
    

    

高校２年生対象高校２年生対象高校２年生対象高校２年生対象    
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ときときときとき        ：：：：平成２９年２月２１平成２９年２月２１平成２９年２月２１平成２９年２月２１日日日日（火）（火）（火）（火）    

ところところところところ    ：：：：秋田ふるさと村ドーム劇場秋田ふるさと村ドーム劇場秋田ふるさと村ドーム劇場秋田ふるさと村ドーム劇場    

主催主催主催主催        ：平鹿地域振興局、横手市役所、ハローワーク横手：平鹿地域振興局、横手市役所、ハローワーク横手：平鹿地域振興局、横手市役所、ハローワーク横手：平鹿地域振興局、横手市役所、ハローワーク横手    



高校高校高校高校２２２２年生対象年生対象年生対象年生対象「「「「横手横手横手横手のスゴイのスゴイのスゴイのスゴイ企業発見!!企業発見!!企業発見!!企業発見!!ガイダンスガイダンスガイダンスガイダンス」 」 」 」 参加企業座席図参加企業座席図参加企業座席図参加企業座席図 座席表 ※ ※ ※ ※敬称略

1 JUKI電子工業㈱JUKI電子工業㈱JUKI電子工業㈱JUKI電子工業㈱
2 秋田ふるさと農業協同組合秋田ふるさと農業協同組合秋田ふるさと農業協同組合秋田ふるさと農業協同組合
3 睦特殊金属工業㈱　樹脂事業部睦特殊金属工業㈱　樹脂事業部睦特殊金属工業㈱　樹脂事業部睦特殊金属工業㈱　樹脂事業部
4 睦特殊金属工業㈱　焼結事業部睦特殊金属工業㈱　焼結事業部睦特殊金属工業㈱　焼結事業部睦特殊金属工業㈱　焼結事業部

8 HMI㈱　ホテルウェルネス横手路HMI㈱　ホテルウェルネス横手路HMI㈱　ホテルウェルネス横手路HMI㈱　ホテルウェルネス横手路
9 よねや商事㈱よねや商事㈱よねや商事㈱よねや商事㈱
10 ㈱タカヤナギ㈱タカヤナギ㈱タカヤナギ㈱タカヤナギ

5 伊藤建設工業㈱伊藤建設工業㈱伊藤建設工業㈱伊藤建設工業㈱
6 奥山ボーリング㈱奥山ボーリング㈱奥山ボーリング㈱奥山ボーリング㈱
7 （学法）上宮学園　認定こども園　上宮第一幼稚園（学法）上宮学園　認定こども園　上宮第一幼稚園（学法）上宮学園　認定こども園　上宮第一幼稚園（学法）上宮学園　認定こども園　上宮第一幼稚園

14 （社福）明照福祉会　明照保育園（社福）明照福祉会　明照保育園（社福）明照福祉会　明照保育園（社福）明照福祉会　明照保育園
15 ㈱ヴァルモード㈱ヴァルモード㈱ヴァルモード㈱ヴァルモード
16 （社福）横手福寿会「りんごの里　福寿園」（社福）横手福寿会「りんごの里　福寿園」（社福）横手福寿会「りんごの里　福寿園」（社福）横手福寿会「りんごの里　福寿園」

11 ㈱ファミリアソーイング秋田㈱ファミリアソーイング秋田㈱ファミリアソーイング秋田㈱ファミリアソーイング秋田
12 ㈱大成電機㈱大成電機㈱大成電機㈱大成電機
13 ㈱最上田組㈱最上田組㈱最上田組㈱最上田組

20 大橋鉄工秋田（㈱）大橋鉄工秋田（㈱）大橋鉄工秋田（㈱）大橋鉄工秋田（㈱）
21 羽後交通㈱羽後交通㈱羽後交通㈱羽後交通㈱
22 ㈱ヤマダフーズ㈱ヤマダフーズ㈱ヤマダフーズ㈱ヤマダフーズ

17 ㈱アキタ・アダマンド㈱アキタ・アダマンド㈱アキタ・アダマンド㈱アキタ・アダマンド
18 ㈱横手開発興業㈱横手開発興業㈱横手開発興業㈱横手開発興業
19 （社福）ひらか福祉会（社福）ひらか福祉会（社福）ひらか福祉会（社福）ひらか福祉会

26 ㈱デジタル・ウント・メア㈱デジタル・ウント・メア㈱デジタル・ウント・メア㈱デジタル・ウント・メア
27 ㈱マルシメ㈱マルシメ㈱マルシメ㈱マルシメ
28 河野光学レンズ㈱秋田工場河野光学レンズ㈱秋田工場河野光学レンズ㈱秋田工場河野光学レンズ㈱秋田工場

23 ㈱渡敬㈱渡敬㈱渡敬㈱渡敬
24 ㈱品川合成製作所㈱品川合成製作所㈱品川合成製作所㈱品川合成製作所
25 ㈲日野㈲日野㈲日野㈲日野

32 市立横手病院市立横手病院市立横手病院市立横手病院
33 横手建設㈱横手建設㈱横手建設㈱横手建設㈱
34 認定こども園　土屋幼稚園・保育園認定こども園　土屋幼稚園・保育園認定こども園　土屋幼稚園・保育園認定こども園　土屋幼稚園・保育園

29 ㈱ノース設計㈱ノース設計㈱ノース設計㈱ノース設計
30 岡谷セイケン㈱　秋田工場岡谷セイケン㈱　秋田工場岡谷セイケン㈱　秋田工場岡谷セイケン㈱　秋田工場
31 渡敬情報システム㈱渡敬情報システム㈱渡敬情報システム㈱渡敬情報システム㈱

38 創和建設㈱創和建設㈱創和建設㈱創和建設㈱
39 （社福）ファミリーケアサービス（社福）ファミリーケアサービス（社福）ファミリーケアサービス（社福）ファミリーケアサービス
40 ㈱ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ秋田BPOキャンパス㈱ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ秋田BPOキャンパス㈱ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ秋田BPOキャンパス㈱ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ秋田BPOキャンパス

35 JA厚生連　平鹿総合病院JA厚生連　平鹿総合病院JA厚生連　平鹿総合病院JA厚生連　平鹿総合病院
36 （社福）相和会　【介護】（社福）相和会　【介護】（社福）相和会　【介護】（社福）相和会　【介護】
37 （社福）相和会　相愛保育園・和光保育園（社福）相和会　相愛保育園・和光保育園（社福）相和会　相愛保育園・和光保育園（社福）相和会　相愛保育園・和光保育園

【【【【ごごごご注意注意注意注意】】】】
＊＊＊＊ドームドームドームドーム劇場内劇場内劇場内劇場内でのでのでのでの飲食飲食飲食飲食はごはごはごはご遠慮下遠慮下遠慮下遠慮下さいさいさいさい。。。。
＊＊＊＊ドームドームドームドーム劇場内劇場内劇場内劇場内でのでのでのでの電源電源電源電源はありませんはありませんはありませんはありません。。。。
＊＊＊＊コピーコピーコピーコピー機機機機はははは用意用意用意用意しておりませんしておりませんしておりませんしておりません。。。。

46 ㈱アスター㈱アスター㈱アスター㈱アスター
47 ㈱北都銀行㈱北都銀行㈱北都銀行㈱北都銀行
Ａ

41 ㈱東北メディカルエイドサービス秋田営業所㈱東北メディカルエイドサービス秋田営業所㈱東北メディカルエイドサービス秋田営業所㈱東北メディカルエイドサービス秋田営業所

42 ヨコウン㈱ヨコウン㈱ヨコウン㈱ヨコウン㈱
43 ㈱ＲＶトラスト秋田工場㈱ＲＶトラスト秋田工場㈱ＲＶトラスト秋田工場㈱ＲＶトラスト秋田工場

秋田県（奨学金）秋田県（奨学金）秋田県（奨学金）秋田県（奨学金）
Ｂ キャリア教育キャリア教育キャリア教育キャリア教育

44 ㈱秋田銀行㈱秋田銀行㈱秋田銀行㈱秋田銀行
45 ㈱Nui Tec Corporation㈱Nui Tec Corporation㈱Nui Tec Corporation㈱Nui Tec Corporation
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◇進行表◇ 

時間 タイトル スケジュール 内容 

10 分 講演 
12:30～

12:40 

『講師によるキャリア講話』 

≪専門家による参加者全体に向けた講話≫ 

5分 オリエンテーション ガイダンスの流れについての説明 

1時間

55分 

第一部 

12:45～

13:15 

一回目説明（13:30 説明終了厳守） 

 

13:15～

13:30 

休憩・移動、説明予備（13:25 説明終了厳守） 

 

13:35～

13:50 

『奨学金返還助成制度に関する説明』 

≪秋田県人口問題対策課≫ 

13:55～

14:25 

二回目説明（14:35 説明終了厳守） 

休憩 
14:25～

14:40 

休憩・移動、説明予備（14:35 説明終了厳守） 

35分 企画 

14:40～

14:55 

 

『会社自慢！ウチのここがスゴイ』 

≪新入社員のうちの会社自慢！！≫ 

15:00～ 

15:15 

『先輩社員からのメッセージ』 

≪新入社員がインタビュー形式で体験を語ります≫ 

45分 第二部 
15:15～

16:00 

三回目説明（出入り自由） 

 

＊進学者向けに奨学金返還助成制度の説明コーナーの設置を予定しています。 

 

≪説明時間・流れ≫ 

※ 各事業所様のご説明を 30分で区切り、多くの生徒、進路指導教諭等にご説明をお願いしま

す。 

※ ブースには生徒用に 4 連椅子等を準備しておりますが、予備のパイプ椅子、連結椅子も用

意していますので必要に応じて会場スタッフにお声掛けください。スペースの関係上、生

徒が立ったまま説明して頂いても結構です。 

※ 生徒の人数が多く混乱が予想される場合は事業所様の判断で、次回説明時に案内してくだ

さい。整理券を当所でも準備しますが、事業所様で準備して頂いても構いません。 

※ 当日の説明は 3 回です。1・2 回目は基本的に生徒の途中退席を認めず、事業所様から

は 1回目・2回目とも同様な説明をしていただきます。1回目、2回目の説明は各 30分

ですが、休憩移動の時間に 10分程度伸びても構いません。また 3回目の説明は生徒の

ブースへの出入りを自由としますので、1回目、2回目と異なる説明の仕方でも結構で

す。各事業所様の流れで進行してください。 

 

 



高校２年生対象　『横手のスゴイ企業発見!!ガイダンス』　参加事業所高校２年生対象　『横手のスゴイ企業発見!!ガイダンス』　参加事業所高校２年生対象　『横手のスゴイ企業発見!!ガイダンス』　参加事業所高校２年生対象　『横手のスゴイ企業発見!!ガイダンス』　参加事業所

大卒大卒大卒大卒
短大短大短大短大

専門卒専門卒専門卒専門卒
高卒高卒高卒高卒

1 JUKI電子工業㈱JUKI電子工業㈱JUKI電子工業㈱JUKI電子工業㈱
その他の
電気機械器具
製造業

チップマウンター、同周辺機器、光通信関連機器ほか、多種多様
なメカトロ二クス製品（完成品）を手掛けています。

○ ○

2
秋田ふるさと秋田ふるさと秋田ふるさと秋田ふるさと
農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合

農林水産業協
同組合

農業協同組合 ○ ○ ○

3
睦特殊金属工業㈱睦特殊金属工業㈱睦特殊金属工業㈱睦特殊金属工業㈱
樹脂事業部樹脂事業部樹脂事業部樹脂事業部

プラスチック板・
棒・管・異形押
出製品製造業

プラスチック成形加工及び金型設計、製作。 ○

4
睦特殊金属工業㈱睦特殊金属工業㈱睦特殊金属工業㈱睦特殊金属工業㈱
焼結事業部焼結事業部焼結事業部焼結事業部

金属素形材
製品製造業

金属部品製造業（事務機器・家電・自動車等、様々な分野において
ギア・プーリー・軸受をはじめとした様々な構造部品を供給）ＩＳＯ９
００１認定工場

○

5 伊藤建設工業㈱伊藤建設工業㈱伊藤建設工業㈱伊藤建設工業㈱
一般土木建設
工事業

公共・一般土木工事、建築工事、アスファルト合材販売 ○

6 奥山ボーリング㈱奥山ボーリング㈱奥山ボーリング㈱奥山ボーリング㈱ 土木工事業
地質・土質調査、地すべり調査・解析・対策工事崩壊士石等被害
予測シミュレーションソフト開発法面工、アン力一工、鋼管杭工、集
水井工、集水ボーリング工、排水ボーリング工

○ ○

7
（学法）上宮学園（学法）上宮学園（学法）上宮学園（学法）上宮学園
認定こども園認定こども園認定こども園認定こども園
上宮第一幼稚園上宮第一幼稚園上宮第一幼稚園上宮第一幼稚園

幼稚園 幼児教育 ○ ○

8
HMI㈱HMI㈱HMI㈱HMI㈱
ホテルウェルネスホテルウェルネスホテルウェルネスホテルウェルネス
横手路横手路横手路横手路

旅館、ホテル 温泉の日帰り利用もできるホテル。会議・宴会・宿泊もできます。 ○

9 よねや商事㈱よねや商事㈱よねや商事㈱よねや商事㈱
その他の各種
商品小売業

生鮮４部門を中心に食品、雑貨を販売するスーパーマーケット。
「地域社会に良さと安さと誠意を」をモットーに、秋田県南地区に９
店舗を展開している。

○ ○ ○

10 ㈱タカヤナギ㈱タカヤナギ㈱タカヤナギ㈱タカヤナギ
百貨店、総合
スーパー

食生活に欠かせない生鮮食料品を中心に日用雑貨を扱うスー
パーマーケット、これらに加え衣料品の品揃えを併せ持つショッピ
ングセンターの展開。

○ ○ ○

11
㈱ファミリアソーイング㈱ファミリアソーイング㈱ファミリアソーイング㈱ファミリアソーイング
秋田秋田秋田秋田

外衣・シャツ
製造業

ベビー子供服製造 ○

12 ㈱大成電機㈱大成電機㈱大成電機㈱大成電機 電気工事業 電気工事業・電気通信工事業 ○

13 ㈱最上田組㈱最上田組㈱最上田組㈱最上田組 土木工事業
道路改良工事・河川護岸工事・下水道工事・砂防工事・土地造成
工事・ほ場整備等

○

14
（社福）明照福祉会（社福）明照福祉会（社福）明照福祉会（社福）明照福祉会
明照保育園明照保育園明照保育園明照保育園

児童福祉事業 保育所 ○ ○

15 ㈱ヴァルモード㈱ヴァルモード㈱ヴァルモード㈱ヴァルモード
外衣・シャツ
製造業

主として「ラコステ」ブランドのカジュアルウェアーの縫製（ニット製
品）

○

16
（社福）横手福寿会（社福）横手福寿会（社福）横手福寿会（社福）横手福寿会
「りんごの里　福寿園」「りんごの里　福寿園」「りんごの里　福寿園」「りんごの里　福寿園」

老人福祉
・介護事業

社会福祉として地域において必要な福祉サービスを総合的に提供
されるよう援助することを目的とする。

○ ○ ○

17 ㈱アキタ・アダマンド㈱アキタ・アダマンド㈱アキタ・アダマンド㈱アキタ・アダマンド
電子部品製造
業

光通信コネクター、半導体機器部品等、精密機器部品の製造 ○ ○ ○

18 ㈱横手開発興業㈱横手開発興業㈱横手開発興業㈱横手開発興業 旅館、ホテル
「横手駅前温泉ゆうゆうプラザ」「ホテル　プラザアネックス横手」
「横手プラザホテル」を中心に、ホテル、温泉施設を経営している。

○ ○

19 （社福）ひらか福祉会（社福）ひらか福祉会（社福）ひらか福祉会（社福）ひらか福祉会
老人福祉
・介護事業

地域密着型特別養護老人ホーム「あやめ苑」、ショートステイ「あや
め苑」、ショートステイ「かがり火」の運営

○ ○

20 大橋鉄工秋田（㈱）大橋鉄工秋田（㈱）大橋鉄工秋田（㈱）大橋鉄工秋田（㈱）
自動車・同附属
品製造業

自動車用部品の製造 ○

21 羽後交通㈱羽後交通㈱羽後交通㈱羽後交通㈱
一般乗合旅客
自動車運送業

乗合バス・貸切バスの運輸交通事業、及び自動車整備事業。 ○ ○ ○

22 ㈱ヤマダフーズ㈱ヤマダフーズ㈱ヤマダフーズ㈱ヤマダフーズ
その他の
食料品製造業

食料品製造販売業（ 納豆）。 納豆の健康効果が注目されており、
今後も消費量伸長の見通しがある中、競争力のある商品開発によ
り顧客満足を追求します。

○ ○ ○

23 ㈱渡敬㈱渡敬㈱渡敬㈱渡敬
産業機械器具
卸売業

文具、ＯＡ機器等の小売り、オフィス構築を主業としています。本社
のほか横手市に文具館、秋田、大仙、大館に拠点を持ち、秋田県
一円に営業、技術サービスを行うネットワークを有しています。

○ ○ ○

校種別採用実績校種別採用実績校種別採用実績校種別採用実績
（直近3年　H27～29入社）

ページページページページ 事業所名事業所名事業所名事業所名

H29.2.21
秋田ふるさと村ドーム劇場

産業産業産業産業 事業内容事業内容事業内容事業内容（ハローワークの事業所確認票から転記）（ハローワークの事業所確認票から転記）（ハローワークの事業所確認票から転記）（ハローワークの事業所確認票から転記）



大卒大卒大卒大卒
短大短大短大短大

専門卒専門卒専門卒専門卒
高卒高卒高卒高卒

24 ㈱品川合成製作所㈱品川合成製作所㈱品川合成製作所㈱品川合成製作所
工業用プラス
チック製品
製造業

精密プラスチック部品の製造 ○

25 ㈲日野㈲日野㈲日野㈲日野
食堂、
レストラン

精肉店を母体として平成６年に設立。焼肉店（現在１1店舗）を柱と
したフードサービス業を展開し社員の幸せを追求していきます。

○ ○

26 ㈱デジタル・ウント・メア㈱デジタル・ウント・メア㈱デジタル・ウント・メア㈱デジタル・ウント・メア ソフトウェア業 ソフトウェア開発、システム開発、ネットワーク開発 ○ ○

27 ㈱マルシメ㈱マルシメ㈱マルシメ㈱マルシメ
百貨店、総合
スーパー

飲食料品・衣料品・住関連商品の小売業。
ファミリーレストランの営業。

○

28
河野光学レンズ河野光学レンズ河野光学レンズ河野光学レンズ
㈱秋田工場㈱秋田工場㈱秋田工場㈱秋田工場

光学機械器具・
レンズ製造業

光学硝子素材を基にカメラ用レンズをはじめ、医療器・測量機器・
エレクトロニクス用・メガネ用・ＯＡ機器などの各種光学精密レンズ
を製造販売しております。

○

29 ㈱ノース設計㈱ノース設計㈱ノース設計㈱ノース設計
土木建築
サービス業

MP-CADを使用して全国向け木材住宅のプレカット用構造図及び
加工図を作成。

○

30
岡谷セイケン㈱岡谷セイケン㈱岡谷セイケン㈱岡谷セイケン㈱
秋田工場秋田工場秋田工場秋田工場

自動車・同附属
品製造業

自動車部品及び弱電部品製造 ○

31 渡敬情報システム㈱渡敬情報システム㈱渡敬情報システム㈱渡敬情報システム㈱ ソフトウェア業
民間企業の受託ソフトウェアの開発。全国展開パッケージソフト開
発。コンピュータ機器販売・設置・工事、導入後のメンテナンス保
守。システムの導入の操作指導・研修。

○ ○

32 市立横手病院市立横手病院市立横手病院市立横手病院 病院 医療業（一般病院） ○ ○

33 横手建設㈱横手建設㈱横手建設㈱横手建設㈱
一般土木建築
工事業

総合建設業（土木、建築工事）県南を基盤として、一般住宅から官
公庁工事まで手掛ける地域密着型企業である。

○ ○

34
（学法）土屋幼稚園（学法）土屋幼稚園（学法）土屋幼稚園（学法）土屋幼稚園
認定こども園認定こども園認定こども園認定こども園
土屋幼稚園・保育園土屋幼稚園・保育園土屋幼稚園・保育園土屋幼稚園・保育園

幼稚園
文部科学省管轄の幼稚園です。２歳児以上が入園します。
収容定員１６０名。平成２８年４月より幼稚園型認定こども園に移行
しましたので保育園の機能も併せ持ちます。

○ ○

35
JA厚生連JA厚生連JA厚生連JA厚生連
平鹿総合病院平鹿総合病院平鹿総合病院平鹿総合病院

病院
総合病院（医療業）　　診療科目２４科・ベット数５８６床　　　附属施
設・農村医学斫究所

○ ○

36 （社福）相和会　【介護】（社福）相和会　【介護】（社福）相和会　【介護】（社福）相和会　【介護】
老人福祉
・介護事業

横手市内に高齢者福祉施設４ヶ所を含む１９事業所、児童福祉施
設２ヶ所を運営する社会福祉法人です。

○ ○ ○

37
（社福）相和会（社福）相和会（社福）相和会（社福）相和会
相愛保育園相愛保育園相愛保育園相愛保育園
和光保育園和光保育園和光保育園和光保育園

児童福祉事業 保育事業 ○

38 創和建設㈱創和建設㈱創和建設㈱創和建設㈱
一般土木建築
工事業

土木一式工事、建築一式工事、下水道工事、道路工事、舗装工
事、河川工事、トンネル工事、造成工事の他建築一式工事の設計
施工。

○

39
（社福）ファミリーケア（社福）ファミリーケア（社福）ファミリーケア（社福）ファミリーケア
サービスサービスサービスサービス

老人福祉
・介護事業

特別養護老人ホームを始めとする福祉サービス全般 ○ ○ ○

40
㈱ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
横手BPO準備室横手BPO準備室横手BPO準備室横手BPO準備室

他に分類され
ない事業サー
ビス業

ＢＰＯ（ビジネス・アウト・ソーシング）事業。国内外の一流企業の約
３００社のクライアントさまからの幅広い業務を受託し、お客様の
「困った」を解決に導くサービスを提供しています。

41
㈱東北メディカルエイド㈱東北メディカルエイド㈱東北メディカルエイド㈱東北メディカルエイド
サービス秋田営業所サービス秋田営業所サービス秋田営業所サービス秋田営業所

その他の専門
サービス業

・病院、医院における医事業務受託
・コンピューター運用管理受託

○

42 ヨコウン㈱ヨコウン㈱ヨコウン㈱ヨコウン㈱
一般貨物
自動車運送業

運送業、倉庫業、廃棄物収集運搬業。 ○ ○

43 ㈱ＲＶトラスト秋田工場㈱ＲＶトラスト秋田工場㈱ＲＶトラスト秋田工場㈱ＲＶトラスト秋田工場 自動車整備業 ＲＶ車（キャンピングカー）製造販売 ○

44 ㈱秋田銀行㈱秋田銀行㈱秋田銀行㈱秋田銀行 銀行 銀行業 ○ ○ ○

45 ㈱Nui Tec Corporation㈱Nui Tec Corporation㈱Nui Tec Corporation㈱Nui Tec Corporation
その他の繊維
製品製造業

その他繊維工業（自動車用座席シートトリムカバー製造） ○

46 ㈱アスター㈱アスター㈱アスター㈱アスター
通信機械器具・
同関連機械
器具製造

１．照明・ＯＡ関連部品及び機器の製造販売　　２．加工機器及び
測定機器等の開発、製造販売
３．自動車部品関連の製造販売　　　４．融雪装置の開発と製造販

○

47 ㈱北都銀行㈱北都銀行㈱北都銀行㈱北都銀行 銀行 普通銀行業 ○ ○ ○

ページページページページ 事業所名事業所名事業所名事業所名 産業産業産業産業 事業内容事業内容事業内容事業内容（ハローワークの事業所確認票から転記）（ハローワークの事業所確認票から転記）（ハローワークの事業所確認票から転記）（ハローワークの事業所確認票から転記）

校種別採用実績校種別採用実績校種別採用実績校種別採用実績
（直近3年　H27～29入社）



■特色 ■基本情報

 開発から完成品製造まで一貫生産体制 ：各種メカトロニクス製品の設計開発

および製造

：1973年9月

：3億円

：112億円（2015年1月～12月期）

 オン・オフ、めりはりのある働き方 ：418人（男性 317人 女性 101人）

：8：00～17：00

（一部交代制あり）

年間112日

日、祝、土、夏期、年末年始など

会社カレンダーによる

：健康、厚生年金、雇用、労災

■みなさんへ一言 ：社員食堂、独身寮、保養所

：新人三ヵ年育成制度、技能士資格

取得支援など

■学卒者(新卒)採用人数 ■インターンシップ

製造現場でのインターンシップ受入実績あり

1 0 3 4

3 0 4 7

2 0 2 4

■お問い合わせ

採用全般・会社見学・インターンシップに関するお問い合わせはこちらまでどうぞ

経営管理部　人事課　佐藤／宮原 TEL：0182-45-4341　　FAX：0182-45-2016

※県内のグループ会社（ＪＵＫＩ吉野工業㈱、ＪＵＫＩ秋田精密㈱）の採用もこちらで担当しております。

財形貯蓄制度、慶弔見舞制度
どんな仕事を、どんな人たちと、どんな条件でしていくの

か、気になりますよね。　加えて、就職によって、どこに住

んで、どう生きていくのか、あなたの生活スタイルも大きく

左右されます。　どうすることがベストなのか、それは、み

なさん自身が、『何をより大事だと思うか』 によります。

じっくり考えて決めましょう。

※生産の状況等により受入の可否を判断させていただ

きます。詳しくは下記担当まで学校経由でお問い合わせ

ください。

平成27年度

平成26年度

高校 合計

社 員 教 育

平成28年度

　　　　　     　学歴

 入社年度

大学

大学

短大

専門

事 業 内 容

電気製品の進歩を生産現場で支えるチップマウンタをは

じめ、様々なメカトロニクス製品を生み出すことのできる

頭脳・技術が当社の特徴です。

設 立

資 本 金

売 上

福 利 厚 生

従 業 員 数

仕事中は、世界で活躍する製品に関わるため抜群の

集中力を発揮！…しますが、ひとたびチャイムが鳴ると、

今度はしっかりリラックス。　　長期的にも、ライフステージ

に合わせて無理なく続けられる風土は、平均勤続年数

約16年が裏付けていると言えます。

勤 務 時 間

休 日

保 険

代表者： 代表取締役社長 髙橋 喜久雄 

住  所： 秋田県横手市増田町増田字石神西70   TEL： 0182-45-4341 

～ 設計開発から完成品製造まで お客様の想いや願いを形に ～ 

作り出すチカラがある、それが私たちの強みです 
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事業所PRシート

事業概要

基本情報

採用実績

問合せ先

企業名 JA秋田ふるさと
住所 横手市駅前町６－２２

ホームページ http://www.akita-furusato.or.jp

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
大学 5 4 3 4 2 5 3

短大/専修 2 2 1 1 1 1
高校 3 1 1 4 2 3
中途 6 2 3 1

7 9 4 2 11 9 10 8

29年度

1820

採用年度
25年度 26年度 27年度 28年度

0 16 6
合計

JA秋田ふるさとは、1998年に横手地区の9JA

が合併して誕生した、組合員17,555人が加入す

る秋田県内有数の大規模JAです。 
事業内容は農産物販売・営農指導・金融共済、福
祉など多岐に渡り、そのどれもが「相互扶助(助
け合い)」の精神のもと、組合員や地元の方々の
生活の向上、農業振興のために行われています。 

新採用職員向けの研修のほか、入組後も各種研

修・セミナーを計画的に実施し、能力向上や自己

啓発への支援を強化しています。 
また、新採用後は2～3年でJA内の各部門を異動
し、JAの主要な業務を経験してもらいます。 
 

・地域を愛し、組合員のために貢献する意欲を
持った人 
・知識の習得に前向きで、それを実務に活かすこ
とのできる人 
・コミュニケーション能力があり、誠意と笑顔で
対応できる人 
 

JAは扱う業種がとても多いですが、どれを取っ
てもそこには人とのコミュニケーションが欠か
せません。 
組合員・地元の農家の方々を様々な面でサポー
トし、喜んでもらえた時、そこには他の仕事で
は得難い充実感があると思います。 
どんな仕事にも熱意をもって挑戦し、組合員や
地域に貢献したいという思いのある方をお待ち
しています。 
 

ＪＡ秋田ふるさとの特色 

入組後の育成方針・研修制度 

こんな人を募集しています 

先輩職員からのメッセージ 

事業内容：農協法に基づく総合事業 
設立：1998年4月 
資本金：84億51百万円 
売上高：175億47百万円 
従業員数：598名(男325名、女273名) 

 
※H28.4.1現在 

勤務時間：8時30分～17時 
休日：日曜・祝日・月3回土曜休み 
 (※変形労働時間制の導入部署あり) 
勤務地：横手市内の各事業所 
福利厚生：健康保険・厚生年金 
     雇用保険・労災保険 
     退職金制度あり 
 

総務部人事課 上田 靖 
TEL：0182-35-2638 
FAX：0182-35-2701 
E-mail：wg-jinji@akita-furusato.or.jp 

  
※インターンシップの受け入れ可。 
 ご希望時期等はお問合わせ下さい。 
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住所　〒013-0498　秋田県横手市大雄字高津野175　　　TEL 0182-52-3216  FAX　0182-52-2019

【みなさんへ一言】業務課総務経理係　中山　真

事業内容 ・・・ プラスチック製品製造、金型製作

創 業 年 ・・・ 1976年

売 上 高 ・・・ ９億円

従業員数 ・・・ １２３名

勤務時間 ・・・ ８：００～１７：００（交代勤務有）

休日休暇 ・・・ 会社カレンダーによる（概ね週休二日制）

福利厚生 ・・・ 財形貯蓄、暑気払い、新年会、冠婚葬祭

【学卒者（新卒）採用人数】

【インターンシップ】

問合先

補足 時期、日数はご希望に合わせて調整しますのでお気軽にお問合せ下さい

事業所ＰＲシート

【会社の特色】

業務課総務経理係　中山　真 TEL　0182-52-3216   FAX　0182-52-2019

　受け入れ可能です

睦特殊金属工業株式会社 樹脂事業部　秋田工場

　弊社は1976年に設立して以来、プラスチック製品製造、金型製作を行う工場として技術を推進して参り
ました。プラスチック製品は主に車載用を製造しております。中国上海にもグループ会社があり、グルー
プ全体で3,000名規模のグローバル企業です。2016年度末には横手第二工業団地に新工場が完成予定で
す。今後はより一層、秋田県や横手市の経済発展に貢献して参ります。

　みなさんが卒業の頃には新工場が稼働しています。新工場で若い力とやる気を存分に発揮してみません
か。みなさんと一緒に仕事できる日を社員一同心待ちにしております。

平成29年度入社予定

平成28年度入社

高校

4

1

【基本情報】

代表取締役　池田　修二
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事業所PRシート

事業所番号

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

所在地
電話番号

①社内教育・キャリアアップ制度

採用人数 ー 人 ー 人 ー 人

うち在籍人数 ー 人 ー 人 ー 人

採用人数 ー 人 ー 人 12 人

うち在籍人数 ー 人 ー 人 12 人

④有給休暇の取得実績 4 日／年　（有給休暇取得総日数／正社員数）

（男性） ー ％ （女性） ー ％

（男性：育児休業取得者数／配偶者が出産した者の総数）

（女性：育児休業取得者数／出産した者の総数）

⑥所定外労働時間（月平均） 20 時間

⑦社長や先輩社員からのメッセージ

⑧求める人材・選考基準

⑨福利厚生制度

⑩職場の風景 （ 有 ・ 無 ）

（ 可 ・ 否 ）

）

2 人）

）

（ 可 ・ 否 ）

）

人）

）

⑬出張講話の可否 （ 可 ・ 否 ）

⑭その他

事業所名

③新卒者以外の正規雇用労働者（35歳
未満）の採用実績及び定着状況

ムツミトクシュキンゾクコウギョウ

睦特殊金属工業株式会社 焼結事業部 秋田工場

0506-914399-3

秋田県横手市柳田1-1
Tel:0182-38-8660

全体教育　OJT　3か月　+　各部署　OCT　3か月

26年度 27年度 28年度

②新卒者の採用実績及び定着状況

26年度 27年度 28年度

⑫職場見学・職場体験の受入れの可否
・受入可能時期（

・受入人数（

・実施出来る内容（

平成28年9月に設立した新工場です。
粉末冶金と呼ばれる、金属の粉を金型で圧縮成形して高温で焼き固める
製法です。秋田・東京・福島・中国にもグループ会社があり、グループ
全体で3,000名規模のグローバル企業です。
みなさんと一緒に仕事できる日を楽しみにしています。

⑤育児休業の取得実績

⑪インターンシップの受入れの可否
・受入可能時期（

・受入人数（

・実施出来る内容（

常に目標意識や問題意識を持って行動し問題の改善に向け自発的に行動
できる人

常時

財形貯蓄、冠婚葬祭、介護休業制度、育児介護休業制度など
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事業所ＰＲシート
奥山ボーリング株式会社
代表取締役社長　奥山　信吾

住所　〒013-0046　横手市神明町10-39　TEL　0182-32-3475　FAX　0182-33-1447

【会社の特色】

【みなさんへ一言】

【基本情報】

【学卒者採用人数】

【インターンシップ】

【入社直後の業務説明】

弊社は昭和２１年の創業以来７１年の歴史を積み重ねて参りました。無散水融雪工事、地すべり防止対策
工事などの工事部門と、斜面防災、数値解析、設計部門の卓越した技術力に関しては、多方面から大きな
信頼を頂いております。
また、昨今では、地下水低下を目的とする集水ボーリング工「簡易削孔システム」を開発し、株式会社ネクス
コ・メンテナンス東北と技術業務提携を締結いたしました。
社長の「お客様の信頼を得られる企業は必ず生き残れる」との信念のもと、“豊かな大地を未来へ”を合言
葉に地域社会の安全安心を守る存在価値のある企業であり続けるために、今後もたゆまぬ研鑽を積み重
ねて参ります。

弊社ではコミュニケーション能力があり、自己研鑽（自分を磨き、より立派な人になること）ができる方を求め
ております。

事業内容・・・地質・土質調査、地すべり調査・解析、シミュレーションソフト開発、地すべり対策工事
　　　　　　　　無散水融雪工事
創業年・・・・・１９４６年１月
売上高・・・・・１６億５千万円　　　従業員数・・・８９名　　　勤務時間・・・８：３０～１７：３０
休日休暇・・・完全週休二日制、祝日、夏季休暇（8/13～8/16）、年末年始休暇（12/29～1/3）
福利厚生・・・財形貯蓄、納涼会、芋煮会、忘年会、社員旅行、スポーツ施設利用割引券

平成２８年度入社 1 0 0 1

大学（院卒含） 短大・専門学校 高校 合計

受入れ実績・・・有（受入れ期間：夏休み期間）
問合せ先・・・・・総務課　千葉悟（TEL0182-32-3475　FAX0182-33-1447）

◇入社直後
入社後、３か月間は試用期間で、営業部門や工事部門、調査部門の現場を見学、経験してもらいます。
◇３か月経過後
配属部門での業務を開始します。直属の先輩が指導を担当します。

平成２７年度入社 2 0 1 3

平成２６年度入社 3 0 2 5
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〒013-0023

〒013-0043

当園の教育理念

当園の特色

○　預かり保育 ○　延長保育

○　一時預かり保育 ○　完全給食

○　土曜日と長期休暇にも対応

みなさんへ一言

基本情報

事業内容　

設立年

教職員数 在園児数

学卒者（新卒）採用人数

東北福祉大学　子ども科学部 子ども教育学科　1名

聖園学園短期大学　保育課　1名

宮城教育大学　教育学部 初等教育教員養成課程 幼児教育コース　1名

インターンシップ　　可

問合せ先 上宮第一幼稚園　　事務長　阿部　信夫　　TEL 0182-32-6075

補　足 受入可能期間は夏休みとなります。詳しくはお問い合わせ下さい。

学校法人 上宮学園

園長　藤井　哲之

認定こども園　上宮第一幼稚園

認定こども園　上宮第二幼稚園

横手市中央町6-14

横手市安田字谷地岸17

　素直に、仲良く、元気な心を養い育て、感謝・和合の平和教育と、精進する心身の健康教育により、
宗教情操を中核とした、人格形成への教育を行います。

○　当園では、宗教を教える教育ではなく、人格形成への教育として、宗教情操教育を取り入れ、安心
感・感謝・思いやりの”心”を育てることを目的としています。

○　子どもの遊びが全て生活であり、それぞれの発達に合った生活を充実して過ごすことで”心”が安
定し、自己発揮ができ、一人一人の自発活動に繋がります。

　平成２８年度より、上宮学園は「認定こども園」として保育の面でも、子育て支援を行っております。

平成28年度採用

　認定こども園・保育園の現状について、幼稚園教諭・保育士不足の状況です。認定こども園・保育園
に子供を預けたい親は増える一方で、幼稚園教諭・保育士が足りていない為、子どもを受け入れられ
ないというのが現状です。

　是非、これからの子育て支援をサポートできるスタッフを求めております。

平成25年度採用

休日休暇

１歳児～５歳児（就学前）までの、保育と幼児教育

昭和２４年４月

２４名 約１２０名

当園カレンダーによる（概ね週休二日）

土曜日出勤有り、夏休み・冬休み有り

平成26年度採用
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よねや商事株式会社
代表取締役社長　布施正洋

TEL：0182-33-1154

FAX：0182-33-6310

大学（院卒含） 短大 専門学校 高校 合計
平成28年度 2 1 0 7 10
平成27年度 2 0 1 2 5
平成26年度 3 0 1 3 7

住所：秋田県横手市横
        手町字大関越80

地域社会に、良さと安さと誠意を

学卒者(新卒）採用人数

会社の特色 
 1956年の創業から「地域社会に良さと安さと誠意
を」をモットーに、秋田県の県南地域の食生活を支
えてきました。また、2014年より、山形市に本社を置
く東証一部上場企業「株式会社ヤマザワ」の完全子
会社となり、ヤマザワグループの企業の一つとして
様々な改革を遂げました。 

 時代の流れとともに変わっていく食生活のニーズ

に合わせて、より品質の高い、鮮度の高い商品を

追求し、お客様に満足していただけるスーパーマー

ケットを目指してまいります。 
 

基本情報 
事業内容：食品スーパーマーケット 

創業年：1956年（昭和31年） 

売上高：104億円 

従業員数：524名（うち正社員：152名、

パート・アルバイト：372名） 
男性142名、女性382名 

勤務時間：8時～17時15分（シフトによ

る変動あり）休憩時間75分 
休日休暇：シフト制による週休2日 
福利厚生：連続有給休暇（年２回・最
大5日間）あり ヤマザワ持株会 安

みなさんへ一言！ 人事教育部・採用教育マネージャー 照井伸子より 
 「毎日の食事のおかずを売るという食品スーパーの使命を果たす」ために、従業員一同仕
事に取り組んでおります。 

 料理が好き、人と接することが好き、新しいものが好き…など、志望動機は色々あります。 

インターンシップ 
 随時受け入れます。ご希望の時

期・日数等、お気軽にご相談くださ

い。 

 会社見学も随時お待ちしており

ます。 

 

問い合わせ担当：本部・人事教育

部 

照井伸子 加藤雅子 

（TEL 0182-33-1155） 

新入社員の配属までの流れ 
入社直後…約7日間で社会人としてのルールやマナー、
接客の基本、働く上での注意事項等、会社で働く上で
必要な基本事項を学びます。その後、仮配属先の店舗
を決定します。 

入社1週間後…配属された店舗にて1ヶ月毎に各部門

を回り、6ヶ月間で全ての部門をマスターします。基本的

に残業はありません。 
入社6ヶ月後…本配属先が決定されます。各々配属さ
れた店舗・部門で、先輩に教わりながら更なるスキル
アップを目指します。本配属以降は残業が発生します。 
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リージョナル　スーパーマーケットチェーン

株式会社タカヤナギ
代表取締役社長髙栁　智史
住所 〒 014-0066 秋田県大仙市川目字町東３３ 電話 0187-62-1234（代表） ＦＡＸ. 0187-63-7970
ＵＲＬ     http://www.e-takayanagi.com

■　会社概要

■ 会社の特色 … 1910年（明治43年）

　㈱タカヤナギは経営理念 … 1948年（昭和23年）

に「人間最優先」を掲げて、 … 93,612,000円

地域社会・お客様、そして … 215億円（平成28年3月期）

社員全員がともに幸福で … 1,450名（平成28年3月期）

あることを常に目指し、 … 3月

総合小売業として成長して

きました。 ■　勤務条件
　地元秋田に根ざした産物 … 販売スタッフ（店長・バイヤー候補）

を選りすぐり、地域のお客様に消費していただく「地産地消」を通じ、 … シフト制および変形労働時間

地域とともに成長することに取り組んでいるほか、「食育」活動の一環 制を採用（標準実働時間：8時間）

として「５・Ａ・ＤＡＹ運動」を通し、小中学生のみなさんをはじめ … 年間休日107日、年次有給休暇

地域の皆様に、栄養バランスの良い食事を取ることの大切さを知って 慶弔休暇、夏季冬季連続休暇

いただく活動や、「３Ｓ（シニア・ショッピング・サポート）」活動を … 健康・厚生・雇用・労災

通じ、タカヤナギと郵便局が連携し、配達員がご高齢宅に注文の有無に … 慶弔金、退職金制度、社員割引

関わらず週１回訪問し安否確認を行い、またご注文いただいた商品は、 制度、契約保養施設有り

店舗で集めて配達していただくなど、地域に密着した営業活動を行って ■　最近の募集状況（平成28年度実績）

います。 … 販売スタッフ（生鮮加工）

“お客様の普段の暮らしをより豊かに楽しく便利にする”を使命とし、 …
健康・安心・安全な食生活の創造に貢献し、またこの「食」を産み出す

秋田の豊かな自然をわたし達の財産と考え、地域資源を活かした循環型

エコ商品としてのオリジナルブランド「えこ浪漫」の開発、「ノーレジ …
袋推進運動」や「使用済み食用油の回収」を始め、環境にやさしい活動

にも積極的に取り組んでいます。

■ 高校生のみなさんへ 　　※うち、高卒採用者4名ずつ（毎年）

　秋田県県南部を中心に秋田市を含め６市15店舗を展開しております。 ■　入社から仕事について
　私たちの「地元」には全国に誇れる「食材」「文化」がたくさんあります。

「地産地消」も秋田の食材を販売・育成することを

目的にしており、他企業とは違う事業展開です。 部門研修（5月～7月）

○ あなたの力で地元秋田を元気に
してみませんか！

○ 未来に翔くあなたの勇気を
お待ちしています！

● 随時、受付しています 人事部　人事課
佐藤貴一（さとう　たかかず）
ＴＥＬ. 0187-63-5385（直通）

ＦＡＸ. 0187-63-7970

● ／ jinji@mail-takayanagi/com

●

事業内容

創 業

設 立
資 本 金

　ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ　ＤＡＴＡ

売 上 高
従業員数
決 算 期

職 種

初 任 給

勤務時間

福利厚生
各種保険

職 種

休日休暇

イ

ン

タ
ー

ン

シ
ッ

プ

Ｅメールアドレス

開催時期、期間、店舗はお問い合わせ下さい。

採用人員

151,000円高 卒

短 大 卒

大 卒

169,000円

187,000円

2014 10名

10名

10名2015

仕事に必要な知識・技術をフォローします。

2016

全部門研修（4月～5月）

配属前に全ての仕事を3日間体験研修

　　正式配属後、10Ｗトレーニングで実習

各個人ごとにトレーナー、アドバイザーが付き

2017 12名 (予定）

地域に密着するスーパーマーケット 
「グランマート」を展開しています！ 
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事業所ＰＲシート
株式会社　ファミリアソーイング秋田

代表取締役　　大瓦　剛

住所　　〒013-0526　　横手市大森町字西野80

【会社の特色】

【みなさんへ一言】

【基本情報】

【学卒（新卒）採用人数】

弊社はベビー・子供服ファミリアの直営工場で品質第一（愛情品質）をモットーとし、お客様の喜んでもらえる商品
を日々製造している会社です。
高級ブランドの為、素材、縫製、他細かい部分まで気を遣い本社と連携を図り常にお客様の立場に立ち納得して
頂けるよう試行錯誤を続けております。

インターンシップ 可　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　否

問合先

補足

工場長　阿部久昭 TEL　0182-26-3060　　　FAX0182-26-4165

検討中

平成27年度入社

平成26年度入社

2

大学（院卒含） 短大 専門学校 高校 合計

平成28年度入社 2

子供服の製造ですので細かく根気のいる業務が多いですが一着丸縫いが出来る位までの上達が見られれば
自分で何でも縫製できる楽しさが待ってます。
世代交代も視野に入れておりますので前向きな方求めております。

業務内容・・・・ﾍﾞﾋﾞｰ子供服、製造卸
創業年・・・・・1966年
売上高・・・・・2億円
休日休暇・・・・会社休日ｶﾚﾝﾀﾞｰによる（原則隔週二日制）年末年始、お盆休み、ＧＷ
福利厚生・・・・雇用、労災保険、社会保険、BBQ、忘年会
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事業所PRシート

株式会社　大成電機
代表取締役　松井 寛信
住所：〒013-0060 秋田県横手市条里三丁目８番11号
TEL：0182-32-2897　FAX：0182-32-2886

【会社の特色】

当社は東北電力㈱からの配電線工事(電柱)と送電線業務(鉄塔)、それと民間・公共の電気設備工事を軸に事業を展開しております。

横手市を中心に湯沢・雄勝、美郷町仙南などの秋田県南内陸部で主に作業をしています。

ライフラインである電気を守り、皆さんの暮らしのお役に立つために、高所作業車で走り回ります。どうぞよろしくお願いいたします。

【みなさんへ】

お願い！　しょっぱなから候補から外すなんてしないでください…

Ｑ「電気工事なんて難しそう、危なそう…」

　当社は仕事のことなら何でも知っているベテランと、みなさんよりちょっと年上の話しかけやすい若手作業員が構成人員の多くです。

質問したことには豊富な知識とうまくやるコツをしっかり教えてくれるはずです。　電気は取扱いを誤れば危険ですが、私たちには安全

に作業するための準備と対策がいくつもあります。ルールを守れば決して危ない職場ではありません。

Ｑ「電気科でもないし、ましてや工業系学科でもないし…。資格も持ってないし…」

　送配電線の業務は一般の電気工事と違って電気工事士資格が無ければ仕事が出来ないというわけではありません。なので、どの学科卒

でもスタートはほぼ一緒。(勉強が苦手でも)腕っぷしで上がっていけます。…とは言っても資格も大事なので、徐々にチャレンジしても

らいたいと考えています。　また、当社は中途採用募集もしていますが、未経験者、普通科高校出身から頑張っている人も多数います。

○体を動かして働きたい、働いても良いかなという人

○地域住民に直接貢献できる仕事にやりがい、カッコよさを感じる人

○ライフラインに関わるという業種の安定感に魅力を感じる人

は是非お話を聞きに当社のブースにお越しください！　

【基本情報】

事業内容：配電線・送電線の工事、業務　屋内電気設備工事　交通信号機工事　通信線工事など
設立年月：1960年(昭和35年)12月
従業員数：19名(2017年2月1日現在)
勤務時間：8:05～17:00
休日休暇：年間90日（会社カレンダーによる　日曜、祝日、会社指定日　概ね一か月7～8日）
福利厚生：資格取得支援、社員旅行、新年会、　各種保険、厚生年金基金

【学卒者（新卒）採用人数】

【入社直後の業務説明】

※入社直後

　入社後の約2ヶ月間は、実際の現場で作業に参加しながら仕事内容を覚えてもらう時間・訓練（OJT）と、外部講師からの講習も交えて

会社理念や、業務に関するルール、電気（配電工事）の知識・及び実技訓練などを学ぶ時間とを、おおよそ半々ずつ行っていきます。

ここで、電気工事に携わる社会人としての心掛けに加え、実際の現場ではどう仕事を進めていくのかを学びます。

　現場作業では、最初は地上での下回り作業や先輩の補助についてもらうことになります。

　会社の車両の運転は、入社後 3ヶ月目より軽トラック等から徐々に運転にも従事してもらいます。その後、準中型免許を持っている者

は 4ヶ月目より各作業車の運転にも少しずつ従事してもらうことになります。

※半年経過後

　個人差や作業の内容にもよりますが、軽易な作業を行う時や、先輩の仕事の補助や直接指導を受けたりする時に、高所に昇って作業を

し始めます。安全最優先で作業に取り組んでもらいます。

平成26年度入社

平成27年度入社

平成28年度入社

1

高校大学(院卒含) 短大

否

補足

問い合わせ先

インターンシップ

　ご希望時期、日数はお問い合わせください。

　取締役専務(総務担当)：松井 寛将　　　TEL：0182-32-2897　　FAX：0182-32-2886

・可

1名

合計専門学校
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事業所ＰＲシート

代表取締役　最上田　政司

住所　〒013-0826　　横手市黒川字千本野247　　　ＴＥＬ　0182-38-2625　　　　

 ＦＡＸ　0182-38-2525

【会社の特色】

　弊社は昭和３２年（1957年）に圃場整備、暗渠工事、区画整理等を手がける土木

工事を中心として創業し、事業を展開してきました。

　時代の荒波に揉まれながらも創立６０周年を迎え、改革とチャレンジ精神で乗り

切っています。

　若い社員が多く、資格取得には会社で全面的にバックアップしており、安定感抜群

の会社です。

【みなさんへ一言】

総務部総務課　藤原　智恵子

　体力に自信のない方、作業が苦手な方も会社の後押しで十分、戦力になれます。

ポジテｲブな気持ちでまずは挑戦！！

【基本情報】

　事業内容・・・・土木工事業、舗装工事業

　創業年・・・・・昭和３２年（１９５７年）３月

　売上高・・・・・6.0億円　　社員数・・・32名　　勤務時間・・・8：00～17：00

　休日休暇・・・・会社カレンダーによる（概ね週休二日制）

　福利厚生・・・・野球大会、忘年会

【学卒者（新卒）採用人数】

大学 短大 専門学校 高校

1

補足

総務課・藤原智恵子

ご希望時期、日数はお問合せ下さい。春休みの受入可。

ＴＥＬ0182-38-2625　ＦＡＸ0182-38-2525

インターンシップ 可 否・

問合せ先

株式会社　最上田組

平成28年度入社
平成27年度入社
平成26年度入社

合計

1
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事業所PRシート

社会福祉法人　明照福祉会　理事長　若松　義十     明照保育園　　園長　津村　侑弥
住所　〒013-0038　横手市前郷一番町4番4号　　TEL0182-32-7388　　FAX0182-32-8190

【施設の特色】

【みなさんへ一言】
園長　津村　侑弥

【基本情報】

【学卒者（新卒）採用人数】

　当園は、戦前から地域交流、健康福祉を目的としたラジ
オ体操会や、夏休み期間を利用し児童生徒を預かった林
間学校を母体とし、1956年に開設されました。以来、3,000
名を超える卒園児をお世話させていただきました。これまで
地域の皆様の支えをいただきながら務め、昨年には創立
60周年を迎えることができました。
　
　保育理念に、「 ～次世代の担い手となるために～ 子ども
一人ひとりを大切にし、保護者から信頼され、地域に愛さ
れる保育園を目指す」を掲げ、園児、家庭に寄り添った保
育を大切にしながら、新しい1ページを作っていこうと職員
一同、想いを一つに取り組んでいます。
　
　特色ある活動としては、保育にマーチング活動を取り入
れ30年になります。地域でのイベントやマーチングフェス
ティバルへの参加という大きな舞台での経験を糧に、協調
性や忍耐力、集中力を身につけながら、1つの作品をみん
なで作る達成感を、園児、家庭、職員で共有しています。

短大
1
3
3

専門学校
1H28年度入社

H27年度入社
H26年度入社

　園児・保護者・職員の全てが、共に成長し合い、喜び合える、そん
な保育園を目指し、日々の保育に努めています。幅広い年代の職
員が勤務し、皆さんの成長を支えます。
　是非、共にがんばりましょう！

合計

H28 YOKOTE音FESTIVAL
マーチング出演夏まつり　子ども縁日

1

大学（院卒含）

インターンシップ　　可　　・　　否
問合先　主任保育士　伊藤　洋湖　　TEL0182-32-7388　　FAX0182-32-8190
補足　　　ご希望時期、日数はお問い合わせください。

事業内容・・・児童福祉施設　認可保育所の運営　　設立年・・・・・1956年　　従業員数・・・36名
勤務時間・・・7：00～19：30の8時間（休憩60分）、週40時間
休日休暇・・・週40時間調整、年間休日105日、有給休暇10日（採用時）
福利厚生・・・慶弔規程、特別休暇（配偶者出産等）、インフルエンザ予防接種全額補助、
　　　　　　　　福利協会、退職共済、ソウェルクラブ

2
3
4

高校
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事業所番号 ０５０６－１００７３３－７

カブシキガイシャ　ヴァルモード

株式会社　ヴァルモード

所在地 秋田県横手市朝日が丘３丁目２７番２５号

電話番号 0182-32-8677

①基本情報

　     ・事業内容 アパレル製品の製造

　     ・資本金 5,555万円

　     ・従業員数 78名

　     ・設立 1989年8月

　     ・代表社名 代表取締役社長　　ディーター・ハーベル

株式会社 ヴァルモードはフランス　ラコステ社が資本参加している、ラコステブランドの

カジュアルウェア－の縫製を行っている会社です。

ラコステブランドの中でも、特にポロシャツを中心に製造しており、日本製のポロシャツの

９０％は弊社で製造されています。

幅広い年齢層が働いていますが、若い人たちが徐々に増えてきています。

社風は、なんでもよいと思うことは積極的に提案しあい、皆で働きやすい環境を作っていくことの

できる職場です。

ファッションに興味がある方、積極的に取り組もうとする姿勢がある方、チームワークを

大切にする方など大歓迎です。

（男性）0%　

　　（男性：育児休業取得者数／配偶者が出産した者の総数）

（女性）100%

　　（女性：育児休業取得者数／出産した者の総数）

⑦社内行事 お花見、慰安旅行、針供養、ビアパーティー、芋煮会、忘年会

⑧インターンシップの受入れの可否 （　　　可　　　・　　　不可　　　）

（　　　可　　　・　　　不可　　　）

・受入可能時期　　（　10月頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・受入人数　　　　　（若干名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・実施できる内容　（ミシンの実習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑨職場見学・職場体験の可否

　　　　　　　　　　事業所　PRシート

事業所名

⑤育児休業の取得実績

③学卒者採用人数実績

⑥職場の風景

②会社の特色

採用人数　　　　　　26年度　　5　人　　　　　27年度　　2　人　　　　　28年度　　2　人　

④高校生のみなさんへ一言
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【会社の特色】

当法人は、地域において、必要な福祉サービスを総合的に提供することを目的としています。
当介護老人施設は、要介護老人への医療ケアと生活介護サービスを提供し、自立を支援して家庭への
復帰を目指す施設です。

【みなさんへ一言】　事務課係長　林　一輝

最初は不安な事が多いと思いますが、優しい先輩がゆっくりじっくり教えてくれるので何も心配はいりません。
介護に興味があり働いてみたいと思う方、一緒に頑張りましょう。

【基本情報】
事業内容 　介護事業(老健、SS、訪問介護、GH)、訪問リハビリ、居宅

創業年 　平成８年
従業員数 　１７９名
勤務時間
休日休暇 　1ヶ月：9.0休、年間112日　年次有給休暇：勤続６ヶ月以降付与
福利厚生 　雇用、労災、健康、厚生年金、財形　退職金制度あり

【学卒者(新卒)採用人数】

大学(院卒含) 短大 専門学校 高校 計

1 2 3

1 2 3

1 1

可 ・ 否

　　問合先：事務課係長　林一輝　　　TEL：0182-45-3131

補足

平成28年度入社

　交代制あり　 ①7:00～16:00　②8:30～17:30　③10:30～19:30　 ④17:00～9:00

平成27年度入社

インターンシップ

平成29年度入社

ご希望日時、日数はお問合せ下さい

社会福祉法人 横手福寿会 

介護老人保健施設 りんごの里福寿園 

理事長 田中 実 

〒019-0703 横手市増田町吉野字梨木塚100-1 

TEL：0182-45-3131 FAX：0182-45-3300 
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　　株式会社アキタ・アダマンド
　　 　　URL http//www.akita-adamant.co.jp

　　代表取締役　　柴田正悦

　　〒013-0053　横手市外目字上桜沢12-1　　TEL　0182-33-8055　　FAX　0182-33-8070

【会社の特色】

「アダマンド」は英語です。実際発音する場合は「Adamant」（アダマント）と言います。

【ダイヤモンドのように硬い石】【堅固無比のもの】【断固とした】を意味します。

当社は硬いものを精密に加工する技術を得意としています。創業にあたりダイヤモンド

のように硬いイメージを持つ「Adamant」（アダマント）が社名にふさわしいとし、これを

日本語として発音しやすくするため「アダマンド」と読み、会社の名称となりました。

上記に記した通り、固い物（特に小さい物）を『切る・削る・磨く』をコア技術としています。

【みなさんへ一言】

自由度の高い風土であり、若い皆さんが闊達に力を発揮できる環境にあります。

当社を志望される皆さんは『何をしたいのか』を明確にしておいて下さい。

【会社概要】

事業内容 ・・・光通信機器部品の製造及び精密機器部品の製造

設 立 ・・・１９８９年

売 上 高 ・・・７７億７９００万円（平成２７年度）

従業員数 ・・・４４１名

平均年齢 ・・・４０歳

【採用人数】

　実施時期については、総務部までお問い合わせ下さい

インターンシップ 　　可　　　・　　　否

補足

事業所PRシート

大学 専修 高校 合計

平成２9年度入社 1 4 5

平成２８年度入社 3 1 2 6

平成２７年度入社 1 1 2
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株式会社　
代表取締役　 細谷賢一

住所 〒013-0036　横手市駅前町7-7
FAX　0182-32-0900

歴史

特色

ポジション

入社直後

1年後

３年後

５年後 主任

１０年後 課長

大学 短大 専門学校 高校 合計

1 4 5

2 2
2 2

他部署の行動目標、売上目標の理解。
他部署への配置転換。

会社全体の状況の把握。
売上管理。
人材育成。

横手開発興業

平成27年6月3日 ホテルプラザ迎賓オープン

キャリアプラン

採用について

私どもは、ホテル経営を通して、地元、横手市の地域活性化に尽力してまいりました。
横手プラザホテル、横手駅前温泉ゆうゆうプラザ、ホテルプラザアネックス横手、ホテルプラザ迎賓。
横手駅から徒歩1分という立地、天然温泉、多種多様な飲食店、お客様のニーズに合わせた宿泊客
室が、横手の玄関口を担います。
プラザグループは秋田県の横手の地で、昭和５９年に横手プラザホテルをオープンして以来、秋田県
の県南地域の観光、宿泊の拠点として地元横手の賑わいの創出に貢献してきたと自負しております。
時代の流れとともに変わる多様化されたニーズを的確に読み、お客様、当スタッフの笑顔であふれた
空間を築き続けてきました。３０年を超える歴史の中で、オープン以来のスタッフが一線を退き、若い
スタッフが新しい歴史を創りあげるべく先頭に立って歩んでおります。

ホテル業界への就職を考えているみなさん、横手市の地域活性を使命とする、私ども株式会社横手
開発興業で力を発揮してみませんか。企業人として「型に縛られることなく、それぞれが真剣に考え
て、自主的に行動する」そんな人材とのチームを創りあげることが私どものチャレンジです。
常に成長する機会を求める、お客様のニーズを先読みできる、お客様に感動を与えられる、そして、
自らも感動できる。そんな潜在能力をもった方を採用します。

業務計画

会社の行動目標の理解。
サービススタッフとしての基本知識の理解。

サービス技術の習得。
資料作成。
所属部署における売上目標に向けた行動。

TEL　0182-32-7777

昭和59年10月28日
平成2年12月3日
平成18年11月28日

横手プラザホテルオープン
横手駅前温泉ゆうゆうプラザオープン
ホテルプラザアネックス横手オープン

新商品の開発。
在庫管理。
新人の育成。

平成２８年度入社

平成２７年度入社
平成２６年度入社

インターンシップ　受け入れ可

学卒者採用人数
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事業所PRシート

① 社会福祉法人　ひらか福祉会
理事長　　畠山　博

特別養護老人ホームあやめ苑
　〒013-0105　　秋田県横手市平鹿町浅舞字福田207-4
　TEL　0182-56-3002　　FAX　0182-56-3003　　E-mail　ayame-en@bz03.plala.or.jp
ショートステイかがり火
　〒012-1100　　秋田県雄勝郡羽後町字南西馬音内190
　TEL　0183-78-7060　　FAX　0183-55-8773　　E-mail　kaigo-kagaribi@flh1.net

【会社の特色】
② 社会福祉法人ひらか福祉会では、特別養護老人ホームあやめ苑（秋田県横手市）とショートステイかがり火

（秋田県羽後町）の２事業所を運営しています。
介護の業界も選ばれる時代になりました。私たちは利用者さまやご家族に愛される介護施設とな
るだけでなく、地域の一員として

【高校生の皆さんへ】
③ 実務経験がなくても、みんなで教えあう風土があるので安心してください。介護は「キツイ」などの

イメージを持たれていますが、職員はみんな自分の仕事に「プライド」と「やりがい」を持っています。
また、経験を積み資格を取得すれば安定した仕事だと思います。仕事へのやりがいや資格の取
得も周りの職員の支えを得ながら育て進めていくことができます。
私たちは、『お互い様』の精神を理解し、夢や目標を持ってその実現に向けて努力する方を求め
ます。

【基本情報】
④ 事業内容／特別養護老人ホーム・短期入所生活介護（ショートステイ）・居宅介護支援事業の運営

法人設立／平成１９年１０月
従業員数／７５名（あやめ苑　４３名・かがり火　３２名）
勤務時間／４交代シフト制
休日休暇／年間休日１０７日（２月を除く月は月９日、２月は月８日の公休）
福利厚生／財形貯蓄

【学卒者（新卒）採用人実績】
⑤ 大学 短大 専門学校 高校 合計 備考

平成２９年度採用実績 1 1 高校卒者は普通科
平成２８年度入社実績 2 2 高校卒者は普通科
平成２７年度入社実績 1 2 3 高校卒者は普通科

【インターンシップ】
⑥ インターンシップ受け入れ／可

インターンシップ受け入れ時期／随時受け入れ。希望時期と日数を確認後調整。
インターンシップ受け入れ可能人数／要相談
実施できる内容／介護補助業務

■横手市企業説明会参加風景（平成２８年度新卒入社職員）

■平成２８年あやめ苑夏祭り（平成２８年度新卒入社職員）
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世のため人のためのモノづくり

○会社データ

代表取締役 大橋 雅史

所在地 ……… 秋田県横手市柳田１２－１ （横手第二工業団地内）

TEL:0182-23-6186 FAX:0182-23-6187

創 業 ……… 2017年2月 事業内容 ……… 自動車用プレス部品の製造販売

従業員 ……… 12名 新卒採用実績 … H28高校卒4名採用予定

○基本情報

勤務時間 ………8:30～17:15（休憩45分）

休日 ………… 会社カレンダーによる（概ね週休二日制）

長期休暇（GW、夏季、年末、各6日～9日程度）、年間休日115日

福利厚生 …… 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

制服支給、食事補助（会社指定宅配弁当利用に限る）、

定期健康診断（年1回）、人間ドック

私たちは世のため人のためのモノづくりで社会に貢献し、

その喜びと誇りを皆で分かち合える企業を目指す。

大橋鉄工秋田㈱

○高校生のみなさんへ

私たちは世のため人のためになるモノ

づくりで社会に貢献することを目指し、

仕事は目標を高く持ち品質にこだわり

を持って取り組んでいます。

厳しい時もありますが目標を達成した

時の喜び、やりがいを感じる

ことが出来る会社です。

一緒にいいものづくりを日本、世界に

発信していきましょう。

執行役員 市川 力

○インターンシップ

受け入れについて

今年度インターンシップ受け入れの予定なし

○各種問い合わせ先

大橋鉄工秋田㈱ 管理課 佐藤

TEL:0182-23-6186

FAX:0182-23-6187
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取締役社長　齋藤善一
住所 〒013-0037　秋田県横手市前郷二番町4-10
ＴＥＬ 0182-32-4151（代）

【会社の特色】
当社は大正５年１０月２４日横荘鉄道株式会社という、横手と本荘を結ぶ鉄道事業の会社として発足しました。
平成２８年には、創業１００年をむかえた歴史ある運輸事業の会社です。
現在は、旅客バス事業を中心に、車両整備、観光旅行業、保険代理業等、多角的な企業活動を行っております。
地域のみなさまの足となり、地域社会に貢献していけるよう、これからも躍進してまいります。

【みなさんへ一言】

　　　　　地域に愛される会社を担っていく、地元大好きな活気ある人材を求めております。
　　　　　１００周年をむかえた当社で一緒に羽後交通の新たな歴史を築いていきましょう！

【基本情報】
事業内容 （羽後交通）路線バス・貸切バスの運行　　自動車の整備にかかわる事業

（羽後交通観光）旅行にかかわる事業
（羽後交通興業）保険代理業、広告塗装業（バス車体への広告塗装等）
　　　　　　　　　　　食堂・売店の経営（田沢湖レストハウス）

創業年 大正5年10月24日
資本金 ２億６千万円
従業員数 ３６４名（2016/12/1現在）
勤務時間 業種によって異なるが概ね１日７時間２０分の労働時間

（本社　8：40～17：00）
休日　 日曜・祝日　（土曜　不定期）　年末年始
福利厚生 各種社会保険、財形貯蓄

自動車営業所 横手・湯沢・大曲・境・角館・田沢湖・本荘・秋田・宮城（大崎市）
整備工場 横手・大曲・本荘（湯沢・田沢湖に分工場）
㈱羽後交通観光横手・湯沢・大曲・角館・本荘・秋田
㈱羽後交通興業横手・秋田・田沢湖レストハウス

【学卒者（新卒）採用人数】

【インターンシップ】
可能です。

問合先 管理
カンリ

本部
ホンブ

人事課
ジンジカ

　　　　髙貝　心斉
タカガイ　シンサイ

ＴＥＬ　0182-32-4153　　ＦＡＸ　　0182-32-8146

バス営業所事務員、ガイド、整備士、観光業、各職種ご希望に応じて承りますので、
ご連絡お待ちしております。

【入社直後の業務説明】
各職種によって異なりますが、入社後半年ほどは雑務を含めて職場勉強の期間となります。
約半年の職場勉強を経て、実際のバスへの乗務、窓口販売、自動車整備等、それぞれの職種に応じた現場での
業務を開始します。

　　　　　　　　　　　　人事課　高橋　希

大学卒 短大・専門校卒 高卒 計

平成２８年度入社 0 1 5 6
平成２７年度入社 0 0 2 2
平成２６年度入社 1 0 2 3

001357
タイプライタ
-21-



　私たちは、納豆発祥の地、秋田県で納豆を製造している食品メーカーです。

３つの拠点において、多様な大豆素材の商品を取り扱っております。

納豆製造・・・本社・秋田工場（美郷町）、茨城工場（茨城県牛久市）
豆腐・豆乳製造・・・遊心庵工場（横手市）

　　スーパーで売られているおはよう納豆やおはよう豆腐の他に、業務用納豆の分野では業界ナンバーワンの
　シェアを誇り、コンビニエンスストア、回転寿司チェーンに使われている納豆巻の納豆は、そのほとんどが
　ヤマダフーズで製造されております。
　　また、２０１４年に行われた全国納豆鑑評会では『ふっくら大粒ミニ２』が最優秀賞である、農林水産大臣賞
　を受賞いたしました。

会社概要
株式会社ヤマダフーズ 仙台営業所
昭和２９年９月 〒984-0002
昭和４３年３月 宮城県仙台市若林区卸町東1丁目3-7
９８００万円 東京営業所
代表取締役社長　山田　伸祐 〒123-0864
納豆製造販売業 東京都足立区鹿浜2-3-9
豆腐・豆乳・豆乳ヨーグルト製造販売業 大阪営業所
秋田本社・工場・業務用納豆工場 〒533-0033
〒019-1301 大阪市東淀川区東中島1-6-14

秋田県仙北郡美郷町野荒町字街道の上279番地 主要販売地域
茨城工場 国内
〒300-1283
茨城県牛久市奥原町字塙台1753番地 国外
匠の味工房『遊心庵』工場
〒013-0105
秋田県横手市平鹿町浅舞字中東144

高校生の皆さんへ

秋田県から世界に向けて、地域貢献と納豆業界の発展のために頑張って参ります。
わたしたちとともに会社を発展させていく将来の幹部となりうる方を募集しております。

～求めている人材像～
・失敗を恐れない積極性のある人
・従来の既成概念にとらわれすぎない柔軟な発想を持てる人
・よく気がつき、自分で考えて行動できる人

　　インターンシップのごあんない 新規学卒者採用実績
高卒 短大卒 大学卒

　ヤマダフーズ本社・秋田工場にて毎年７月下旬に実施 1 1 6

　会社概要説明、製造作業体験等　計３日間 7
9 1 3

株式会社　ヤマダフーズ

平成２６年卒

韓国・中国・シンガポール・イギリス・ドイツ・フランス・
アメリカ・カナダ・ブラジル・ オーストラリア・クウェ-ト・
ナイジェリア

会 社 名
創 業

平成２７年卒

平成２８年卒

設 立
資 本 金
代 表 者
事 業 内 容

所 在 地

問い合わせ先        秋田県仙北郡美郷町野荒町字街道の上２７９番地 

                  株式会社ヤマダフーズ 本社人事労務課 佐々木 

  Tel：0182-37-2246             
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事業ＰＲシート

株式会社　渡敬
代表取締役　渡部　尚男
 住所　　〒013-0072　横手市卸町2-2 ＴＥＬ0182-32-2525 ＦＡＸ0182-32-7963

【会社の特色】

【みなさんへ一言】
業務管理グループ　　伊藤　淳

【基本情報】

【学卒者（新卒）採用人数】
大学 短大 専門学校 高校 合計

平成28年入社 1 2 2 5
平成27年入社 1 2 3
平成26年入社 3 1 4

※平成29年採用予定 　 1 2 1 4

インターンシップ 可 可能な範囲でご希望に沿って対応します。お気軽にお問合せください。
問合せ先 総務部 伊藤　淳

ＴＥＬ0182-32-7956
ＦＡＸ0182-32-7963

　

【入社直後の業務説明】

 「オフィスのホームドクターを目指して」  

 私たち株式会社渡敬は、文房具雑貨小売店として昭和８年に創業しました。以来、地域の方々のご支援の

もと、地域に密着した会社として成長してきました。 

 現在、私たちは「オフィス構築ソリューション」を主業として、ＯＡ機器、事務用機器、オフィス家具等の販売お

よび保守、サポートなど、幅広い事業を行っています。販売からアフターサポートまでワンストップでお客様が

ご利用できるサービス体制を強みに、最適なオフィスソリューションを提案できる企業です。また、測量機や土

木関連システムも取り扱い、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した土木分野の生産性向上（ｉ-Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）への

対応を進めています。 

 「もっと考え、もっと行動する社員・職場」を目標に、お客様のオフィス環境をつくり、あるいは改善し、これま

で以上に働きやすい職場になるよう日々努力を重ねています。人と接することが好きで、明るく表情豊かな、

コミュニケーション能力の高い社会人を目指す、チャレンジ意欲旺盛な人材を求めています。 

 事業内容：オフィス環境構築ソリューション、測量等土木ＩＣＴ活用ソリューション 

 ＯＡ機器、事務用機器、家具等の販売、保守、サポート、測量機・土木関連システム販売、サポート 

 創業    ：昭和８年 

 会社設立：昭和４３年１０月 

 売上高  ：２７億円   従業員：１０３名   勤務時間：８：３０～１８：００（昼食含む休憩９０分） 

 休日休暇：会社カレンダーによる（年間休日１０７日） 

 福利厚生：グループ新年会、社員旅行、財形、会員宿泊施設利用ほか 

入社直後：１週間の基本研修（社会人の基礎、会社の業務内容理解、各部門見学等）を行った後、最初の所

属部署へ配属となります。６か月間は試用期間として、ＯＪＴを基本に担当業務を変更しながら複数の業務を

経験します。 

業務に携わりながら取扱メーカー等の研修に参加してもらい、業務を習得していきます。 

半年経過後：正式な正社員として辞令が交付され、所属部署での本格的な業務を開始します。メーカー等の

研修は随時継続的に実施していきます。 
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本社（直轄の東京営業所含む）
横手市平鹿町中吉田字上藤根１９２
ＴＥＬ：０１８２－２４－２１８１（代表）

道川１工場（２０１３年開設）
横手市平鹿町浅舞字道川北１８－２
ＴＥＬ：０１８２－２３－５９６１（代表）

道川２工場（２０１６年開設）
横手市平鹿町浅舞字道川北１８－２
ＴＥＬ：０１８２－２３－５９６７（代表）

  ◆特徴－１
　　 昨年、創業４０周年を迎えた従業員２４０名の会社ですが、９９％が秋田県人であり、
　　 横手市に根ざした地元密着型の企業として、まだまだ伸び代を持っています。
  ◆特徴－２
　　 電子部品用、車載用、医療用各種プラスチックコネクタ及び空圧機器の精密部品を
　　 樹脂成形から組立まで一貫して製造しています。
  ◆特徴－３
　　 新卒者採用をはじめ、Ａターンや中途採用も積極的に実施しており、男女を問わず
　　 若い方が活躍できる職場が多くありますので大歓迎です。（来春も採用枠あり）
  ◆特徴－４
　　 学卒者は新規、中途を問わず技術・品管部門を中心に採用実績が８名程度ですが
　　 今後の事業拡大に向けた採用枠がありますし、技術部門経験者は優遇致します。
  ◆特徴－５
　　 インターンシップは毎年受入を実施していますので、お気軽にご相談して下さい。
　　 受入窓口：総務課・福田課長（内線２１０１）まで

株式会社品川合成製作所
ミクロの世界を技術で支える
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事業所ＰＲシート

住所　秋田県横手市増田町増田字上町127-3　　　　

ＴＥＬ　0182-45-2317　　ＦＡＸ　0182-45-2916

【会社の特徴】

　弊社は、外食産業の企業です。主に焼き肉業態を中心に県南及び秋田市などに

１１店舗の飲食店を経営している企業です。

　私達は、食を通じて関わる全ての人々にホスピタリティ（おもてなし文化）を

広めることを最も大切な使命と心得ながら、お客様にお腹を満たす食ではなく、

心を満たす食を提供し、おいしい花を咲かせる事を目指しています。

【皆さんへ（求める人材）】

　環境や人のせいにせず、常に改善・前進しようとする人

人生を楽しもうとする人・利他の心をもつ人を求めています。

【基本情報】

　事業内容・・・・焼肉レストラン・居酒屋・宅配事業・精肉加工処理・通販事業など

　創業年・・・・・昭和３０年

　法人設立・・・・平成６年１月

　売上高・・・・・8億5千万

　従業員数・・・・社員　65名　　　PA　120名

　勤務時間・・・・10：00～22：00（シフトによる）

　休日休暇・・・・シフトにより（月6日～7日・年間休日80日）

　福利厚生・・・・雇用・労災・健康・厚生・退職金制度あり
　　　　　　（但し勤続2年以上から加入）

【学卒者（新卒）実績】

大学 短大 専門学校 高校
0人 0人 1人 3人
0人 0人 0人 4人
0人 0人 0人 7人

【インターンシップ研修】

平成27年度入社 4人

有限会社　日野

合計
平成26年度入社 4人

問い合わせ 社員教育担当　宮嶋 ＴＥＬ0182-23-8529

平成28年度入社 7人

インターンシップ受入れ 可 ・ 否
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株式会社デジタル・ウント・メア
代表取締役 戸田　和彦 専務取締役 岩根　えり子

住所（本社）〒013-0028　秋田県横手市朝倉町6-20

連絡先 TEL・FAX：0182-33-5060

eMail：info@und-meer.com

会社の特色

基本情報
事業内容： Webアプリケーション開発、スマホ・タブレット用アプリケーション開発、

ネットワーク構築・運用・管理・保守、サーバ構築・運用・保守

設　立　： 1996年6月

従業員　： 15名

資本金　： 10百万円

売上高　： 142百万円

休日休暇： 完全週休2日制

福利厚生：

インターンシップ：

高校生のみなさんへ

学卒者（新卒）採用人数

H28年度入社

H27年度入社

H26年度入社

0

合計

0 0 0 0

1

0

1（専門学校）

0

0

0

2

当社のモットーは、「私たちは情熱と技術をもって社会に貢献します」。
この想いを大切にしながら、IT講習会などを通して地域の若手人材育成に注力しています。
その一方で海外にも視野を広げ、インドネシアに関連会社を持つほか、
秋田県横手市と台湾の大学との国際的産学官連携を推進、プロジェクトに参画。
このように、地元・秋田に根差した地域愛と、海外で果敢な活動を行うグローバルな視点が、自
然な形でともに共存しているのが当社です。
台湾からの誘客や相互の人材育成にも注力しています。
これらの取り組みが認められ　2016年、経済産業省 中小企業庁の「はばたく中小企業・小規模事
業者300社」に選ばれました。

可能。（時期：不定、要相談）
問合せ先：総務部門（TEL、FAX：0182-33-5060）担当：佐々木、若松

みなさんこんにちは。IT企業とはどういうものか、想像できますか？
答えは、実はありません。みなさんがしてみたいこと、したいこと、できるのではないか？と想
像したこと。それを形にできる・していくのがIT企業です。
地域に根差しグローバルな視野を持つ当社は、みなさんの持つ柔軟な発想と力強い行動力、逞し
い創造力を応援します。

大学（院卒含む） 短大・専門学校 高校

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
能力給（技術に応じて支給）、財形貯蓄、退職金共済、育児休業（取得実績あり）
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株式会社 マルシメ

代表取締役　遠藤　宗一郎

住所　〒019-0505 横手市十文字町仁井田字東22‐1 

　　　TEL 0182‐42‐2113　FAX 0182‐42‐2281

【会社の特色】

弊社は昭和25年に創業し、県南地域を中心に様々な事業を営んできました。

グローバル化、価値観の変化、少子高齢化、人口減少といった厳しい中で、

既存の価値観に囚われず営業スタイルを変化させ続けている会社です。

今後も地域のリーディングカンパニーとして、この地域に貢献、還元していくために

常に新しいステージを模索し成長し続ける企業を目指しています。

【皆さんへ一言】

変化が激しい時代です。

既存の価値観に囚われるのではなく、自分の成長のために常に勉強をし、

新しい事に積極的に取り組める人材を求めています。

弊社では年齢や経験を重視していません。仕事に対する姿勢を第一に考えています。

共に成長したい、すぐに社会で活躍したいと考えている方はぜひ！

代表取締役　遠藤　宗一郎

【基本情報】

事業内容：各種小売業（Suc事業、SM事業、EC事業）、飲食事業、不動産賃貸業、

　　　　  FC運営

創業年：1925年　会社化（1936年）

売上高：32億25百万円（単体）　35億円（関連FC運営会社含）

休日休暇：年間 105日（勤務シフトによる）

福利厚生：社会保険（雇用・労災・健康・厚生）、健康診断、確定拠出年金、

　　　　   誕生日会、資格支援、スポーツ部など

【学卒者（新卒）採用人数】

インターンシップ可　希望時期、日数等は下記の問合先までお願いします。

問合先　経営企画室CSR・リクルート担当　奥　ちひろ Tel  0182-42-2113

Fax 0182-42-2281

Email  chihiro_oku@sm-lucky.com

※インターン以外にも、何か聞きたい事があればなんでも気軽にお問合せください。

【入社直後の業務説明】

◆入社直後

弊社の理念、ルール等を学んでいただき、その後半年間で様々な部署、部門を

経験していただきます。その中で基礎等を学んでください。

◆入社半年後

本人の希望、理解度、能力等から面談し配属部門を決定します。

平成26年度入社 0 0 0 0

平成28年度入社 0 0 0 0

平成27年度入社 0 0 0 2

事業所PRシート

大学（院卒含） 短大 専門学校 高校
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事業所PRｼｰﾄ

河野光学レンズ株式会社　秋田工場
代表取締役　齋藤　庄太郎
住所　〒019-0501　　横手市十文字町腕越字山道端100　

TEL 0182-32-1486  FAX 0182-42-2189
【会社の特色】

当社は昭和42年、秋田県と横手市（旧　十文字町）の誘致企業として

この地に操業開始し、時代の波に遅れないように設備の充実と技術

の向上に努めて、着実に実績を積み上げて今日に至っております。

現在、1.0㎜～300㎜の光学レンズを成形、研磨、ｱｯｾﾝﾌﾞﾘの完成品まで

一貫製造しております。　又　カメラ、医療、OA、メカトロ、電子部品等多種多様

な製品の要求に対応した加工技術　品質　納期厳守にチャレンジしております。

【みなさんへ一言】

総務部人事課　　
技術がどんどん高度化していく現在、　探求心、向上心を持って仕事に取り組む

姿勢のある人材を求めております。

【基本情報】

事業内容　・・　カメラ、測量機器、医療機器、OA機器、メカトロ、電子関係

　 　 　光学レンズ製造販売

操業年・・・・・　1967年11月

資本金・・・・・　4,800万

売上高・・・・・　10億円

従業員・・・・・　110名　　

勤務時間・・・・ 8：00～17：00（一部交代制、残業あり）

給与・・・・・・・　当社規定による

手当・・・・・・・　皆勤、家族、住宅、職場、役付手当

休日休暇・・・　日曜、祝祭日、お盆、年末年始

　 　第3土曜以外土曜（会社ｶﾚﾝﾀﾞｰによる）

昇給・・・・・・　　年1回（4月）

賞与・・・・・・　　年2回（7月、12月）

福利厚生・・　　定年制あり（60歳）　高齢者雇用　（延長65歳）、社会保険

　 　 　各部活動、社員親睦会（観桜会、納涼祭、忘年会）

【学卒者（新卒）採用人数）】

大学 短大 専門学校 高校 合計

　平成28年度入社 2 2

　平成27年度入社 2 2

　平成26年度入社 3 3

　　インターシップ 可 ・ 否

問合せ先 総務部　人事課 TEL 0182-42-1486　FAX 0182-42-2189

補足　　 実施時期は毎年　7月下旬から8月初旬
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株式会社ノース設計
代表取締役　駒場明彦

〒013-0044　　秋田県横手市横山町2-9　

なかのビルジング2F

ＴＥＬ　0182-23-6535

FAX　0182-23-6536

●基本情報

事業内容 ・・・・・ MP-CADを使用して全国向け木材住宅のプレカット用加工データ作成

創業年 ・・・・・ 平成27年4月　（平成27年3月まで、別会社にて実務。分社化により4月弊社を設立）

従業員数 ・・・・・ 10名　（男3名、女7名／平均年齢25歳）

勤務時間 ・・・・・ 8:00～17:20　（休憩：午前10分、昼60分、午後10分含む）

休日 ・・・・・ 当社カレンダーによる　（概ね　土、日、祝　　年末年始、お盆休み、ＧＷ）

福利厚生 ・・・・・ 社員旅行、忘年会、その他

その他 ・・・・・ 住宅手当あり

●会社の特色

弊社の事業内容は、全国向けの木造住宅プレカット用の加工データを作成しております。

会社を設立してからまだ間もない会社ではありますが、全国大手プレカット会社と契約を交わし

全国向けの一般住宅用の構造図面作成、月約300棟分の依頼を受けていることもあり、

将来的にもとても安定した会社です。

また、弊社では平均年齢25歳と、とても若い先輩方が業務において活躍しております。

丁寧に指導をしてくれる先輩方がおりますので、建築科卒業の方はもちろん、それ以外の学科を

卒業された方も入社され、今ではどんな物件でも入力出来るようになっております。

その他、社員のモチベーションを上げるため、みんなの頑張りにもより、海外への社員旅行

も実現しておりますし、毎年近隣の温泉宿での忘年会を行うなど、福利厚生面でも大変充実

しておりますので、社員の仕事に対する意欲が増しております。

●みなさんへ一言

大切なお客様の新築平面図を基に、住宅に必要な柱や梁、壁合板や床合板など、

家１棟分に必要な材料をＣＡＤで入力することで、立体化され、

自分が組んだ住宅が出来上がります。  とても、やりがいのある仕事です。

住宅の構造に興味がある方を求めています。

また、将来的には建築士の資格取得を目指して頑張って頂ける方大歓迎です。

●学卒者（新卒）採用人数

平成26年度入社 高卒　6名

●インターンシップ

　可 否 ※ご希望時期、日数はお問合せ下さい　

問合先：　　総務担当　大和まで　0182-23-6535

事業所ＰＲシート
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事業所ＰＲシート

代表取締役社長　　小松充明

住所　　　〒019－0505　秋田県横手市十文字町仁井田八萩82　　　

ＴＥＬ0182-42-3571　
ＦＡＸ0182-42-4506　

【会社の特色】

【みなさんへ一言】

秋田工場長　　　小川恵宏

【基本情報】

・事業内容・・・・・・ＮＣ自動旋盤による切削加工及び研削加工
・設　　　立・・・・・・1966年10月「有限会社岡谷精機研究所」　　1982年10月　組織変更

　　 　　「岡谷セイケン株式会社」とする。
・売 上  高・・・・・・17.3億円(国内）　　従業員数100名(秋田工場56名）　　

　 　　　20.8億円(海外)　 従業員数　658名（ベトナム）
・年間休日・・・・・・会社カレンダーにより、114日　（年末年始、ゴールデンウイーク、夏季休暇）　
・福利厚生・・・・・・健康保険、　雇用保険、　厚生年金　、介護保険、通勤手当、皆勤手当、家族手当、
　　　　　　　忘年会　　　　　　　　 　慶弔見舞金、改善提案表彰(年２回）　忘年会補助　　など

【学卒者（新卒）採用人数】

大学 短大 専門学校 高校

2

2

3

岡谷セイケン株式会社　秋田工場

合計

平成29年度入社（予定） 2

　弊社は、1963年(昭和38年）創業以来、三つの合言葉が定着しています。それは、「社員が誇りをもてる
会社にしよう―　お取引先様に信頼される会社にしよう　―　地域に貢献できる会社にしよう」の三箇条で
す。
　この伝統的な経営理念のもと、　”存在価値のある企業”であり続けるため、急速なグローバル化に対
応しながら加工技術と生産性の向上を目指してまいりました。

　自分で考えて行動できる方。また、自らを向上させていこうとする意欲・姿勢をもった方。そしてグローバ
ル化に伴い、将来、海外勤務にも意欲的な人材を求めております。

平成27年度入社 3

インターンシップ 可 ・ 否

平成28年度入社 2
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企業PRシート

渡敬情報システム株式会社 ホームページ　http://www.wisco.co.jp

代表取締役　渡部　尚男 TEL0182-32-3005　　FAX0182-32-1224

本社住所：秋田県横手市横手町大関越92　　

東京オフィス：東京都中央区八丁堀3丁目13-9

会社の特徴

皆さんへ一言

基本事業内容

学卒者（新卒）採用人数

合計

2

2

2

インターシップ

入社直後の仕事及び研修

希望者受け入れ可能：個別申し込みにより毎年6月以降受け付けます。

問い合わせ先：採用担当　藤原まで問い合わせください

グループ全体新人研修：約10日間

各部署での研修：社内で簡単な仕事をしながらの研修含み3か月間（社内研修、社外研修）

通常の新人業務開始：約6か月後から開始

平成28年度

大学（院卒） 専門学校 既卒者(2年未満）

1 1

1 1

1 1

　弊社は、平成3年に株式会社渡敬から分離独立した、ソフトウェア開発を行う会社です。お客様は、秋田県内及

び東北地区にお客様がおります。それに加え近年では、東京を中心とするお客様も数多くおります。

　弊社の特徴は、ソフトウェア会社によくある形態の下請け業務を行っている会社と違い、直接お客様と取引をした

り、全国的に販売できる自社のパッケージソフトを開発を行ったり、自社で考えた事を、自社の社員が実現に向けて

活動していることが、一般的なソフト会社と大きく違う点です。

　自分達で考えた「しくみ」が、全国の会社に販売導入できるとても遣り甲斐のある仕事をしています。一緒にチャレ

ンジする人をいつも募集しています。

　新卒だけではなく、東京などで2，3年仕事をして、地元に戻り仕事をしたい方も大歓迎しています。

業務内容　：ソフトウェア開発及びコンピュータ県連機器販売、クラウドサービス事業

創立　　　　：平成3年8月（創業27年）

休日　　　　：会社カレンダー（概ね週休二日制）

年間売上　：約4億

従業員数　：38名

主な取引先：日本マイクロソフト、応研株式会社、株式会社弥生、全国の民間企業

平成26年度

平成27年度
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市立横手病院
院長　丹羽　誠（にわ　まこと）

住所　〒013-8602　横手市根岸町5-31　ＴＥＬ　0182-32-5001　ＦＡＸ　0182-36-1782

ホームページは『市立横手病院』で検索を!!　  E-mail  yokotehp@yokote-mhp.jp

【病院の特色】

  明治22年に設立された当院は、127年の

自治体病院の歴史がありながらも、常に

進歩を続ける新しい病院です。

  地域の人々からの信頼にお応えして、安

心できる良質な医療を提供し、心ふれあう

人間味豊かな対応に努めております。

そして、医師会、各医療機関、福祉施設と

の連携により、住民の皆様が安心して暮ら

せる地域づくりに貢献してまいります。

【みなさんへ一言】

総務課総務係　糸井　豪

医師免許、看護師免許、各種医療技術職の免許を取得した際は、是非、地元の横手病院へ。

お待ちしております！（看護師の奨学金制度も平成29年度より実施予定です。）

【基本情報】

事業内容：病院事業（外来診療、入院診療、薬剤業務、リハビリ業務、放射線業務等）

身　　分：公立病院のため地方公務員となります。

給与体系：地方公務員に準じます。（横手市役所と同様の扱いになります。）

休日休暇：土日、祝日、年末年始（12/29～1/3）、夏季休暇（3日）、冬季休暇（2日）ほか

福利厚生：病院互助会主催の各種行事の補助、提携ホテル宿泊割引、共済貯金等

【学卒者（新卒）採用人数】

合計

13

11

16

インターンシップ

問合先 課長補佐　柿崎　正行 TEL 0182-32-5001　FAX　0182-36-1782

補　足 ご希望時期、日数はお問い合わせ下さい。

可　　　　・　　　　否

平成28年度採用

平成27年度採用

平成26年度採用

専門学校

9

8

9

1

3

6

3

1

大学 短大
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住所　〒013-0037　秋田県横手市前郷二番町７－１３　　TEL　0182-32-1697　　FAX　0182-33-4821

・大正６年創業の総合建設業（秋田県格付：建築Ａ、土木Ａ）です。

・品質の国際規格ＩＳＯ９００１、環境の国際規格ＩＳＯ１４００１の認証を取得しています。

・お客様第一主義の考えのもと、顧客満足の向上に努めています。

・国土交通省、農林水産省、秋田県、横手市等の優良工事表彰を多数受賞しています。

・クリーンアップ、花壇の整備、インターンシップの受け入れ等社会貢献活動を多数実施しています。

【みなさんへ一言】

誠実で何事にも前向きに取り組めるファイトのある方を求めています。

事業内容 ・・・ 建築工事（学校・病院・ホテル・工場・福祉施設・マンション・寺社・住宅等）

土木工事（河川・道路・農業土木・森林土木・舗装・法面等）

創 業 年 ・・・ 大正６年

売 上 高 ・・・ ３２億円

従業員数 ・・・ ３６名

勤務時間 ・・・ ８：００～１７：３０

休日休暇 ・・・ 年間１１１日（完全週休２日制：土・日・祝）

福利厚生 ・・・ 退職金制度、財形貯蓄制度、団体生命保険制度、忘年会、レクリエーション行事

【学卒者（新卒）採用人数】
大学（院卒含） 専門学校 高校 合計

1 1

1 1

1 1 2

【インターンシップ】

問合先 常務取締役　山下　圭

代表取締役　武茂　広行

事業所ＰＲシート

【会社の特色】

短大

横手建設株式会社

【基本情報】

TEL　0182-32-1697　FAX　0182-33-4821

　受け入れ可能です

平成28年度入社

平成27年度入社

平成26年度入社
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【法人名】　学校法人　土屋幼稚園

【施設名】　認定こども園　土屋幼稚園・保育園

【住　 所】　〒013-0033　秋田県横手市旭川二丁目2番26号

【 T  E  L 】　0182-32-8817 【 Ｆ  Ａ  Ｘ 】 0182-32-8847

【Ｈ．Ｐ．】　http：//tutiya-yokote.sakura.ne.jp/

【基本情報】

【園の特色・教育目標】

【学卒者（新卒）採用人数】 【職員組織】

大学 短大 計 理事長 1名 事務長 1名

0名 1名 1名 園　　長 1名 運転手 2名

平成28年度 1名 0名 1名 主幹教諭 1名 調理員 1名

平成27年度 0名 1名 1名 幼稚園教諭 9名 園　　医 2名

英語講師 1名 学校薬剤師 1名

【仕事の内容】

【高校生のみなさんへ一言】

文部科学省管轄の幼稚園で、２歳から入園できます。平成２８年４月より幼稚園型認定こども園に移行し、保育園の機
能も併せもち、園内では幼稚園の子も保育園の子も一緒に遊び、その中で社会のルールやたくさんのことを日々学ん
でいます。
幼稚園・保育園・認定こども園で働くには幼稚園教諭や保育士の免許（資格）が必要です。いろいろな学校のオープン
キャンパスに行ったり、資料を見たりして自分に合った学校を選んでください。子どもが大好きな方、大歓迎です。

※子どもの年齢に応じて生活全般にわたる保育業務
・子どもの身の周りの世話（着替え・食事・排泄）
・園内外での遊びの補助と発達支援（遊びを中心とした生活を通して心身の健やかな発達を促したり、サポートする。）
・保育教材の準備
・保育室ほか園内外の清掃業務
・家庭への連絡

1974年　9月　　学校法人土屋幼稚園を設立・学校教育法第4条により秋田県知事の認可を受ける
1975年　4月　　開園
1975年　9月　　園歌制定
1978年　9月　　園舎増築（2階保育室）
1992年　4月　　スクールバス2台となる（ワゴン車購入）
2013年　6月　　各保育室にエアコンを設置
2015年11月　　園庭拡張（園舎裏側園地購入）
2016年　4月　　認定こども園（幼稚園型）

≪土屋幼稚園の建学の精神》
「広い心・明るい心・澄んだ心」が宿る健やかな心身をはぐくみ、「小さな和から大きな輪へのひろがりを」を目指す
《教育・保育目標》　『のびのび遊んで心も体も元気に』
目指す子どもの像
1.恵まれた自然環境のもとで、心も体も明るく強い子ども
2.集団生活の中で基本的な生活習慣が身につき、自信をもって行動できる子ども
3.友達との遊びを通して人を思いやる心をもつ子ども
4.音楽を通して情操豊かな心をもつ子ども
5.自分で考えて行動し、最後までやりぬく子ども

平成29年度（予定）
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事業所ＰＲシート

ＪＡ秋田厚生連（秋田県厚生農業協同組合連合会）

代表理事理事長　佐藤　秋弘

住所　〒010-0976　秋田市八橋南二丁目10番16号

電話　018-864-2621（代表）

ＵＲＬ　http://www.akitakouseiren.or.jp

【当会の特色】

【基本情報】

○設立…昭和23年

○従業員数…5,145人

○事業所

○勤務時間…平日8：30～17：00

　　　　　　（職種により夜勤、宿日直、拘束等の勤務有り）

○休日休暇…週休２日制、土曜、日曜、祝祭日、夏期休暇、年末年始休暇、特別休暇

○福利厚生…退職金制度、団体生命保険制度、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

【最近の募集状況】

○職種

○採用実績

　平成28年度　202人（医師除く）

○応募範囲

　専修卒、短大卒、大学卒、大学院卒　※医療職については有資格者

【インターンシップ】

平鹿総合病院において病院見学（看護部・薬剤部ほか各部門）の実績あり

　※見学時期・見学部門については要相談

　問合先：平鹿総合病院　総務管理課　TEL0182-32-5121

医師・保健師・助産師・看護師・薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業
療法士・言語聴覚士・臨床工学技士・管理栄養士・事務職員

秋田県全域に広がる厚生連病院ネットワークで、地域の皆様の健やかな暮らしを支えていま
す。県内すべての医療圏に９病院を配置し、地域の皆様の健康を守るべく総合的な医療を展開
しており、それぞれが基幹病院として位置づけられています。

県内９病院１事業所に加え、４診療所、短期入所生活介護事業所のほか、訪問看護ステーショ
ン並びに居宅介護支援事業所を各事業所に併設しています。

001357
タイプライタ
-35-



【法人の特色】

≪高齢者施設≫
・養護老人ホーム　映月荘 横手市上境字館133-5 TEL：0182-36-1211
・特別養護老人ホーム　ビハーラ横手 横手市上境字谷地中139 TEL：0182-35-6021
・横手市特別養護老人ホーム　鶴寿苑 横手市山内土渕字鶴ヶ池31-3 TEL：0182-53-2300
・特別養護老人ホーム　ビハーラ赤坂 横手市赤坂字仁坂105-3 TEL：0182-32-1171

≪保育園≫※本日は別ブースで参加しています。保育事業に興味ある方はお気軽に訪問下さい。
・相愛保育園　　　　・和光保育園

【みなさんへの一言】法人本部事務担当：田畑　真志

【基本情報】

【学卒者（新卒）採用人数】≪介護職員での採用≫
大学 短大 専門 専攻科 高校 計

1 3 2 6
1 1 1 3
2 2 4 8

【インターンシップ】
受入れ可
問合せ先…法人本部事務担当　田畑（たばた） TEL：0182-35-6021　　FAX：0182-35-6024

※お気軽に、ご希望時期・日数等はお問い合わせください。施設見学も随時、受け付けております。

【入社直後の業務説明】

【当法人ホームページ】
ホームページ…http://sowakai.jp/
※是非、一度ご覧ください。

平成27年度入社
平成26年度入社

*入社直後は、介護に関する知識・技術はもちろんの事、社会人として働く上で大切な事は、先輩職員が付き教育
を担当します。最初は、分からない事が多くて不安だと思いますが、先輩の教育を受けることで少しずつ・確実に知
識・技術等を習得していきましょう。シフト制の為、配属先によっては様々な勤務形態があります。業務習得の状況
を加味し、夜勤も行って頂きます（最初の内は、先輩職員も一緒に夜勤業務にあたります）。

昇給…あり（前年度実績2,700円）、賞与…あり（入職2年目より年2回、計2.2～2.8ヶ月分。入職1年目は0.5ヵ月分）
退職金…①福祉医療機構社会福祉施設等退職手当共済制度　※全額法人負担
　　　　　　②福利協会退職給付金　※法人と職員の等分負担
その他…就職支度金制度あり（新卒入社70,000円、中途入社50,000円）、クラブ・サークル活動支援制度あり（H28.8～）

平成28年度入社

各種手当…資格手当・通勤手当・住居手当・扶養家族手当・夜勤手当（4,300/回）・宿直手当（映月荘のみ5,000円/回）

横手市内に高齢者施設4ヶ所、保育園2ヶ所を運営しています。平成27年6月、ユニット型特別養護老人ホームビ
ハーラ赤坂が新規開設。入所施設からデイサービス、ヘルパーステーションまで、ご利用者の多様なニーズに対応
できる多彩な事業を展開しています。

入職の際の費用軽減のために就職支度金制度を設けており、育児休業制度・介護休業制度・2種類の退職金制度
への加入など、福利厚生や手当も充実しています。ライフステージに合わせた各種制度により長く安心して働ける
職場です。全ての施設が横手市にあり、地域に根差し・地域に寄り添った運営を行っています。

事業内容…老人福祉事業　　　従業員数…法人全体で約270名
勤務時間…勤務シフトによる（労働時間は1日8時間）　　休日休暇…勤務シフトによる（概ね週休2日制・年間108日）
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≪相愛保育園≫ ≪和光保育園≫

住所：〒013-0061　横手市横手町字五ノ口9 住所：〒013-0824　横手市下境字関合114-6
TEL：0182-36-1334　　FAX：0182-36-1826 TEL：0182-36-1221　　FAX：0182-23-9230

【保育園の特色】
≪相愛≫

≪和光≫

【みなさんへの一言】相愛保育園 園長：萱森幹子、和光保育園 園長：伊藤ルミ子
≪萱森≫

≪伊藤≫

【基本情報】

【学卒者（新卒）採用人数】
計
2
2
2

【インターンシップ】
相愛保育園…受入れ可
問合せ先…相愛保育園 園長　萱森（かやもり）　　　TEL：0182-36-1334　　FAX：0182-36-1826

和光保育園…受入れ可
問合せ先…和光保育園 園長　伊藤（いとう）　　　　　TEL：0182-36-1221　　FAX：0182-23-9230

※お気軽に、ご希望時期・日数等はお問い合わせください。施設見学も随時、受け付けております。

【当法人ホームページ】
ホームページ…http://sowakai.jp/
※是非、一度ご覧ください。

丈夫な体と遊びや体験を通して豊かな感性が養えるよう、感育や石井式国語教育、外国人講師による英語教室、
サッカー教室など様々な活動に取り組んでいます。また循環する命についての食育指導を行い、感謝の心を育くむ
活動も行っています。“いま”が“いつか”につながる体験を通して生きる力の基礎づくりを大切にしております。

緊張、覚える、慣れる、考える、感動！5日間学ぶ事で、子ども達の純真さ、かわいさに癒され、元気をもらうやり甲
斐のある仕事をみつけることが出来ます。大切な子ども達と一緒に未来予想図を描いてみませんか？

定員50人。在籍人数50人。職員数16人。当園では、四季を通して戸外活動を十分に取り入れ、遊びの中の学びを
大事にしています。そして、健やかな心と体を育む活動を進めております。子ども達はアットホームな環境の中のび
のびと元気に過ごしています。平成30年4月から移転改築により新園舎となる予定です。

相愛保育園・和光保育園（社会福祉法人　相和会）

専門学校

今、自分に与えられている時間を大切にして頑張って下さい。勉強、スポーツ、遊び、読書などに熱中し、色々な事
を吸収してほしいです。人を育てる仕事です。家族、友だち、身近にいる人たちへの感謝や思いやりの心が相手に
対しても愛情を注げる人になると信じています。

その他…就職支度金制度あり（新卒入社70,000円、中途入社50,000円）、クラブ・サークル活動支援制度あり（H28.8～）

事業内容…保育事業　　　従業員数…（相愛）24名　（和光）16名
勤務時間…シフト制による（労働時間は1日8時間）　　休日休暇…園カレンダーによる（概ね週休2日制・年間108日）
各種手当…資格手当・通勤手当・住居手当・扶養家族手当
昇給…あり（前年度実績2,700円）、賞与…あり（入職2年目より年2回、計2.8ヶ月分。入職1年目は0.5ヵ月分）
退職金…①福祉医療機構社会福祉施設等退職手当共済制度　※全額法人負担
　　　　　　②福利協会退職給付金　※法人と職員の等分負担

平成28年度入社
平成27年度入社
平成26年度入社

大学 短大
2
2
1 1
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事業所ＰＲシート

創和建設株式会社

代表取締役社長　小原　朗

住所　〒013-0036　秋田県横手市駅前町１３－８　　 TEL 0182-32-2680　　FAX 0182-32-7500

【会社の特色】

 　弊社は創立以来、人々の暮らしや産業・経済・文化・観光生活圏交通の開発発展に重要な建

 設工事会社として、秋田県のみならず岩手・福島・宮城など東北で幅広く仕事をしております。

 　各地での異常気象や災害の発生など建設工事の重要性が年々増していく中、より高度なもの、

 より安全なものが求められています。本質的なものを忘れない中にも、新しく変化しているも

 のも取り入れ、確かな技術と誇れる人材で多様化するニーズに応えるために、これからもチャ

 レンジして参ります。

【みなさんへ一言】

 　先人の技術を大事にしながら時代の求める新しい知識もどんどん吸収して、自分自身を進化

 させていきたいと考える人材を求めております。

【基本情報】

 事業内容 ・・・ 総合建設業（土木工事一式、建築工事一式）

 創業年 ・・・・ 昭和３９年９月　　　　　　従業員数 ・・・ ６８名

 売上高 ・・・・ ２８億３千万円　　　　　　勤務時間 ・・・ ８：００～１７：００

 休日休暇 ・・・ 会社カレンダーによる（変形労働時間制）

 福利厚生 ・・・ ３保険加入（雇用保険・健康保険・厚生年金・厚生年金基金）

 　　　　　　　　野球大会、忘年会、市内フィットネス企業会員

【学卒者（新卒）採用人数】

大学（院卒含） 短大 専門学校 高校 合計

平成２８年度入社 １ １

平成２７年度入社 ２ ２

平成２６年度入社 １ １

 インターンシップ　　　可　　　・　　　否

 問合せ先　　総務部総務課　吉田　健　　TEL 0182-32-2680　 FAX 0182-32-7500

 補　　足　　ご希望時期、日数はお問合せ下さい。

【入社直後の業務説明】

 ※入社直後（入社後半年間は原則残業なし）

 　・社員の心構えや就業規則、安全、５Ｓに関する説明

 　・先輩の指導による現場管理補助（測量手元、写真整理、清掃 等）

 ※半年経過後

 　作業の理解度、能力等から配置先（現場等）を決定します。残業、県外赴任等が発生します。
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　※３人とも、高校時代に介護職員初任者研修（ヘルパー２級相当）を修了し、入社しています。

横手市内で、介護老人福祉施設を５施設、児童養護施設１施設、

が必要です。大変な仕事ですが、やりがいもあります。仕事を通

○職員数：３４６名（男性１００名、女性２４６名）

①会社の特色

事業所ＰＲシート

菅原希生さん：増田高校出身 小西祥太さん：雄物川高校出身 高橋遥綺さん：羽後高校出身

入社１年目：平成２７年入社入社５年目：平成２４年入社 入社１年目：平成２７年入社

　社会福祉法人　ファミリーケアサービス

　横手市横山町１番１号

　０１８２－３３－７７７７

事業所名

住所

連絡先

○問い合わせ　　就職担当：すこやか館合 施設長　佐藤 公法
⑤インターンシップ

○その他　　ご希望時期、日数は、お問い合わせ下さい。

○平成26年度　大学0名　短大2名　専門学校1名　高校2名　計5名

④学卒者採用人数実績

　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０１８２－５６－２８００

○平成28年度　大学3名　短大5名　専門学校0名　高校4名　計12名

○受入れ　可能

○平成27年度　大学1名　短大4名　専門学校3名　高校3名　計11名

母子生活支援施設１施設、障がい者支援施設１施設を運営して

して得られるもの、感じることは、自分自身の成長にもつながりま

います。

国家資格「介護福祉士」目指して ご利用者の「ありがとう」や笑顔に 日々勉強！先輩たちが優しく教え

頑張っています。 元気をもらっています。 てくれて、ありがたいです。

②高校生のみなさんへ一言

③基本情報

す。是非一緒に成長していきましょう。

○休日：年間１２０日   　○賞与：年２回あり

これからますます高齢社会となる横手市で、「支え」となる若い力

○事業内容：社会福祉事業　　　○設立：平成５年７月
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プレステージ・インターナショナル 山形ＢＰＯガーデン 

2014年度グッドデザイン賞受賞 

2017年4月 横手市条里 仮センター オープン 

プレステージ・インターナショナルが秋田市に続き横手市に新たなＢＰＯセンターを立ち上げます。 

Next10 これからの10年に向けて一緒にかがやきませんか！ 

株式会社プレステージ・インターナショナル 横手BPO準備室 

〒010-1633 秋田県秋田市新屋鳥木町1-172 秋田BPOキャンパス内 

     横手専用ダイヤル：018-872-7030       URL   http:www.prestigein.com 

          （受付：平日9:00-18:00)                   E-mail  yokote_kanri@prestigein.com 

 

地元・横手で働く「あなた」のワークライフ・バランスを実現します。 
・事務センターでのオフィスワークのお仕事です。 

・国内外の一流企業のクライアントさまからの幅広い業務を受託し、お客様の「困った」をサポートしています。セールス・ノルマはございません。 

・新社屋は充実したオフィス環境と社員１人１人の充実した生活のサポートができるよう各種福利厚生制度を完備。 

・研修制度が充実、未経験の方もスキルアップが可能です。 

2/21(火）はVRが体験できる！！   
秋田の建物の中の様子、実業団の女子バスケの練習を体感できます。秋田市まで見学に来られない方はぜひご体感ください！ 

高校２年生の皆様へ 
・横手BPOでは、はじめての募集となります。2018年新センターオープンに向けての新メンバー募集ですので、チャンスを活かしてみませんか？ 

・インターンシップも、体験や基本的なビジネスマナーなどの研修を行う予定です。 

・「どんな会社なの？」「どんなお仕事をするの？」など、お話を聞きにブースにぜひお立ち寄りくださいね。 

【募集内容】 

・雇用形態…地域正社員・契約社員   

・勤務地…横手市→2017年4月仮センター横手市条里スタート。2018年秋 新センターオープン（託児所・カフェテリアなど福利厚生施設設置予定） 
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事業所ＰＲシート

株式会社　東北メディカルエイドサービス

代表取締役　小原 憲夫

住所　 本社 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 東京建物仙台ﾋﾞﾙ12Ｆ ℡022-212-3334

北宮城支店 〒987-2216 宮城県栗原市築館伊豆4-1-33 三和ﾋﾞﾙ２Ｆ ℡0228-21-4778

秋田事業所 〒013-0043 秋田県横手市安田字縄手添2 ﾄﾘﾐｵﾝ駅南402 ℡0182-35-4022

【会社の特色】

弊社は電子カルテ・オーダーリングシステムをコアに各種部門システムを提供し、更に医事業務・ｸﾗｰｸ業務・中材

業務・物品管理業務など病院業務全体の委託業務を可能にした新しい形の会社です。

【みなさんへの一言】

秋田事業所　山本 美紀子

病院の中でのお仕事です。患者さんの気持ちにそっと寄り添える方を求めています。

貴女の笑顔で患者さんが元気になります。

【基本情報】

会社設立　 ： 平成15年１２月

資本金 ： 1,000万円

従業員数 ： 220名（平成28年12月1日現在）

関連会社 ： 株式会社システムエイド

【学卒者（新卒）採用人数】

大学 短大 専門学校 高校 合計

平成28年度入社 2 2

平成27年度入社 2 2

平成26年度入社 2 2

＊秋田事業所での採用人数です。

【インターンシップ】

問合先 ： 秋田事業所　山本 ℡0182-35-4022 Fax0182-35-4044

補足 ： 採用の年により期間が異なります。

【業務内容】

医事業務（医療事務・各科受付・休日夜間受付・会計窓口等）

医師事務作業補助
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大学 短/専 高校 合計

1 0 4 5

1 0 2 3

2 0 1 3

問い合わせ先

可　　　　・　　　　否

平成29年7~8月（夏休み期間中）を予定しています

☎0182-32-3670

インターンシップ

受入

管理部 課長

取締役管理本部長 山縣　 新一

佐藤　　誠

　地元への就職を考えている人、車が好きな人、あの大きなトラックを運転してみたいと思っている

人、当社では、物流の第一線で活躍するドライバーを募集しています。中型免許をはじめ、大型免許や

フォークリフト免許など、仕事で必要な免許は、取得費用を会社が負担する制度も充実しています。当

社のマインドでもある「何事もまずはやってみる」というチャレンジ精神旺盛な人材を求めています！

興味のある人は、サマーインターンシップ（学年問わず）に参加してみよう！

【みなさんへ一言】　管理部 課長（採用担当）　佐藤　誠

【基本情報】

物流業（輸配送　流通加工　荷役　倉庫　梱包）　通関業

産業廃棄物収集運搬業　石油製品販売業　ハウスクリーニング事業

ソーラー事業

事 業 内 容

福 利 厚 生

売 上 高 41億6000万円
休 日 数 年間休日（105日 or 88日）　部門カレンダーによる

各種免許取得制度　グループ会社親睦会　野球部（ヨコウントラッカー

ズ）　ウィンタースポーツ同好会　ゴルフ同好会等

創 業 明治14年

入社年月

平 成 27 年 4 月 入 社

【新卒採用実績及び離職率】

新卒離職率

平 成 28 年 4 月 入 社

代表取締役社長　塩田　充弘

〠013-0072　横手市卸町8番14号　☎0182-32-3670　FAX32-5672　saiyo@yokoun-group.jp

平成29年4月入社予定

過去10年間の

【会社の特色】 2012年6月に横手運送株式会社から「ヨ

コウン株式会社」へと社名を変更しました。現在は物流事

業を主体として、ハウスクリーニングをはじめ、ソーラー

事業など「物流にとらわれないサービス」を提供していま

す。 

 社員全員が、「TRY CHALLENGE（～環境の変化に対応

し変化を機会として挑戦します～）」をＹＯＫＯＵＮマイ

ンドとし、新しい物流サービスを生み出す「東北オンリー

ワンの総合物流サービス企業」を目指して日々邁進してい

ます。 

平成28年入社 佐藤陸大（雄勝高校卒） 

フォークリフトの免許を取って、助手として

頑張っています！小さなことや単純なことで

も安全第一で作業しています。 
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株式会社ＲＶトラスト 

■■ 車づくりを通して、社会的貢献、地域社会の発展に貢献しませんか ■■ 

人と街をつなぐキャンピングカー 

■業種・事業内容 
 ○キャンピングカー及び、特装車製造販売 

 ○キャンピングカーの製造 

 ・組み立て、シート縫製 

 ・工場内の組立・製造業務に付随する業務 

■募集職種の仕事内容 

＜賞与＞年２回基本給＋業績による賞与   

＜初任給＞ 秋田工場勤務 145,000円 
■賃 金 

＜昇給＞ 本人の実績による昇給 

＜他手当＞ 通勤手当（マイカー可Ｐ有）  

［設立］平成27年  
［代表者名］代表取締役会長 渡邉靖司  
［資本金］  2,000万円 

［従業員数］40名（福岡販売含む） 
［所在地］  秋田県横手市八幡字長者町２５－１ 

［ＷＥＢ］http://www.rvtrust.co.jp 

 

＜有給休暇＞6ヵ月後（初年度10日） ＜休日＞週休２日制 

■就業時間・休日 

 ＜就業時間＞8:30～17:30  

 

 

＜その他＞ 退職金制度、従業員持株会、財形貯蓄、株式付与制度 

＜雇用形態＞ 正社員  

■福利厚生等 

 
＜加入保険等＞ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 

※平成29年度予定 

＜その他＞ 普通自動車免許（AT限定可）※取得時期応相談  

＜求人数＞ 5人 

■求人データ 

■企業データ 

問い合わせ 

 株式会社ＲＶトラストでは、ファミリーからシニア世代まで楽しめる、コンパ
クトでお求めやすい普段使いも可能なＭＰＶ（マルチパーパスビークル）～

本格的なキャンピングカーを製造・販売。新しいカーラーフの楽しみ方をご

提案しています。日常からレジャーまで様々なシーンに対応し、生涯の友に

なる「ライフビークル」というコンセプトは、人・街・社会をつなぎ、地域社会

の発展への貢献です。そんな究極の車を手がけませんか！ 

＜採用実績＞平成27年度 １人採用 

インターンシップ（夏季休業中） 
  工場内の製造体験 
  ・製造工程の見学 
  ・組み立て補助 
  ・部品製造体験  
  ・先輩社員交流会 等 

〒812-0016  福岡市博多区博多駅南 5–15-18 
TEL / 092–437–8944  FAX / 092–437-8966 
E-mail / sakasegawa@trustpark.co.jp 

ラインの仕事ではなく、車
一台一台を手がける職人技
を先輩から学んでくださ
い！！ 
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企業情報 
取締役頭取 湊屋 隆夫 

〒010-8655 秋田県秋田市山王三丁目２－１ 

TEL：018-863-1212（代表） 

FAX：018-866-7023 

H P：http://www.akita-bank.co.jp 

Mail:saiyo@akita-bank.co.jp 

企業概要［平成２８年３月末］ 

事業内容：普通銀行業 
創    業：明治１２年 
資 本 金 ：１４１億円 
預金残高：２兆５，７０７億円 
従業員数：１,４０７名 
店 舗 数 ：９７か所 
勤務時間：８:３０～１７:００ 
     ８:３０～１７:４０(特定日) 
休  日：完全週休２日制 

 

当行の取組み 
当行は明治１２年の創業以来、一貫して「地域共栄」を経営理念に掲げ、地域のリーディングバンクとし

て、郷土・秋田の発展とともに歩んできました。また近年は地域産業の振興強化に加え、超高齢社会への

対応を展望し、高齢者の活きがいの創造に取り組むなど、地域が抱える課題を多面的にとらえ、活力へつ

なげる施策を展開しています。 

採用実績 

２８年度 

８０名 

２７年度 

７４名 

■高卒 ５名 

■短卒 ４名 

■大卒７１名 

■高卒 ３名 

■短卒 ６名 

■大卒６５名 

インターンシップ 
当行では高卒者向けインターンシップの斡旋を行っておりません。 

ご希望の方は最寄の本支店へご相談ください。 

［事業所ＰＲシート］ 

メッセージ 
地域経済を取り巻く環境が激変するなかで、｢地域共栄｣を実践していくためには、郷土を元気にしたいと

いう高い志と行動力、そして困難に直面しても諦めない持続力を備えた人材が必要です。 

当行の理念に共感し、地域のために持てる能力を存分に発揮したいという意欲あふれる皆さんとお会いで

きることを楽しみにしています。 

２９年度 

８８名 

■高卒 ６名 

■短卒 ５名 

■大卒７７名 

http://www.akita-bank.co.jp/
http://www.akita-bank.co.jp/
http://www.akita-bank.co.jp/
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　事 業 所 P R シ ー ト

　　　　TEL : 0182-26-3281      FAX : 0182-26-4127    秋田業務課課長　髙田

　 　

26 年度 27 年度 28 年度

8 人 6 人 11 人

6 人 5 人 8 人

（ 可 ・ 否 ）

2～3 人）

）

・入社直後 社内研修(5S・安全作業、ISO品質・環境、就業規則、賃金規定、

交通安全教育)実施後、製造部にてミシン作業を約３ヶ月習熟。

・３ヶ月経過後　　採用部署へ正規配属、製造部はミシンラインへ投入し、残業等が

発生してきます。

職場の風景　

・実施出来る内容（ＮＣ裁断工程、ピックアップ、ＰＣ操作等

入社直後の業務説明

小学生、高校生の工場見学 　毎年、多数の学校や地域の工場見学受入を実施しております。(H28年実績：4校)

永年勤続表彰制度　など

インターンシップの受入れの可否

・受入可能時期　（　7月後半～8月上旬：夏休み期間中の3日間程度　）　

・受入人数　　　（

秋田事業所、横手事業所、名古屋事業所、長野事業所

　従業員数 秋田/横手 380人、名古屋 32人、長野 113人

(秋田/横手事業所での採用者は横手市内勤務：大森町、平鹿町）

　福利厚生 社会保険完備、メモリアル休暇制度、大型連休あり

　の力を必要としています。是非一度当社を見学してみませんか。

基本情報

　事業内容 自動車用座席シートトリムカバー縫製及び販売

　操業年月 1977年4月

　売上額 約91億円

　事業拠点

高卒者の採用実績及び定着状況

年度

高卒採用人数

うち在籍人数

高校生の皆さんへの一言

　当社は、毎年継続して高卒者の採用を行っております。

　皆さんの先輩は、新社会人としての誇りを持ち、当社事業における貴重な戦力として

　活躍しております。秋田県内の各家庭においては、自動車無では生活に支障が出るほ

　どの必需品となっています。

　自動車に興味のある方、当社の固有技術（ノウハウ）を後世まで引き継いでくれる方

会社の特色

　当社は1977年に自動車用座席シートトリムカバーの縫製メーカーとして操業を開始致し

　ました。秋田県内での自動車用座席シートトリムカバー縫製メーカーは当社だけです。

　主要カーメーカー（トヨタ、ホンダ、日産）の車両の座席には、当社の製品が搭載され

　た車種があります。

　お客様に満足頂ける高品質な製品を裁断から縫製まで行っております。

事業所名
　　       カブシキガイシャ  ヌイ  テック  コーポレーション  アキタジギョウショ

株式会社 Ｎui Tec Corporation 秋田事業所

所在地 　　　　秋田県横手市大森町上溝字上野17番地2

連絡先

 職 場 の 仲 間 
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大学 短大 専門学校 高校 合計

平成28年度 36 5 0 11 52

平成27年度 39 3 2 9 53

平成26年度 34 5 1 10 50

現在地方銀行は従来の業務内容から「金融情報サービス業」として進化し、新たな局面を迎えており

ます。働く私たちに必要なのは、従来の金融業に捉われない新しい発想、時代の変化に適応できる柔

軟性、そして、次の秋田県を創るチャレンジ精神です。「お客さまを知る。地域に応える。」のス

ローガンの下、地元秋田の為に知恵を絞り共に汗をかきましょう。

【学卒者】

【インターンシップ受け入れ】　可　（是非ご参加ください！）

福利厚生　・・・企業内保育施設「ほっくんキッズハウス｣、互助会、持株会、財形、社宅

　　　　　　　　独身寮、各種体育・文化クラブ等

従業員数　・・・871名（正社員）

勤務時間　・・・1日7時間15分

【基本情報】

事業内容　・・・普通銀行業（秋田県内外の営業店で、営業・融資・渉外等の業務を担当）

創業年　　・・・明治28年5月

預金等残高・・・1兆2,550億円

休日休暇　・・・週休２日制、連続休暇、短期休暇、季節休暇、特別休暇、有給休暇　他

事業所名：株式会社　北都銀行

代表取締役頭取　斉藤　永吉

住所　〒010-0001　秋田市中通3-1-41

【会社の特色】

【みなさんへ一言】

当行は、「健全経営をすすめ地域とともに豊かな未来を創造します」という経営理念のもと、明治28

年の創業以来、常に地域と共に歩み、地域経済・社会の発展に寄与してきました。

東北初の広域金融グループ「FIDEA」として、環境の変化に迅速に対応し、地域活性化へとつながる

「舞台づくり」に貢献するべく、地域経済のフロントランナーとしての自覚を胸に、より良質な金融

情報サービスの提供に努めてまいります。

【お問い合わせ】 

北都銀行 人事部                                     TEL 018-833-4211 

キャリア支援室 採用担当：加藤 孝             E-mail jinji@hokutobank.co.jp 
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ハローワーク横手  

 

『ハローワーク』って何？ 

 

１．ハローワーク（公共職業安定所）とは、職業紹介事業を行う機関で、国が所管しています。無料で、職業紹介や 

就職支援のサービスを行っています。 

 
（a）職業紹介 

仕事を探している方の希望条件をお聞きし就職に向けた相談を行います。大学生や短大・専門学校の学生の就

職相談も行い、履歴書や自己 PR書の添削や面接指導も行います。 

 

（b）就職支援サービス 

仕事選びのための自己分析や技能等を身に付けるための職業訓練の相談、さらに応募にあたっての履歴書の

書き方、面接セミナーなどの各種セミナーも行っています。 
 

２．このほかハローワークでは、雇用保険に関する各種の手当や助成金の支給、職業安定関係の業務なども 

  行っています。 

 

（c）雇用保険 
  失業保険とも呼ばれますが、失業中の生活を心配しないで求職活動を行えるよう一定期間給付金を支給します。 

 

（d）その他 
  障がいをお持ちの方を支援する専門支援担当や、子育てをしながら就職を希望する方を支援するマザーズコーナ   

ー、新規卒業予定者や卒業後主に 3年以内の方を支援する学卒担当など各種専門支援部門があります。 

各専門担当は状況により個別の求人開拓を行い支援することもあります。 

 

 

インターネットを使って仕事を探してみよう！ 
 

 

全国のハローワークはオンラインで結ばれており、例えば横手に居ながら東京や沖縄の求人も検索できます。また、 

【ハローワークインターネットサービス】という Web サイトでは、求人企業が同意したものをパソコンやスマートフォン（一部

機種除く）で検索できます。 ※「高卒求人」はこちらのサービスでは検索できません。 

 

☆ハローワークインターネットサービスへのアクセス方法 
  
◆最初に自宅のパソコン又はスマートフォンから「ハローワークインターネットサービス」を検索。 

Yahooや Googleなどの検索エンジンで「ハローワークインターネットサービス」と検索すると、必ず検索結果の一番上に表
示されます。 
トップ画面が表示できたら、「求人情報検索」をクリックしてください。（「求人情報検索のしかた」を参考にしてください）  

 
 
☆大卒等（四大・短大・専門学校など）の学生向けの専門のサイトです ↓ 
 

 

◆Google等の検索エンジンで「大卒等」と入力し検索してください。こちらのサイトでは学生・既卒者の方向けに企業情報・求
人情報などを提供します。また企業向けに求人情報の掲載方法などの案内を行っています。 

http://job.gakusei.go.jp/index.html


志望進路を決める前の今からできるこんな使い方志望進路を決める前の今からできるこんな使い方志望進路を決める前の今からできるこんな使い方志望進路を決める前の今からできるこんな使い方
＼横手にどんな会社・どんな仕事があるか探してみよう！／＼横手にどんな会社・どんな仕事があるか探してみよう！／＼横手にどんな会社・どんな仕事があるか探してみよう！／＼横手にどんな会社・どんな仕事があるか探してみよう！／

◆横手 JOB ナビは横手市の運用サイトです◆

【【【【お問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせ】】】】
横手雇用開発協会（横手商工会議所内）
TEL 0182-32-1170  FAX 0182-33-5642 

メールアドレス info@yokote-koyou.com 

業種やキーワードから市内の会社を検索できます！
掲載企業数は2,000件以上！

業種や職種から募集中の求人情報を検索できます！
求人情報は100件以上！ぞくぞく更新中！

就職活動のポイントをわかりやすく解説しているから
就活の準備にもとっても心強い！

１１１１

２２２２

３３３３



�秋田県就活情報サイト「こっちゃけ」

� こっちゃけは、主に、大学、短大卒、専門学校卒予定者やＡターン

（Ｕターン）の求職者を対象とした秋田県版の就活情報サイトです。

� ＰＣ又はスマホからどなたでも閲覧することが可能です。

� 県内の企業情報や採用情報が閲覧できるほか、閲覧者がサイト内か

ら企業に対して直接エントリーを行う機能もあります

� Ｆａｃｅｂｏｏｋサイトも開設し、新着情報を発信しています。

☆閲覧に関する概要については次のとおりです。

●閲覧できる内容は、企業情報、採用情報、会社実績、会社の風景等となります。

また、企業に直接問い合わせ等ができるエントリーボタンもあります。（一部にボタン

の無い企業もあります）

●就職活動に役立つ情報も定期的に更新しています。

●秋田県公的機関の関連サイトにも接続できますので、お気軽にご覧ください。

詳しい内容や掲載に関するお問い合わせ等については、県産業労働部雇用労働政策課

(018-860-2334）へ連絡、または、当サイトのお問い合わせに登録してください。

是非、こっちゃけのサイトをご覧ください。



秋田県内就職者向け奨学金返還助成
募集要項を
公開しました！

平成29年４月から
受付開始！

３年間で

助成！
ポイント

１ 助成を受ける要件
     （次に掲げる、全ての要件を満たす必要があります）

注　意
（１）①民間企業就職者のほぼ全員が対象の「一般分（助成率２／３）」、
　　②成長産業５分野に就職する大卒者等が対象の「未来創生分
（助成率10／10）」の２種類を用意！！

（２）募集人数の制限がありません！要件を満たす方は、全て助成対象
です！！

（３）正規雇用の方に限りません！また、中途退学された方も対象です！！
（４）新卒者の方はもちろん、一定の要件を満たす既卒者の方も対象です！！

既卒者の場合の要件
※1）平成28年4月1日以降、秋田県外から県内に転入する、一定の県外居住実績がある方などが対象となります。
※2）平成28年4月1日以降、就労の要件を満たす場合などに対象となります。

次のいずれかに該当する方は、助成を受けることができません。
　（１）助成対象となる奨学金の貸与期間が、通算して２年未満の方
　（２）公務員、独立行政法人・国立大学法人・地方独立行政法人等に
　　　正規雇用されている方
　（３）秋田県外に本社がある企業等に雇用されている方で、主要な
　　　勤務地が秋田県内となっていない方（いわゆる「転勤族」の方）

（平成29年度の新卒県内就職者の例）

１   対象となる奨学
金の貸与を受け
ていること

（１）日本学生支援機構の奨学金
【第１種、第２種】
（２）秋田県育英会の奨学金
【大学月額、高等学校等、多子世帯向け】
（３）県内市町村奨学金　等

平成29年4月1日以降、次のア）～ウ）のいずれ
かに該当すること（既卒者は※2を参照)
ア）県内に本社がある企業等に雇用されていること
イ）県外に本社がある企業等に、主な勤務地
　  を県内に定め雇用されていること
ウ）県内で新たに起業し、または農林漁業等
　  に従事していること

平成29年4月1日以降に、県内居住していること
(既卒者は※1を参照)

２   秋田県内に、定
住の意思を持っ
て居住している
こと

３   秋田県内で就労
していること

助成の要件 要件の詳細



２ 「一般分（助成率2/3）」の助成　【「１」の要件を満たす方は、全て対象です】

「１ 助成を受ける要件」
を満たす方 　

年返還額の
２／３

13万３千円
（年額）

①奨学金貸与期間が３年を超える場合：３年間
　（36か月分）
②同２年以上３年以下の場合：２年間（24か月分）

対象者 助成率 助成金上限額 助成期間

詳細は、募集要項や秋田県就活情報サイト
「KocchAke（こっちゃ   け）！」

の奨学金返還助成制度特設ページからご覧ください！

３「未来創生分（助成率10/10）」の助成 
　　　　　　　　　　　 【「特定業種」認定企業等に就職する、大卒者等が対象です】

「一般分」の対象者で、「特定５業種（①航空機、②自動車、③医療福祉機器、
④情報、⑤新エネルギー）」について認定を受けた企業等に就職する、
次のア）～ウ）のいずれかに該当する方

年返還額の
10／10

20万円
（年額） 一般分と同じ

対象者 助成率 助成金上限額 助成期間

ア）　理系の学科（理学・工学・農学・保健）を修めた大学（短大卒は除きます）・大学院卒業の方
イ）　外国語（英語、韓国語、中国語、ロシア語）について、一定の資格等を有する大学（短大卒は除きます）・大学院卒業の方
ウ）　「工業」に属する学科を修めた高等専門学校卒業の方

４応募の方法

（１）助成対象者認定申請書
（２）就労を証明できる資料
（３）住民票
（４）奨学金の名称、貸与金額、貸与期間、返還金額、返還計

画、返還実績、返還残額を証明できる書類
（５）奨学金貸与団体等への個人情報提供同意書

「一般分」添付資料

【大学等の理系学科卒】
◆ 大学等の理系学科卒業を証明できる書類

「未来創生分」添付資料

【外国語資格等】　◆ 外国語資格・点数を証明できる書類

【高等専門学校の工業学科卒】
 ◆ 高等専門学校の工業学科卒業を証明できる書類

　次の書類を、秋田県人口問題対策課　県内就職者奨学金返還助成担当あて、郵送または持参により提出してく
ださい。  申請の受付期間は、平成29年４月から平成30年３月末日までです。

©2015秋田県んだッチH280067　B

〔申請書類の送付・持参先、お問い合わせ先〕

◆募集要項や詳しい情報は、秋田県就活情報サイト
　「KocchAke（こっちゃけ）！」
　からご覧ください！！

◆ 「県内就職希望登録」をしていただいた方に、情報配信
　 を行います！ぜひ登録を
　 お願いします！

〒010-8570　秋田市山王4-1-1
　人口問題対策課　奨学金返還助成担当 TEL FAX MAIL018-860-3751 018-860-3871 jinkou@pref.akita.lg.jp

ハロー！ みな来い！


