
　　職　　種 年齢 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 採用人数 求人番号 　　その他

フルタイム求人
月給 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0185-74-5022 (2)16時00分～10時00分

5人 （従業員数 14人 ）
正社員 05020- 4749471 秋田県能代市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
18歳～59

歳
(1)14時30分～ 0時00分

TEL 0185-52-0408
3人 （従業員数 14人 ）

正社員 05020- 4858171 秋田県能代市

日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
18歳～64

歳
(1) 8時00分～17時00分

TEL 0185-52-1997 (2)20時00分～ 5時00分
3人 （従業員数 32人 ）

正社員 05020- 4861771 秋田県能代市

月給 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 0185-55-1222
1人 （従業員数 40人 ）

正社員 05020- 4917471 秋田県能代市

日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 7時00分～16時00分

TEL 0185-77-3128 (2) 8時00分～17時00分
1人 （従業員数 3人 ）(3) 9時00分～18時00分

正社員 05020- 4926771 秋田県山本郡八峰町

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級

TEL 0185-88-8835 (2) 8時00分～17時00分
22人 （従業員数 0人 ）(3)10時00分～19時00分

正社員 05020- 4945171 秋田県能代市

月給 交替制あり
59歳以下 (1) 6時00分～15時00分

TEL 0185-88-8835 (2) 7時00分～16時00分
2人 （従業員数 0人 ）(3) 9時30分～18時30分

正社員 05020- 4949571 秋田県能代市

月給
59歳以下 (1) 9時00分～18時30分

TEL 0185-89-5515
1人 （従業員数 20人 ）

正社員 05020- 4659671 秋田県能代市

月給
59歳以下 (1) 9時00分～18時30分

TEL 0185-89-5515
1人 （従業員数 20人 ）

正社員 05020- 4558071 秋田県能代市

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級

TEL 0185-88-8835 (2) 8時00分～17時00分
1人 （従業員数 33人 ）(3)10時00分～19時00分

正社員 05020- 4276071 秋田県能代市

月給 変形（１年単位） 建築士（１級）
59歳以下 (1) 8時00分～17時30分 普通自動車免許一種

TEL 0185-55-3200
2人 （従業員数 24人 ）

正社員 05020- 4311871 秋田県能代市

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師又は
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

TEL 0185-52-5191 普通自動車免許ＡＴ

1人 （従業員数 27人 ）
正社員 05020- 4397171 秋田県能代市

月給 看護師又は
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

TEL 0185-52-5191
1人 （従業員数 40人 ）

正社員 05020- 4399371 秋田県能代市

月給 交替制あり 看護師又は
59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 准看護師

TEL 0185-83-5111 (2)16時30分～ 8時30分
2人 （従業員数 141人 ）

正社員 05020- 4404371 秋田県山本郡三種町

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

130,000円～
165,000円

あきた白神農業協同
組合

看護師又は准看護師 医療法人双山会
森岳温泉病院

秋田県山本郡三種町森岳木戸沢
１９９

雇用・労
災・健康・
厚生・財形雇用期間の定めなし

169,000円～
261,000円

168,028円～
203,014円

林業素材生産管理 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

秋田県能代市富町２－３

雇用・労
災・健康・
厚生

(4)16時30分～9時30分

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用・労
災・健康・
厚生

社会福祉法人　しら
かみ長寿会

秋田県能代市青葉町　５－１６

事業所所在地

電話番号・従業員数

就業場所

介護職員【しののめ】 社会福祉法人　しら
かみ長寿会

秋田県能代市青葉町　５－１６

ガソリンスタンド販売員 金田石油店 秋田県山本郡八峰町八森字湯の
尻２５

キッチン・ホールスタッ
フ　　　「能代市」

株式会社ハムセン
ター秋田　本社

秋田県能代市河戸川字上西山５
１－３３

秋田県能代市河戸川字北西山１
４４－２

短期入所・生活支援員 株式会社あきた福祉
研究所　伽羅

秋田県能代市河戸川字前山２４
番

雇用期間の定めなし
210,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

能代運輸株式会社

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし 147,280円～

155,500円

132,280円～
134,000円

秋田県能代市字藤山３４－１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

155,000円～
230,000円

警備員（正社員） 株式会社　国際パト
ロール　能代営業所

秋田県能代市柳町１０－１９ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形雇用期間の定めなし

140,400円～
162,000円

受付 医療法人ももデンタ
ルクリニック

(4)16時30分～9時30分

調理職員【しののめ】

看護師・准看護師 あきた白神農業協同
組合

秋田県能代市富町２－３

雇用期間の定めなし

秋田県能代市青葉町　５－１６

雇用期間の定めなし

看護職員（サービス付き
高齢者向け住宅）

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

135,000円～
150,000円

241,500円～
319,000円

介護職員【あおば】 社会福祉法人　しら
かみ長寿会

144,800円～
155,500円

受付・歯科診療助手

500,000円～
600,000円

１級建築士
　
「建設」

株式会社　日沼工務
店

秋田県能代市落合字古悪土１５
０

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

135,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし

医療法人ももデンタ
ルクリニック

秋田県能代市字藤山３４－１

雇用期間の定めなし
220,900円～
304,000円

雇用・労
災・健康・
厚生

ハローワーク 能代 

   TEL 0185-54-7311   

リフレッシュ求人とは、これまでよりも応募しやすいように求人内容が変更された求人の情報です。 
◎ 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。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ 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。 

10月１日～11月16日の間に受理した求人

で、その後に賃金などの内容を変更した求

人です。 

次回は、11月24日（金）正午に発行します 



月給 変形（１ヶ月単位） 電気工事士（第１種又は２種）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0185-53-3053 普通自動車免許一種

1人 （従業員数 4人 ）

正社員 05020- 4410171 秋田県能代市

時給 メディクラーク２級
不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0186-44-5170
1人 （従業員数 185人 ）

正社員以外 05030- 4998271 秋田県能代市
～平成30年3月31日 契約更新の可能性あり

パート求人
時給

不問 (1)17時00分～21時30分

TEL 0185-52-5243

1人 （従業員数 11人 ）

パート労働者 05020- 4892671 秋田県能代市

時給
59歳以下

TEL 0185-54-7771
3人 （従業員数 10人 ）

パート労働者 05020- 4995971 秋田県能代市

時給 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 5時00分～10時00分

TEL 0185-52-0251
2人 （従業員数 4人 ）

パート労働者 05020- 4307071 秋田県能代市

時給 交替制あり
不問 (1) 7時30分～12時30分

TEL 0186-44-5170
2人 （従業員数 185人 ）

パート労働者 05030- 4999971 秋田県能代市
～平成30年3月31日 契約更新の可能性あり

コンビニ店員【１７時～
２１時
３０分】

配達業務員（商品の仕分
及び納品）

電気工事作業者

株式会社　ニチイ学
館　秋田支店　大館
営業所

秋田県大館市字桂城８－１４
朝日生命労働金庫大館ビル４Ｆ

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 130,560円～
130,560円

（請）医療事務（能代市
内）

大塚電気工事　株式
会社

秋田県能代市字鳥小屋５９ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

150,000円～
250,000円

ローソン能代昭南町
店

秋田県能代市昭南町１－１７ 労災

雇用期間の定めなし

750円～750円

店舗スタッフ セカンドストリート
能代店　　　　　
（株式会社　ゲオ）

秋田県能代市字芝童森５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし
750円～750円

又は 9時30分～20時30
分の間の6時間程度

（請）医療事務（能代市
内）

株式会社　ニチイ学
館　秋田支店　大館
営業所

秋田県大館市字桂城８－１４
朝日生命労働金庫大館ビル４Ｆ

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 750円～800円

株式会社　松紀　能
代支店

秋田県能代市字鳥小屋３６番１
号

雇用・労災

雇用期間の定めなし
1,000円～
1,000円

お知らせ  

 労働者の募集・採用に当たっては、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されているものは、その例外として認めら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。 


