
　　　職　種 求人事業所名 必要な免許資格
賃　金 就業時間 加入保険等

　　雇用期間等 求人番号 その他

日給
(1) 8時00分～17時00分

不問 TEL 0185-52-6311
（従業員数　　　　　　　　30人）

正社員以外 1名 05020- 4140571 秋田県能代市
6ヵ月

日給 ホームヘルパー２級
不問 (1) 8時15分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0185-89-6000
1人 （従業員数 13人 ）

正社員以外 05020- 4143871 【就業場所】能代市二ツ井町
～平成30年1月31日 二ツ井デイサービスセンター 契約更新の可能性あり

日給 変形（１ヶ月単位） 中型一種（８ｔ限定）
不問 (1) 8時00分～17時00分 車両系建設機械

TEL 0185-52-6110
2人 （従業員数 7人 ）

正社員以外 05020- 4146171 【就業場所】主に能代・山本地区
秋田市内の現場もあり

月給 変形（１ヶ月単位） 土木施工管理技士２級以上
不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

TEL 0185-52-6110
2人 （従業員数 7人 ）

正社員 05020- 4151871 【就業場所】主に能代・山本地区
秋田市内の現場もあり

日給 看護師
不問 (1) 8時30分～17時15分 介護福祉士

TEL 0185-89-2114 介護支援専門員
2人 （従業員数 300人 ） のいずれか

正社員以外 05020- 4130671 秋田県能代市 普通自動車免許ＡＴ
～平成29年9月30日 契約更新の可能性あり

月給 変形（１年単位）
59歳以下 (1) 8時00分～16時40分

TEL 0185-54-1531
2人 （従業員数 51人 ）

正社員 05020- 4131571 秋田県能代市

日給 変形（１年単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0185-77-2311
1人 （従業員数 10人 ）

正社員以外 05020- 4134871 秋田県山本郡八峰町
～平成30年6月30日 契約更新の可能性あり

月給 電気工事士（第２種）
不問 (1) 8時00分～17時00分 または

TEL 0738-22-0221 電気工事士（第１種）
1人 （従業員数 0人 ） 普通自動車免許一種

正社員 30040- 1838771 【就業場所】能代市字大森山
能代火力発電所構内

月給
40歳以下 (1) 9時00分～17時00分

TEL 018-832-2076
3人 （従業員数 12人 ）

正社員 05010-18521971 【就業場所】能代市落合
能代営業所

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1) 8時00分～16時00分

TEL 0185-54-7722 (2)15時00分～23時30分
1人 （従業員数 13人 ）

正社員 05020- 4115571 秋田県能代市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0185-88-8879
1人 （従業員数 51人 ）

正社員 05020- 4117771 【就業場所】八峰町峰浜目名潟
岩子作業所

月給 変形（１年単位） 歯科衛生士
不問 (1) 8時30分～18時00分

TEL 0185-55-2636
1人 （従業員数 6人 ）

正社員 05020- 4123571 秋田県能代市

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0185-73-2123
5人 （従業員数 27人 ）

正社員 05020- 4126871 【就業場所】主に能代・山本地区

月給 フォークリフト技能者
59歳以下 (1) 8時30分～17時10分

TEL 0185-52-0007
1人 （従業員数 30人 ）

無期雇用派遣 05020- 4092171 【就業場所】能代市松原
杏林製薬

月給 交替制あり
59歳以下 (1) 5時00分～14時00分

TEL 0185-55-3073 (2) 6時00分～15時00分
1人 （従業員数 41人 ）(3) 9時00分～18時00分

正社員 05020- 4094371 秋田県能代市 (4)10時30分～19時30分

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 7時00分～16時00分 介護福祉士

TEL 0185-83-2370 (2) 8時30分～17時30分
1人 （従業員数 8人 ）(3)10時00分～19時00分

正社員 05020- 4096571 秋田県山本郡三種町 (4)17時00分～ 9時00分

土木作業員 株式会社　コンノ土木 秋田県能代市二ッ井町切石字大倉２
９－１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
172,800円～
205,200円

きのこパック詰め作業 ハッピーマッシュ
株式会社

秋田県山本郡八峰町峰浜水沢字水沢
２０－４

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
130,000円～
150,000円

歯科衛生士 医療法人　さとう歯科医
院

秋田県能代市向能代字上野１３８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形雇用期間の定めなし

155,000円～
200,000円

営業総合職 富国生命保険相互会社
秋田支社

秋田県秋田市中通２丁目２－２１
秋田富国生命ビル５Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形雇用期間の定めなし

210,000円～
400,000円

ホールスタッフ 株式会社松岡
（プリンス能代店）

能代市落合字上前田３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
130,000円～
175,000円

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
150,000円～
170,000円

清酒製造等の補助 山本　合名会社 秋田県山本郡八峰町八森字八森２６
９

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 182,750円～

182,750円

施設管理者 有限会社湯の里
グループホーム茜

秋田県山本郡三種町森岳字街道東２
２２－６

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

管理技術者兼作業員 有限会社　七尾土木 秋田県能代市落合字綱割１３－１０
５

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
230,000円～
230,000円

要介護認定訪問調査等事
務（長寿いきがい課）

能代市役所 秋田県能代市上町１－３ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 170,100円～

170,100円

雇用期間の定めなし
200,000円～
300,000円

製材工 東北木材株式会社 秋田県能代市字大森山１－１８

重機オペレーター兼土木
作業員

有限会社　七尾土木 秋田県能代市落合字綱割１３－１０
５

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
201,600円～
224,000円

調理員 株式会社　親孝
能代親孝の里

秋田県能代市南元町４番６９号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
150,000円～
184,500円

（派）医薬品工場内の倉
庫作業

株式会社　ＫＡＣテクノ
能代事業所

秋田県能代市万町２－２０　ＴＫビ
ル２階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
150,000円～
180,000円

電気工事作業員（補助業
務）

株式会社　真妻電産 和歌山県御坊市薗　３５０－２４ 雇用・労災・
健康・厚生

鋳鋼製造工（造型） ＡＭサービス株式会社 秋田県能代市能代町字中川原２６

雇用期間の定めあり
139,100円～
139,100円

介護員（二ツ井デイサー
ビスセンター）

社会福祉法人
能代市社会福祉協議会

能代市上町１２－３２　能代ふれあ
いプラザ２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 136,838円～

146,838円

事業所所在地等
（従業員数）

年齢
採用人数

就業場所

185,000円～
190,000円

雇用・労災・
健康・厚生

ハローワーク 能代 

   TEL 0185-54-7311   ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。     ９月15日 ～９月21日 受付の求人です。 



時給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 (1) 8時00分～16時50分

TEL 0185-54-3188
1人 （従業員数 6人 ）

正社員 05020- 4097471 秋田県能代市

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0185-54-6842
2人 （従業員数 4人 ）

正社員以外 05020- 4109771 秋田県能代市
平成29年10月26日～平成29年12月8日 契約更新の可能性なし

日給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許二種
不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0185-73-3200
3人 （従業員数 6人 ）

正社員 05020- 4112071 秋田県能代市

日給 普通自動車免許一種
18歳～40歳 (1) 8時00分～17時30分

TEL 0185-77-2239
1人 （従業員数 1人 ）

正社員 05020- 4113371 秋田県山本郡八峰町

【お知らせ】
　労働者の募集・採用にあたっては、原則として年齢を不問としなければなりません。しかし、例外的に年齢制限が認められる場合があります。記載されております求人で年齢制限
がされているものは、その例外として認められる事由に該当するものです。このことについて、不明な点などがありましたら、ハローワーク能代へお問い合わせください。

木材加工員 株式会社　神馬銘木 秋田県能代市河戸川字上西山５１－
４４

雇用・労災・
健康・厚生

運転手 第一観光バス　株式会社 秋田県能代市二ツ井町字海道上１０
０－１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
192,000円～
288,000円

雇用期間の定めなし
128,205円～
173,250円

タイヤ交換作業補助員 株式会社　金谷タイヤ 秋田県能代市河戸川字大須賀５２－
１

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 184,000円～

184,000円

雇用期間の定めなし
173,250円～
207,900円

建築大工（見習） ダイエー建設株式会社 秋田県山本郡八峰町八森字八森７９
－１

雇用・労災・
健康・厚生

次回は、９月29日（金）正午に発行します。 


