
　　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 交替制あり 介護福祉士

50歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
TEL 0185-54-2741 (2)10時00分～19時00分

1人 （従業員数 16人 ）(3)17時30分～ 8時30分
正社員 05020-  559681 秋田県能代市

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
55歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0185-54-2741 (2)10時00分～19時00分
1人 （従業員数 16人 ）(3)17時30分～ 8時30分

正社員 05020-  560481 秋田県能代市

月給 変形（１年単位） 土木施工管理技士
64歳以下 (1) 8時00分～16時30分 　　　(１級又は２級）

TEL 0185-87-2748 普通自動車免許一種
2人 （従業員数 19人 ）

正社員 05020-  577581 秋田県山本郡三種町 厚生年金基
金月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～16時30分 車両系整地掘削用運転
TEL 0185-87-2748

2人 （従業員数 19人 ）
正社員 05020-  578481 秋田県山本郡三種町 厚生年金基

金月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
59歳以下 (1) 7時00分～16時00分 介護福祉士

TEL 0185-71-0087 (2) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
1人 （従業員数 17人 ）(3)12時00分～21時00分

正社員 05020-  659781 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
12人 （従業員数 0人 ）(3)10時00分～19時00分

正社員 05020-  683881 秋田県能代市

月給 変形（１ヶ月単位） 薬剤師
不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0185-52-1860 (2) 9時00分～13時00分
2人 （従業員数 8人 ）

正社員 05020-  755881 秋田県能代市

時給 変形（１年単位）
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0185-83-2705 (2) 8時30分～16時30分
3人 （従業員数 22人 ）

正社員 05020-  451081 秋田県山本郡三種町

日給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
不問 (1) 7時30分～16時30分

TEL 0185-54-5736
1人 （従業員数 6人 ）

正社員 05020-  393281 秋田県能代市

月給 変形（１年単位）
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0185-52-3765
1人 （従業員数 29人 ）

正社員 05020-  372981 秋田県能代市

日給
不問 (1) 9時00分～17時30分

TEL 0185-55-1235
2人 （従業員数 11人 ）

正社員 05020-  308481 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) 8時00分～17時00分

TEL 0185-54-1086
1人 （従業員数 3人 ）

正社員 05020-   72681 秋田県能代市

日給 変形（１ヶ月単位） 電気工事士（第２種）
59歳以下 (1) 8時00分～17時30分 普通自動車免許一種

TEL 0185-54-3809
1人 （従業員数 2人 ）

正社員 05020-  100181 秋田県能代市

月給 変形（１年単位） 歯科衛生士
59歳以下 (1) 8時30分～18時00分

TEL 0185-52-8117 (2) 8時30分～12時30分
1人 （従業員数 8人 ）

正社員 05020-  112981 秋田県能代市

設備工、補助作業員 株式会社ササキレイ
トウテクニカル

秋田県能代市字下内崎６３－２ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

168,000円～
192,000円

電気工事作業員 （有）幸坂電設 秋田県能代市字松長布３２－７
３

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

172,800円～
216,000円

歯科衛生士 医療法人　佳聖会
みなみ歯科

秋田県能代市河戸川字大須賀５
２－３

雇用期間の定めなし 157,000円～
159,000円

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生・財形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

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

375,000円～
650,000円

ローダー及びダンプ運転
手

有限会社　相原建材

185,560円～
185,560円

花・苗木の生産

140,000円～
200,000円

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

建具製造工（経験者） 有限会社　菊地木工
工業

秋田県能代市向能代字トトメキ
１０４－１６

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

160,000円～
170,000円

(4)17時00分～9時00分

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

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

300,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

180,000円～
210,000円

建具製造工見習 株式会社　アサノ

149,000円～
155,500円

(4)16時30分～9時30分

秋田県能代市字西大瀬２３－２
３

薬剤師 有限会社　武田薬局

秋田県能代市河戸川字北西山１
４４－３

雇用期間の定めなし
131,062円～
139,800円

有限会社　田村山林
緑化農園

山本郡　三種町　森岳字寒城野
２－６

秋田県能代市浅内字上西山８０

事業所所在地

電話番号・従業員数

就業場所

介護員 有限会社まつかさ園 秋田県能代市二ツ井町字下野家
後９５－１９

重機オペレーター 株式会社　石川組 秋田県山本郡三種町鹿渡字二本
柳３９－９

介護福祉士 有限会社　ケアー
サービス公園

秋田県能代市落合字上前田１４
０－２

秋田県山本郡三種町鹿渡字二本
柳３９－９

250,000円～
350,000円

土木施工管理技術者（１
級または２級）
雇用期間の定めなし

介護職員 有限会社　ケアー
サービス公園

秋田県能代市落合字上前田１４
０－２

雇用期間の定めなし
169,968円～
202,800円

株式会社　石川組

雇用期間の定めなし
145,000円～
300,000円

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。 

12月１日～２月15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、２月23日（金）正午に発行します 



月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0185-72-2010 (2)12時00分～21時00分
2人 （従業員数 81人 ）(3) 0時00分～ 9時00分

正社員 05020-  140881 秋田県山本郡三種町

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

TEL 0185-71-4114
1人 （従業員数 1人 ）

正社員以外 05020-  173881 秋田県山本郡藤里町
～平成30年12月31日 契約更新の可能性あり

日給 変形（１年単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0185-55-1222
1人 （従業員数 40人 ）

正社員以外 05020- 5413271 秋田県能代市
12ヶ月 契約更新の可能性あり

月給 変形（１年単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0185-55-1222
1人 （従業員数 40人 ）

正社員以外 05020- 5414971 秋田県能代市
24ヶ月 契約更新の可能性あり

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0185-52-6361
3人 （従業員数 29人 ）

正社員 05020- 5149871 秋田県能代市

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
1人 （従業員数 14人 ）

正社員 05020- 5175171 秋田県能代市

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士
59歳以下 (1) 7時00分～16時00分 幼稚園教諭免許

TEL 0185-58-2102 (2) 8時30分～17時30分
2人 （従業員数 30人 ）(3)10時00分～19時00分

正社員 05020- 5225671 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) 7時30分～17時00分 土木施工管理技士１級

TEL 0185-52-5226 土木施工管理技士２級
1人 （従業員数 35人 ）

正社員 05020- 5243471 秋田県能代市 確定拠出年
金

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 簿記検定（日商３級）

TEL 0185-55-3226 簿記検定（全商３級）
1人 （従業員数 142人 ）

正社員 05020- 5248171 秋田県能代市

パート求人
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1)10時00分～16時45分
TEL 0185-52-6288

1人 （従業員数 180人 ）
パート労働者 05020-  518581 秋田県能代市
2ヶ月 契約更新の可能性あり

時給
不問

TEL 0185-83-2705
5人 （従業員数 23人 ）

パート労働者 05020-  450181 秋田県山本郡三種町

時給
64歳以下 (1)12時00分～18時00分

TEL 0185-54-4211 (2) 9時00分～18時00分
1人 （従業員数 10人 ）

パート労働者 05020-  289281 秋田県能代市

時給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時00分～12時00分

TEL 0185-73-3925
2人 （従業員数 8人 ）

パート労働者 05020- 5254971 秋田県能代市

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～16時00分

TEL 080-6609-1889 (2)13時00分～21時00分
2人 （従業員数 20人 ）

パート労働者 05020- 5309871 秋田県能代市
3ヶ月 契約更新の可能性あり

時給
不問 (1)15時00分～21時00分

TEL 0185-54-8615
1人 （従業員数 13人 ）

パート労働者 05020- 5356471 秋田県能代市

時給
不問 (1) 5時00分～ 9時00分

TEL 0185-53-5770 (2)11時00分～20時00分
2人 （従業員数 40人 ）(3)16時00分～ 1時00分

パート労働者 05020- 5368971 秋田県能代市
12ヶ月 契約更新の可能性あり

現場代理人 株式会社　塚本商会 秋田県能代市河戸川字谷地１４
３

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

200,000円～
330,000円

生活介護・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・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

140,000円～
185,000円

保育士 学校法人　明和学園
認定こども園　東能
代幼稚園・保育園

能代市字中関１６番地 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

143,000円～
160,000円

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

161,700円～
231,000円

一般事務員（契約社員） 能代運輸株式会社 秋田県能代市河戸川字北西山１
４４－２

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 138,240円～
155,520円

准看護師 社会福祉法人　縄文
の杜

秋田県山本郡三種町鹿渡字猿田
牛渕２５－６１

雇用・労
災・健康・
厚生・財形雇用期間の定めなし

173,500円～
246,300円

(4)17時00分～10時00分

一般事務員 産直あさひ会 秋田県山本郡藤里町矢坂字上野
蟹子沢８５番地６

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 150,000円～
150,000円

一般事務員 東北ビル管財　株式
会社　能代営業所

秋田県能代市河戸川字大須賀３
７－１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

151,300円～
201,500円

一般事務員（準社員） 能代運輸株式会社 秋田県能代市河戸川字北西山１
４４－２

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 138,240円～
155,520円

配管工 株式会社　協立 秋田県能代市能代町字中川原３
３－５７

郵便外務事務員（東能
代）

日本郵便株式会社
能代郵便局

秋田県能代市上町９－１ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満） 840円～840円

花・苗木の生産（パー
ト）

有限会社　田村山林
緑化農園

山本郡　三種町　森岳字寒城野
２－６

雇用・労災

雇用期間の定めなし

750円～800円

又は 8時00分～17時00
分の間の5時間以上

客室清掃員等 有限会社　宝商事
ホテルＪクラブ

秋田県能代市落合字古釜谷地１
０番地２

雇用・労災

雇用期間の定めなし

750円～750円

清掃員 株式会社　ヘルスセ
ンター

秋田県能代市二ツ井町小繋字泉
２０

雇用・労災

雇用期間の定めなし

800円～800円

販売・製造スタッフ マクドナルド　７号
線　能代店

秋田県能代市高塙１１６ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 800円～850円

セールスドライバー（秋
田二ツ井センター・７
ｈ）

ヤマト運輸株式会社
秋田能代北支店

秋田県能代市落合字上悪土１６
８番

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満） 1,200円～
1,300円

コンビニ店員【藤山店１
５：００～２１：００】

ローソン能代藤山店 秋田県能代市字藤山１０３番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし

760円～760円


