
　　　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 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 16人 ）

正社員以外 05020-  897081 【就業場所】能代市二ツ井町
平成30年4月1日～ 二ツ井デイサービスセンター

日給 変形（１年単位）
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0185-54-5380
1人 （従業員数 13人 ）

正社員 05020-  901981 秋田県能代市

月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
65歳以下 (1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0185-70-3501 (2) 8時30分～17時30分
1人 （従業員数 8人 ）(3)11時00分～20時00分

正社員 05020-  902581 秋田県山本郡八峰町 (4)17時00分～10時00分

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-  903481 秋田県山本郡八峰町

月給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 フォークリフト技能者

TEL 0185-74-5899
2人 （従業員数 8人 ）

正社員 05020-  888181 秋田県能代市

月給 変形（１ヶ月単位） 中型一種（８ｔ限定）
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 フォークリフト技能者

TEL 0185-74-5899
2人 （従業員数 8人 ）

正社員 05020-  889081 秋田県能代市

月給 変形（１ヶ月単位）
59歳以下

TEL 0185-52-5578
2人 （従業員数 7人 ）

正社員 05020-  890981 秋田県能代市

月給 普通自動車免許ＡＴ
69歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0185-72-4343
1人 （従業員数 58人 ）

正社員 05020-  894881 秋田県山本郡三種町

日給 変形（１年単位）
59歳以下 (1) 8時30分～16時50分

TEL 0185-85-2226
1人 （従業員数 38人 ）

正社員 05020-  895281 秋田県山本郡三種町

月給
不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0185-83-5111
1人 （従業員数 163人 ）

正社員以外 05020-  896181 秋田県山本郡三種町
12ヶ月 契約更新の可能性あり

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0185-85-4126 (2)11時00分～20時00分
1人 （従業員数 29人 ）(3)13時00分～22時00分

正社員 05020-  872381 秋田県山本郡三種町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～17時30分

TEL 0185-54-1701 (2) 9時00分～16時00分
1人 （従業員数 2人 ）

正社員 05020-  873681 秋田県能代市

月給
不問 (1) 8時00分～16時45分

TEL 0185-58-3311
1人 （従業員数 242人 ）

正社員以外 05020-  874981 秋田県能代市
～平成30年3月31日 契約更新の可能性あり

月給 介護支援専門員
59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0185-89-5631
1人 （従業員数 22人 ）

正社員 05020-  875581 秋田県能代市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0185-54-5311
1人 （従業員数 22人 ）

正社員 05020-  878881 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) 8時00分～17時00分 准看護師　または

TEL 0185-89-5631 (2) 8時30分～17時30分 看護師
1人 （従業員数 21人 ）

正社員 05020-  880381 秋田県能代市

【必要な資格・経験につ
いては、求人票をご確認
ください】

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
149,041円～
159,041円

仕上げ工 佐藤莫大小株式会社
八竜工場

秋田県山本郡三種町鵜川字谷地の上
２０－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形雇用期間の定めなし

127,305円～
127,305円

135,000円～
165,000円

次回　２月23日（金）正午発行

事業所所在地等
（従業員数）

年齢
採用人数

就業場所

看護師・准看護師
（夜勤なし）

株式会社
しらかみ長寿の里

秋田県能代市落合字古悪土１－２１
７

雇用期間の定めなし
200,000円～
240,000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

清掃員 能代山本　医師会病院 秋田県能代市檜山字新田沢１０５－
１１

不動産営業事務 秋田商事　株式会社 秋田県能代市字大瀬儘下　６－４５

薬局助手 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１９
９

工場作業員

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

レストランホール係 株式会社　ゆめろん 秋田県山本郡三種町大口字上の沢１
７番地４

雇用・労災・
健康・厚生・
財形雇用期間の定めなし

133,100円～
133,100円

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
154,000円～
187,000円

介護員【ふる里】 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
130,000円～
130,000円

障がい者職業支援相談員 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
180,000円～
250,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
140,000円～
160,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満） 143,500円～
143,500円

介護支援専門員 株式会社
しらかみ長寿の里

秋田県能代市落合字古悪土１－２１
７

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
180,000円～
190,000円

経理事務員 丸水秋田中央水産株式会社
能代支店

秋田県能代市通町９－２７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
200,000円～
230,000円

雇用・労災・
健康・厚生

株式会社　鈴光 秋田県能代市字大森山１－１５

有限会社
ライフ・ワーク

秋田県山本郡八峰町峰浜田中字立花
２１番地（本社　所在地）

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

一般事務員 株式会社　五十嵐企画
ケアセンター　ほほえみ

山本郡三種町森岳字木戸沢１１５－
１６

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
130,000円～
160,000円

中型（４ｔ）運転手 有限会社　児玉建材 秋田県能代市河戸川字中谷地１６－
１５

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
150,000円～
170,000円

美容師（アシスタント・
スタイリスト）

株式会社　ラメール 秋田県能代市柳町１１－１（イオン
能代店３Ｆ）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
145,000円～
300,000円

9時00分～19時00分の間の8
時間程度

大型運転手 有限会社　児玉建材 秋田県能代市河戸川字中谷地１６－
１５

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
180,000円～
240,000円

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。     ２月９日～２月15日 受付の求人です。 



日給
不問 (1) 7時45分～16時30分

TEL 0185-89-2114 (2) 9時15分～18時00分
1人 （従業員数 300人 ）

正社員以外 05020-  881681 【就業場所】能代市畠町
～平成30年3月31日 中心市街地活性化室 契約更新の可能性あり

月給 社会福祉主事
不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0185-55-3073
1人 （従業員数 34人 ）

正社員 05020-  882981 秋田県能代市

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0185-83-3010
1人 （従業員数 7人 ）

正社員以外 05020-  884481 秋田県山本郡三種町
平成30年4月1日～平成31年3月31日 契約更新の可能性なし

日給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
59歳以下 (1) 4時00分～13時00分

TEL 0185-55-1410
3人 （従業員数 15人 ）

正社員 05020-  885781 秋田県能代市

日給
不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0185-52-6101
1人 （従業員数 47人 ）

正社員以外 05020-  855381 秋田県能代市
平成30年4月1日～平成30年9月30日 契約更新の可能性あり

日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0185-55-2200
1人 （従業員数 26人 ）

正社員 05020-  858581 秋田県能代市

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～18時00分 看護師　または

TEL 0185-73-2811 准看護師
1人 （従業員数 16人 ）

正社員 05020-  859481 【就業場所】能代市二ツ井町荷上場
介護施設　ウェルネスせき

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0185-73-2811 (2) 7時30分～16時30分
1人 （従業員数 16人 ）(3)10時30分～19時30分

正社員 05020-  860281 【就業場所】能代市二ツ井町荷上場 (4)16時30分～ 9時30分
介護施設　ウェルネスせき

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師 または
不問 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

TEL 0185-73-2811
1人 （従業員数 6人 ）

正社員 05020-  861181 秋田県能代市

日給 変形（１年単位） 中型一種（８ｔ限定）
不問 (1) 8時30分～17時30分 フォークリフト技能者

TEL 0185-52-0634
1人 （従業員数 10人 ）

正社員以外 05020-  862081 秋田県能代市
12ヶ月 契約更新の可能性あり

時給
不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0185-52-4393
1人 （従業員数 35人 ）

正社員以外 05020-  863381 秋田県能代市
～平成30年3月31日 契約更新の可能性あり

日給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 7時00分～16時00分

TEL 0185-83-2000 (2) 8時00分～17時00分
3人 （従業員数 30人 ）(3) 9時00分～18時00分

正社員以外 05020-  865981 秋田県山本郡三種町 (4) 6時30分～15時30分
平成30年4月1日～平成30年11月30日 契約更新の可能性なし

日給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 7時00分～16時00分

TEL 0185-83-2000 (2) 8時00分～17時00分
2人 （従業員数 30人 ）(3) 9時00分～18時00分

正社員以外 05020-  866581 秋田県山本郡三種町 (4) 6時30分～15時30分
平成30年4月1日～平成30年11月30日 契約更新の可能性なし

日給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 7時00分～16時00分

TEL 0185-83-2000 (2) 8時00分～17時00分
2人 （従業員数 35人 ）(3) 9時00分～18時00分

正社員以外 05020-  867481 秋田県山本郡三種町 (4) 6時30分～15時30分
平成30年4月1日～平成30年11月30日 契約更新の可能性なし

日給 変形（１ヶ月単位）
不問

TEL 0185-83-2000
3人 （従業員数 35人 ）

正社員以外 05020-  869881 秋田県山本郡三種町
平成30年4月1日～平成30年11月30日 契約更新の可能性なし

日給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 6時00分～15時00分

TEL 0185-83-2000 (2) 7時00分～16時00分
3人 （従業員数 35人 ）

正社員以外 05020-  870181 秋田県山本郡三種町
平成30年4月1日～平成30年11月30日 契約更新の可能性なし

日給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0185-73-3085
1人 （従業員数 48人 ）

正社員以外 05020-  871081 秋田県能代市
平成30年4月1日～平成30年9月30日 契約更新の可能性あり

日給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0186-55-3005
2人 （従業員数 7人 ）

正社員 05030-  831481 【就業場所】主に能代火力構内
他、東北地区の火力発電所

溶接・鍛冶工 有限会社　川鐡工業 秋田県大館市比内町扇田新大堤下１
１１－３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
172,900円～
247,000円

事務補助員（生涯学習・
スポーツ振興課）

能代市教育委員会 能代市二ツ井町字上台１番地１ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 120,900円～

120,900円

運転手 有限会社　針吉運輸 秋田県能代市須田字鷲長根３－１７
６

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
195,800円～
215,800円

一般事務補助員 山本地域振興局建設部 秋田県能代市御指南町１－１０ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 138,180円～

138,180円

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
200,000円～
245,000円

事務補助員 三種町商工会 山本郡三種町森岳字岩瀬　１８８－
２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 124,620円～

124,620円

生活相談員（ショートス
テイ）

雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 123,585円～

123,585円

事業推進員及び施設管理
（中心市街地活性化室）

能代市役所 秋田県能代市上町１－３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
215,500円～
247,000円

介護職員【ウェルネスせ
き】

医療法人　関医院 秋田県能代市二ツ井町荷上場字鍋良
子出口１０２

雇用・労災・
健康・厚生・
財形雇用期間の定めなし

145,000円～
180,000円

看護師又は准看護師【ウェ
ルネスせき・夜勤なし】

医療法人　関医院 秋田県能代市二ツ井町荷上場字鍋良
子出口１０２

雇用・労災・
健康・厚生・
財形雇用期間の定めなし

180,000円～
250,000円

営業員 有限会社丸伸重機 秋田県能代市河戸川字南西山１６８
－１

看護師又は准看護師【夜
勤なし】

医療法人　関医院 秋田県能代市二ツ井町荷上場字鍋良
子出口１０２

雇用・労災・
健康・厚生・
財形雇用期間の定めなし

180,000円～
250,000円

中型集配運転手（４ｔ） 武蔵貨物自動車株式会社
能代営業所

秋田県能代市字仙遊長根　１６－１
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 127,305円～

145,590円

一般事務員 第一貨物　株式会社
能代営業所

秋田県能代市字昇平岱２８－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 124,200円～

124,200円

7時00分～17時00分の間の7
時間程度

フロント係 株式会社市川ゴルフ興業
秋田森岳温泉３６ゴルフ場

秋田県山本郡三種町森岳字木戸沢１
９９－１８３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 138,600円～

150,150円

レストラン接客係 株式会社市川ゴルフ興業
秋田森岳温泉３６ゴルフ場

秋田県山本郡三種町森岳字木戸沢１
９９－１８３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 138,600円～

150,150円

コース管理業務 株式会社市川ゴルフ興業
秋田森岳温泉３６ゴルフ場

秋田県山本郡三種町森岳字木戸沢１
９９－１８３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 173,250円～

184,800円

レストラン調理補助者 株式会社市川ゴルフ興業
秋田森岳温泉３６ゴルフ場

秋田県山本郡三種町森岳字木戸沢１
９９－１８３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 138,600円～

138,600円

ポーター業務員（ゴルフ
場業務）

株式会社市川ゴルフ興業
秋田森岳温泉３６ゴルフ場

秋田県山本郡三種町森岳字木戸沢１
９９－１８３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 138,600円～

161,700円

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


