月2日

□病院

□診療科：精神科・心療内科・内科

□病床数：144床

ホームページ

http://www.hakuaikai.info/

北秋田市 看護助手／２名

／不問

不問／不問／不問 □病棟内における介助業務（入浴介

助・食事介助・おむつ交換等）、看

護補助業務に従事して頂きます。

□早番は月６回程度あります。

電話又はメールにてお問

い合わせ頂くか、ハロー

ワーク窓口よりお申し込

み下さい。
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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：北秋田市）

法人情報 求人情報

就業時間／休日

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

医療法人社団 博愛会 

鷹巣病院
8:30 ～ 17:30 事務・佐藤

〒018-3301 270,000円 （電話）0186-62-1210

ハローワーク求人番号：

05031-2008391

医療法人社団 博愛会 

鷹巣病院
8:30 ～ 17:30 事務・佐藤

〒018-3301 190,000円 （電話）0186-62-1210

ハローワーク求人番号：

05031-2162391

医療法人社団 博愛会 

鷹巣病院
9:45 ～ 18:45 事務・佐藤

〒018-3301 150,000円 （電話）0186-62-1210

ハローワーク求人番号：

株式会社 松岡組 8:00 ～ 17:00 工事部・松岡大祐

〒018-4622 184,800円 （電話）0186-82-2070

ハローワーク求人番号：

05031-1892591

※／休日：日曜日他

（週休2日制）

年間休日 109日

秋田県北秋田市綴子字

釜堤脇12

～ 450,000円 （メール）hakuaikai@live.jp

※／休日：日曜日他

（週休2日制）

年間休日 109日

秋田県北秋田市綴子字

釜堤脇12

～ 350,000円 （メール）hakuaikai@live.jp

※早番 ５：３０～

１４：３０／休日：

シフト制（曜日不定

の週休2日制）

年間休日 109日

秋田県北秋田市綴子字

釜堤脇12

～ 250,000円 （メール）hakuaikai@live.jp

※変形（1年単位）          

3/1～10/31 8：00

～17：00      

11/1～2/29 8：00

～16：30                 

／休日：週休二日制 

会社カレンダーによ

る

秋田県北秋田市阿仁小

沢鉱山字小沢17

～ 254,100円 （メール）

matsuoka@walz.plala.or.jp

19 令和元年8月2日

□病院

□診療科：精神科・心療内科・内科

□病床数：144床

ホームページ

http://www.hakuaikai.info/

北秋田市 作業療法士／２

名／不問

作業療法士免許／不問／不問 □入院患者様の症状に合わせた治療

目標を基に作業療法を行って頂きま

す。

電話又はメールにてお問

い合わせ頂くか、ハロー

ワーク窓口よりお申し込

み下さい。

20 令和元年8月2日

□病院

□診療科：精神科・心療内科・内科

□病床数：144床

ホームページ

http://www.hakuaikai.info/

北秋田市 精神保健福祉士

／２名／不問

精神保健福祉士免許／不問／

不問

□患者様からの相談支援や入退院援

助と調整、関係医療機関・施設との

連絡調整の業務を行って頂きます。

電話又はメールにてお問

い合わせ頂くか、ハロー

ワーク窓口よりお申し込

み下さい。

21 令和元年8月2日

□病院

□診療科：精神科・心療内科・内科

□病床数：144床

ホームページ

http://www.hakuaikai.info/

北秋田市 調理員／１名／

不問

不問／不問／不問 □栄養士の献立表を基に調理・盛り

付け等の業務に従事して頂きます。

□早番は月６回程度あります。

電話又はメールにてお問

い合わせ頂くか、ハロー

ワーク窓口よりお申し込

み下さい。

22 令和元年8月2日

建設業 北秋田市 現場代理人／2名

／59歳未満(定年

年齢を上限(省令

1号))

２級土木施工管理技士・普通

自動車免許（ＡＴ車限定不

可）／不問／不問

土木工事現場において、現場代理

人として現場作業及び現場管理業務

に従事します。＊パソコン使用での

書類作成については指導します。＊

会社から現場までは社有車（ＡＴ

車）を運転する場合があります。

応募受付の電話にお問い

合わせください。
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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：北秋田市）

法人情報 求人情報

就業時間／休日

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

株式会社 松岡組 8:00 ～ 17:00 工事部・松岡大祐

〒018-4622 173,250円 （電話）0186-82-2070

ハローワーク求人番号：

05031-1889991

株式会社 松岡組 8:00 ～ 17:00 工事部・松岡大祐

〒018-4622 173,250円 （電話）0186-82-2070

ハローワーク求人番号：

05031-1894091

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：

05031-2225091

※変形（1年単位）          

3/1～10/31 8：00

～17：00      

11/1～2/29 8：00

～16：30                 

／休日：週休二日制 

会社カレンダーによ

る

秋田県北秋田市阿仁小

沢鉱山字小沢17

～ 254,100円 （メール）

matsuoka@walz.plala.or.jp

※変形（1年単位）          

3/1～10/31 8：00

～17：00      

11/1～2/29 8：00

～16：30                 

／休日：週休二日制 

会社カレンダーによ

る

秋田県北秋田市阿仁小

沢鉱山字小沢17

～ 207,900円 （メール）

matsuoka@walz.plala.or.jp

※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

23 令和元年8月2日

建設業 北秋田市 重機オペレー

ター・土木作業

員／2名／59歳

未満(定年年齢を

上限(省令1号))

大型自動車・大型特殊・車両

系免許（全て必須）／不問／

不問

土木工事現場（道路工事等）にお

いて重機オペレーター業務に従事し

ます。＊バックホウ・タイヤロー

ダー等の重機操作による作業＊一般

土木作業（掘削・埋戻し・盛土等）

＊冬期間の常設業務委託もありま

す。＊会社から現場まで社有車（Ａ

Ｔ車）を運転する場合があります。

応募受付の電話にお問い

合わせください。

24 令和元年8月2日

建設業 北秋田市 一般土木作業員

／2名／59歳未

満(定年年齢を上

限(省令1号))

普通自動車免許（ＡＴ車限定

不可）／不問／不問

土木工事現場において土木作業に

従事します。＊主な作業（掘削・埋

戻し・盛土等）※普通自動車免許

（ＡＴ車限定不可）を持っている方

は工事車両の運転をする場合もあり

ます（２ｔ～４tトラック）※会社か

ら現場まで社有車（ＡＴ車）を運転

する場合があります

応募受付の電話にお問い

合わせください。

25 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・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。
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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：北秋田市）

法人情報 求人情報

就業時間／休日

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

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：

05031-1952791

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：

05031-2222291

株式会社 芳賀工務店 北秋田市 08:00 ～ 17:00 05031-1992691 武石

0183313 220,000円 0186-62-0952

秋田県北秋田市旭町

9-3

～ 400,000円 応募受付の電話、メール

にてお問い合わせくださ

い。

takeishi@hagaco.com

土、祝

第2第4土曜日は休日

※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

※／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

28 令和元年8月30日

〔事業内容〕

土木の施工、建築の設計施工

不動産賃貸、不動産売買仲介

〔会社の理念と目指す方向〕

環境：

土木、建築及び設備工事等の建設活動

が地域の自然生態系に大きな影響を与

えていることを認識し、これら工事の

施工の管理、環境に配慮した資材を活

用する設計を行うことにより環境保全

と汚染防止への配慮を行い、社会への

貢献を目指します。

品質：

当社は、信用第一とし、顧客に喜ばれ

る工事、安心して使用出来る製品をタ

イムリーに提供します。

労働安全衛生：従業員が安全で、衛生

的な環境の基準で工事が実施できるこ

とを目指します。

【http://www.kumagera.ne.jp/haga

co/】

一級建築士【移

住支援金対象】

／1／59歳以下

(定年年齢を上限

(省令1号))

一級建築士、普通自動車免許

／建築工事にかかる設計及び

施工管理の経験者／高卒以上

建築工事にかかる設計、施工管理、

積算等

26 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。

■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。

27 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。

■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。
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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：北秋田市）

法人情報 求人情報

就業時間／休日

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

株式会社 芳賀工務店 北秋田市 08:00 ～ 17:00 05031-1990091 武石

0183313 220,000円 0186-62-0952

秋田県北秋田市旭町

9-3

～ 380,000円 応募受付の電話、メール

にてお問い合わせくださ

い。

takeishi@hagaco.com

株式会社 芳賀工務店 北秋田市 08:00 ～ 17:00 05031-1991391 武石

0183313 220,000円 0186-62-0952

秋田県北秋田市旭町

9-3

～ 350,000円 応募受付の電話、メール

にてお問い合わせくださ

い。

takeishi@hagaco.com

土、祝

第2第4土曜日は休日

土、祝

第2第4土曜日は休日

29 令和元年8月30日

〔事業内容〕

土木の施工、建築の設計施工

不動産賃貸、不動産売買仲介

〔会社の理念と目指す方向〕

環境：

土木、建築及び設備工事等の建設活動

が地域の自然生態系に大きな影響を与

えていることを認識し、これら工事の

施工の管理、環境に配慮した資材を活

用する設計を行うことにより環境保全

と汚染防止への配慮を行い、社会への

貢献を目指します。

品質：

当社は、信用第一とし、顧客に喜ばれ

る工事、安心して使用出来る製品をタ

イムリーに提供します。

労働安全衛生：従業員が安全で、衛生

的な環境の基準で工事が実施できるこ

とを目指します。

【http://www.kumagera.ne.jp/haga

co/】

一級建築施工管

理【移住支援金

対象】／1／59

歳以下(定年年齢

を上限(省令1

号))

一級建築施工管理技士、普通

自動車免許／建築工事にかか

る施工管理、積算、現場監督

等の経験があれば尚可／高卒

以上

建設工事にかかる施工管理、積算

30 令和元年8月30日

〔事業内容〕

土木の施工、建築の設計施工

不動産賃貸、不動産売買仲介

〔会社の理念と目指す方向〕

環境：

土木、建築及び設備工事等の建設活動

が地域の自然生態系に大きな影響を与

えていることを認識し、これら工事の

施工の管理、環境に配慮した資材を活

用する設計を行うことにより環境保全

と汚染防止への配慮を行い、社会への

貢献を目指します。

品質：

当社は、信用第一とし、顧客に喜ばれ

る工事、安心して使用出来る製品をタ

イムリーに提供します。

労働安全衛生：従業員が安全で、衛生

的な環境の基準で工事が実施できるこ

とを目指します。

【http://www.kumagera.ne.jp/haga

co/】

一級土木施工管

理【移住支援金

対象】／1／59

歳以下(定年年齢

を上限(省令1

号))

一級土木施工管理技士、普通

自動車免許／土木工事にかか

る施工管理、積算、現場監督

等の経験があれば尚可／高卒

以上

土木工事にかかる施工管理、積算
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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：北秋田市）

法人情報 求人情報

就業時間／休日

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

株式会社 芳賀工務店 北秋田市 08:00 ～ 17:00 05031-1994491 武石

0183313 207,000円 0186-62-0952

秋田県北秋田市旭町

9-3

～ 253,000円 応募受付の電話、メール

にてお問い合わせくださ

い。

takeishi@hagaco.com

医療法人社団宝樹会 北秋田市 09:00 ～ 19:00

0100201 450,000円 018-853-5045

秋田県秋田市天王字二

田219-122

～ 1,200,000円 応募受付の電話、メール

又はウェブサイトから応

募ください。

info@houju-kai.or.jp

医療法人社団宝樹会 北秋田市 09:00 ～ 19:00

0100201 220,000円 018-853-5045

秋田県秋田市天王字二

田219-122

～ 280,000円 応募受付の電話、メール

又はウェブサイトから応

募ください。

info@houju-kai.or.jp

土、祝

第2第4土曜日は休日

日、祝、その他

シフト制

日、祝、その他

シフト制

※2020年1月から

は、水曜日も休診日

となる予定

31 令和元年8月30日

〔事業内容〕

土木の施工、建築の設計施工

不動産賃貸、不動産売買仲介

〔会社の理念と目指す方向〕

環境：

土木、建築及び設備工事等の建設活動

が地域の自然生態系に大きな影響を与

えていることを認識し、これら工事の

施工の管理、環境に配慮した資材を活

用する設計を行うことにより環境保全

と汚染防止への配慮を行い、社会への

貢献を目指します。

品質：

当社は、信用第一とし、顧客に喜ばれ

る工事、安心して使用出来る製品をタ

イムリーに提供します。

労働安全衛生：従業員が安全で、衛生

的な環境の基準で工事が実施できるこ

とを目指します。

【http://www.kumagera.ne.jp/haga

co/】

重機オペレー

ター【移住支援

金対象】／1／

59歳以下(定年年

齢を上限(省令1

号))

車両系各資格免許、普通自動

車免許／ユニック、バック

ホーの操作の出来る方／高卒

以上

現場への資材運搬及び重機のオペ

レーター業務

32 令和元年11月8日

法人リクルートサイト

https://www.akita-kyujin.com/

【https://www.houjukai.net/】

歯科医師募集！

【移住支援金対

象】／1／

歯科医師免許／経験不問／ 歯科医師業務

33 令和元年11月8日

法人リクルートサイト

https://www.akita-kyujin.com/

【https://www.houjukai.net/】

歯科衛生士募

集！【移住支援

金対象】／1／

歯科衛生士免許／経験不問／ 歯科衛生士業務
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