
 

 

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ＰＲシート 

 

 

 

 

 

 

 

とき  ：令和３年２月１８日（木） 

ところ ：横手体育館 

主催  ：平鹿地域振興局、横手市役所、ハローワーク横手、 

横手雇用開発協会 



R3.2.18 横手体育館

※事業所名～産業～事業内容についてはハローワークの事業所情報もとに作成

1 横手建設（株） 一般土木建築工事業
総合建設業（秋田県格付：建築Ａ，土木Ａ）

一級建築士事務所

2 伊藤建設工業（株） 一般土木建築工事業
総合建設業（土木・建築）

一級建築士事務所

3 三又建設（株） 一般土木建築工事業 土木・建築・住宅・環境事業・森林整備・製材加工・木材販売

4 創和建設（株） 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

5 (株)　吉田建設 一般土木建築工事業
河川工事、道路工事、農林事業、造園工事、上下水道施設工事等、官公庁発注の工事

を主体として、他に産業廃棄物の中間処理、収集及び運搬も事業としております

6 (株)　大成電機 電気工事業

東北電力（株）の送配電線の工事・業務、民間・公共の電気設備工事を行っていま

す。スローガンは「社会に光と力を」。ライフラインである電気設備を造り、守り、

地域に貢献します

7 (株)　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・豆腐・豆乳）

8 (株)　ヴァルモード
外衣・シャツ製造業（和式を除

く）
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）

9 (株)　ファミリアソーイング秋田
外衣・シャツ製造業（和式を除

く）
ベビー子供服製造

10 (株)　ナラハラニット　秋田工場
外衣・シャツ製造業（和式を除

く）
ベビー用品の縫製業

11 (有)　藤原洋装
外衣・シャツ製造業（和式を除

く）
高級ブランドの婦人服専門の縫製業

12 睦特殊金属工業　樹脂事業部（株）
プラスチック板・棒・管・継手・異

形押出製品製造
プラスチック成形加工及びその金型設計、製作

13 睦特殊金属工業　焼結事業部（株） 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）ＩＳＯ９００１認定工場

14 (株)　品川合成製作所 工業用プラスチック製品製造業 医療系、自動車系の精密プラスチック部品の製造

15 (株)　増田鉄工場 ポンプ・圧縮機器製造業

明治４１年創業。１００年以上の歴史を持つポンプメーカー。主として工業用うず巻

ポンプ、水封式真空ポンプを製造、全国各地の企業や自治体に納入している。営業拠

点は秋田、東京、大阪

16 三共光学工業（株）秋田事業所 光学機械器具・レンズ製造業
光学用（カメラ、ビデオカメラ、電子医療機器等）に使用されるレンズを各種の専用機械と精

密作業により、一貫加工しております

17 河野光学レンズ（株）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

18 (株)　アキタ・アダマンド 電子部品製造業 光通信機器、医療機器、その他産業機器部品製造

19 (株)　アスター
通信機械器具・同関連機械器具

製造業

自動車関連部品製造販売、産業機械装置の開発・製造販売、医療機器の製造、ＬＥＤ

照明機器の開発・製造販売、融雪シートの開発・製造販売

20 (有)　アイハラ
その他の電気機械器具製造業機

会

電機メーカーのスクリーン印刷　時計のパット、平面印刷　ＬＣＤパネル（携帯電話

の表示窓部分）へのロゴ等の印刷

ページ 事業所名 産業 事業内容

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 (※順不同)



ページ 事業所名 産業 事業内容

21 Ｊ Ｕ Ｋ Ｉ 産機テクノロジー（株） その他の電気機械器具製造業 各種産業用ロボットの開発設計、精密部品加工、および完成品の製造

22 秋田渥美工業（株） 自動車・同附属品製造業 輸送用機械器具製造業（自動車部品・産業機器）

23 (株)　森井製作所　秋田工場 自動車・同附属品製造業
自動車関連部品と輸送用機のエンジン、ミッション、足廻り部品の機械部品加工をし

ており、治具専用機の設計から製作まで自社開発している

24 (株)　森井 自動車・同附属品製造業 輸送用機械部品加工製造業

25 大橋鉄工秋田（株） 自動車・同附属品製造業 トヨタ、トヨタグループ向け自動車部品の製造会社

26 岡谷セイケン（株）　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

27 (株)　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、ネットワーク開発特定労働者派遣事業（特０５－

３００１１２）

28 羽後交通（株） 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

29 ヨコウン（株） 一般貨物自動車運送業
食品輸送、精密機械輸送、廃棄物収集運搬、その他物流附帯業務。物流を基盤しとた

総合物流サービスを展開。

30 (株)タカヤナギ 百貨店，総合スーパー 食生活提案型スーパーマーケット「グランマート」の展開

31 (株)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。インターネットを利用した通信販売

32 よねや商事（株）
その他の各種商品小売業（従業者が常時

50人未満のもの）

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

33 (株)　フレンドール 菓子・パン小売業 菓子、パンの製造・販売

34 (株)　渡敬 産業機械器具小売業

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

35 (株)　北都銀行 銀行（中央銀行を除く） 普通銀行業

36 朝日綜合（株） 建物売買業、土地売買業 不動産業、売買仲介業

37
(株)　リーディングアクター　美容室

キャンパス
美容業

美容一般（美容室キャンパス１９店舗）

理容一般（理容室キャンパス１店舗）

38 市立横手病院 病院 医療業（一般病院）

39 秋田厚生連　平鹿総合病院 病院
総合病院（医療業）

診療科目２５科・ベット数５６４床

40 (社福)　明照福祉会 明照保育園 児童福祉事業
保育所／HP『https://明照保育園.com/』地域に必要とされる保育園を心掛け、日々

保育を行っています。特色はマーチング活動で、30年以上の歴史があります。

41
(社福)　相和会　（相愛保育園・和光

保育園）
児童福祉事業

横手市内に高齢者福祉施設４施設（１５事業所）・保育園２施設を運営している社会

福祉法人です。地域に根差した運営を心掛け、様々な事業展開を行っています



ページ 事業所名 産業 事業内容

42 (社福) ファミリーケアサービス 老人福祉・介護事業
「すこやか横手」「すこやか森の家」「すこやか大雄」「いきいきの郷」「すこやか

館合」等を運営している社会福祉法人です。

43 (社福) 相和会 老人福祉・介護事業
横手市内に高齢者福祉施設４施設（１５事業所）・保育園２施設を運営している社会

福祉法人です。地域に根差した運営を心掛け、様々な事業展開を行っています

44
(社福)　ひらか福祉会

特別養護老人ホーム「あやめ苑」
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」、AKITAトレーニングセンター、放課後デイサービスキッズス

ポーツの運営

45 秋田ふるさと農業協同組合
農林水産業協同組合（他に分類され

ないもの）

農協法に基づく総合事業（営農指導、販売、経済事業、信用事業、共済事業、福祉事

業ほか）

46
(株)　プレステージ・インターナショ

ナル 秋田ＢＰＯ横手キャンパス

他に分類されない事業サービス

業

「コンタクトセンター」「ＩＴ」「フィールド」の３の強みに付加価値をつけた独自

サービスを展開しています。人の「もしも」を支える事業で新規事業へも積極的に参

入していく予定です。

47 秋田県警察（横手警察署） 都道府県機関 警察行政

48 横手市役所 市町村機関 地方公共団体（地方行政）

49
自衛隊秋田地方協力本部横手地域事務

所
行政機関 行政機関（自衛隊）

50 横手市消防本部 市町村機関 地方公共団体（地方行政）



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

・事業内容：総合建設業（秋田県格付：建築Ａ、土木Ａ）、一級建築士事務所

・建設業で県内初のユースエール（若者の採用・育成に積極的で、雇用管理の優良な中小企業）認定

・秋田県女性の活躍推進企業受賞

・年平均有給休暇取得日数：１１．９日（前年度実績）

・月平均所定外労働時間：１０．０時間（前年度実績）

・社会貢献：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

・令和２年10月に新社屋が完成し、さらなる働き方改革を推進中

・ＩＣＴ・ＩｏＴを活用した最先端の技術・機器を積極的に導入

【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：１０３年

売 上 高 ・・・ ２４億円

従業員数 ・・・ ４１名

勤務時間 ・・・ ８：００～１７：３０

基 本 給 ・・・ １４３，０００円：高卒、１８０，０００円：大卒

賞 与 ・・・ あり（前年度実績：６ヶ月）

休日休暇 ・・・ 年間１１３日（完全週休２日制：土・日）

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

2 1 3

1 1 2

2 1 3

【会社見学又はインターンシップ】

問合先

【入社直後の業務説明】

　入社後３ヶ月間は会社のルールやビジネスマナー、各部門の主要業務を学んでもらいます。その後、

正式配属となり、直属の上司や先輩の指導の下、業務を行ってもらいます。

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】

・健康経営優良法人（健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している法人）２０２０認定

平成31年度入社

常務取締役　山下　圭

代表取締役　武茂　広行

TEL　0182-32-1697　FAX　0182-33-4821

　随時受付けております。ご希望時期、日数はお問い合わせ下さい。

平成30年度入社

令和 2年度入社

新社屋外観 新社屋業務スペース 新社屋 カフェスペース
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  いとうけんせつこうぎょう

■創業・創立／ 昭和21年 ■福利厚生／健康保険、厚生年金、雇用保険

■資本金／ 7,000万円 　　自社退職金制度+上乗退職金制度

■売上高／ 40億円 ■採用実績

■主な業種／ 総合建設業（土木・建築） 　　初任給／　 150,000円(R2高校卒)

■従業員数／ 89人（男79人 女10人） 　　採用人数／　 2人（R2）

■休日休暇／ 年間105日 　　（高校卒） 3人（H31）

横手清陵学院高校OB

総務経理部

ページ

　　土木部　土木課  H27年入社

〒013‐0021 横手市大町5番19号

TEL.0182-32-3960 FAX.0182-32-3964

　　大野　翔平

横手市

企 業 デ ー タ

企 業 アピールポイント

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

担当者　　総務課長　奥山　哲哉

TEL.0182-32-3960　　E-mail:tetsuya.o@ito-ken.co.jp

インターンシップ・応募前会社見学 可能

伊藤建設工業（株）

URL　　httpｓ://ito-ken.co.jp

■会社の特徴

伊藤建設工業株式会社は、「社会、社員、会社の三つの『社』にバランスよく貢献する」という理念のもと、社会イン

フラ整備を担う建設業の一員として、お客様の期待及びニーズに応える「必要とされる企業」を目指します。

総合建設業者として県内屈指の実績と規模で、保有技術者もベテランから若手まで在籍しています。この技術者が

持ち合わせる経験・実績をさらに磨いて、あらゆる工事に挑戦していきます。

■求める人物像

建設業は、自然を相手に我慢強く最後までやり遂げる力を必要とします。また、コミュニケーション能力が顧客満足へ

と繋がる大切な力となります。スケールの大きなものづくりをしたいという方をお待ちしております。

社員旅行の一コマ(大阪) 後輩を指導する様子

■社内のコミュニケーション

当社では、社員自らが運営する親睦

会組織があり、多彩な行事を企画運

営し、社員の親睦を深めております。

■ベテラン社員による親切丁寧な

指導があるので、安心して仕事を覚

えてもらえます。

平成27年に入社してから5年が過ぎ6年目を迎えました。入社当時は分からな

い事だらけでしたが先輩方の指導のもとで成長することができたと思います。

覚えなくてはいけない事が多い分、やりがいも大きい仕事だと感じます。

当社で一緒に汗を流して働いてみませんか？
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横手本店：秋田県横手市大沢字西野25 製材工場：横手市山内三又 環境工場：横手市山内筏

代表TEL：0182-32-4706　FAX：0182-32-4719 Ｅ-mail ：info@cs-mitsumata.co.jp

土木事業：道路･河川･砂防工事 建築事業：木造建築･リフォーム 製材事業：製材加工･木材販売

森林事業：山林伐採･森林施業 環境事業：防草製品の開発販売

①くじよじ出勤選択制（秋田県内建設業界初）　※現在3名がくじよじ出勤選択制を利用しています。

子育てと介護の支援で出勤を8時か9時、退勤を16時か17時、土曜全休を選択

②社内の休暇届や各申請はクラウドを活用、ＰＣやスマホで簡単「報・連・相」

各種資格試験に挑戦！

対象内定者へ

運転免許取得費用

約40万円(H31実績)

日建学院等の外部講習

●創業1948年（昭和23年） ●従業員30名（女性4名） ●資本金2000万円

●勤務時間　8:00～17:00　くじよじ出勤選択制（出勤8か9時、退勤16時か17時、土曜日全休選択）

●休日　日曜祝日､年単位変形労働時間制（月6休程度）当社カレンダーによる､ＧＷ､お盆､年末年始

●福利厚生　雇用保険､健康保険､厚生年金､労災､退職金共済、忘年会､夏季親睦会他

地域人として

技術者として

企業人として

3月下旬、お盆休暇前後、年末年始以外受入可能

希望時間と日数等についてはご希望を考慮します

対象業務：土木･建築現場､製材工場､木材販売等

お問合せは横手本店総務部　高橋まで

社長からのメッセージ

我が社はものづくりの会社です。お客様や利用される方に喜んでいただける仕事を目指しています。

お客様からお声をかけていただく事が大きな励みとなって今日まで社業を続けております。

我々と一緒にお客様と地域の笑顔のために仕事をしてみませんか？

平成31年度入社 1 2

3

令和 3年度内定

令和 2年度入社

⑤みんなが笑顔であるためにはどうしたら良いか

学卒者（新卒）採用人数 中途 会社見学・インターンシップ

大学 短大 専門 高校 採用

④家族と自分が幸せに過ごせるにはどうしたらよいか

働き方改革推進中

③入社内定から技術者までの能力向上を全面支援

交通宿泊費

試験申請費

全額会社負担

会 社 概 要

職場行動指針 求 め る 人 財

①お客様が喜んでくださるにはどうしたら良いか

②地域の皆様が必要としてくれるにはどうしたら良いか

③明るく楽しい職場であるためにはどうしたら良いか

三又建設株式会社
= Create a Smile = 笑顔創造企業をめざして

ホームページ

地域愛

探究心 向上心

出

社

退

社

出 勤

休 日

選
択
制
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基本情報

インターンシップ・会社見学について

事業内容 ・・ 総合建設業 創業年 ・・・ 昭和３９年７月

従業員数 ・・ ７４名（内女性７名） 資本金 ・・・ ６，７００万円 売上高 ・・・ １６億９千万円

勤務時間 ・・ ８：００～１７：００ 休日休暇 ・・ 会社カレンダーによる（年間１０５日）

福利厚生 ・・ 雇用保険・健康保険・厚生年金・企業年金基金、退職金、財形貯蓄、フィットネス企業会員、

ゴルフ大会、ボーリング大会、社員旅行、バーベキュー大会等々を随時開催しています！

土木工事 先輩社員から一言

私が感じた仕事のやりがいは、新

しくできた構造物などを見て感動を

味わえることが一番のやりがいです。

また社会のためになっていると自覚

できることもやりがいのひとつです。

土木建築業というのは確かにキツ

イ仕事ですが、その分自分の成長を

実感することができると思います。

是非皆さんも創和建設に入社して地

域のためになる仕事をしてみません

か？

学卒者（新卒）採用人数
来年度予定 高卒２名

令和 ２年 高卒４名

平成３１年 高卒３名

平成３０年 高卒０名

平成２９年 高卒１名

〒013-0036

秋田県横手市駅前町13-8

TEL：0182-32-2680 FAX：0182-32-7500

URL   http://www.sowa-kensetsu.co.jp/

e-mail mail@sowa-kensetsu.co.jp

インターンシップ、会社見学

はともに受入れ可能です。時

期、日数等につきましてはお

気軽にお問合せ下さい。

（問合せ先：総務部 吉田）

SOWAの特色 ―土木・建築のスペシャリストとして―

当社は創立以来、県内は基より東北６県にて幅広く仕事をして

います。また、学校等の公共施設や一般住宅等の建築物におい

ても、さまざまな工法にて施工しています。

若いうちは出張して自分の可能性を磨き、いずれは本社のある

秋田で自分の力を発揮するーこんな仕事の仕方も魅力的ではあ

りませんか？県外でも自分の力を発揮できる、この地域にはな

い特徴を持った会社です。

ＳＯＷＡの人材育成

・先輩社員とのマンツーマン指導で、仕事やその他の不安を一緒になって乗り越えていくので、

安心して働くことができます。

・女性の方も働きやすい環境作りにも、力を入れています。

② 測量の基本を覚える

④ 成果簿や設計図を正しく理解する

他８項目あります。

当社は社内研修以外にも、新人研修（埼玉）・中級研修（静岡）への長期研修外部機関を活用し、人材育成に

努めています。 １年目～３年目のカリキュラムの一部を紹介します！

① ５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）活動の大切さを知る

③ ＫＹ（危険・予知）活動からの現場の安全サイクルを覚える

建築工事 先輩社員から一言

私は主に、工事開始前の現場の測量を

したり、工事中の写真を撮ったり、現場

資料を作成したりなどの『現場管理』を

しています。分からないことは多いです

が、最初は年齢の近い先輩社員と一緒に

仕事をしているため、気軽に会話をしな

がら仕事ができるので安心です。

社会人になる前は不安なことでいっぱ

いかもしれませんが、先輩社員や上司と

楽しく仕事ができるので充実した日々に

することができます。

高度な技術を丁寧に学んでいけるので、

一緒に大きな仕事をしていきましょう！

自然と共に”未来を創造”
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住所：〒013-0481 横手市雄物川町薄井字下開344

■創業・創立／ 大正8年（西暦1919年） ■福利厚生／ 各種保険完備、退職金制度

■資本金／ 2,000万円 資格取得支援制度　他

■売上高／ 10億円 ■採用実績／ R2年度：１人

■主な業種／ 総合建設業 R3年度：２人入社予定

■従業員数／ 33人（男性29人、女性4人） ■初任給／ 150,000円(R2高卒実績)

■休日休暇／ 90日（GW、夏季、冬季休暇あり） ■賞与等／ 年３回（夏、冬、決算月）

※業績による

■会社の特徴

■建設業の楽しさ

代表取締役　吉田博行

（株）吉田建設

会社概要

雄物川高校の皆さんへのメッセージ

TEL：0182-23-1116 FAX：0182-23-1252

　　　髙𣘺　凜

弊社は創業以来100年間、一貫して地域密着の社会資本整備に取り組んで参りました。
また、道路や河川の維持管理業務、災害時の応急復旧対応などの仕事に積極的に取り組み、地域の安全安
心を支える建設業の仕事に誇りをもって社員一同日々の業務に励んでおります。
人口減少時代となった日本では、今後インフラの重要性がますます高まってきます。
地域の発展と豊かなくらしに貢献できるよう『安全』と『品質』を大切にし、次の100年へ向かって一歩一歩
前へ進んでいきます。

屋外での仕事は確かに過酷なことも多いですが、一つの目標に向かって現場のチームワークが高まっていき、
ついに完成を迎えた時の達成感は他に代え難いものがあります。
また、技術者の業務は主に現場の施工管理業務であり、男女問わずにできる仕事内容です。実際に弊社で
は2名の女性技術者が現場での仕事に従事しています。
建設業は人の役に立つ仕事であり、やる気と向上心があれば楽しめる仕事です。
ぜひ、私たちと一緒に地域社会のために働いてみませんか？

秋田県立平成高等学校OB

入社2年目の今は、河川の維持管理業務を担当しています。入社前は作ることだけ
が建設業と思っていたのですが、それ以外にも大切な仕事があることを知り、やりが
いを感じています。私は普通高校卒ですが、やる気さえあれば必ずできると先輩たち
が励ましてくれるので、早く一人前の技術者になって社会に貢献したいです。

問い合わせ先

担当者　常務取締役　・　吉田　昌平

TEL.0182-23-1116　　E-mail : shohei@kkyoshida.jp

　　土木部　工務課  平成31年入社

インターンシップ・会社見学・職業体験等随時受付　※お気軽にご連絡ください
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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

当社は東北電力ﾈｯﾄﾜｰｸ㈱※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。

会社のスローガンは『社会に光と力を』。　電気は皆さんの暮らしに必要な明かりと、様々な機械を動かす力の源です。

そんなライフラインである電気設備を造り・守り、地域社会に貢献することに頑張っている会社です。※2020年4月より東北電力㈱より分社化した会社

基本情報 学卒者(新卒)採用人数　他

事業内容：配電線・送電線の工事、業務 大学
短大

専門学校 高校 合計

　　　　　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：18名(2021年1月時点)

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 月平均7～8日）

福利厚生：各種保険・厚生年金基金への加入、資格取得の支援や補助、

　　　　　行事の開催(秋のBBQ,新年会,社員旅行など）

みなさんへ
工業系の生徒さんだけではなく普通科の生徒さんも！　是非話しを聞きに当社のブースへお越しください！！

○体を動かす仕事に興味がある人 ○ふるさとに直接貢献する仕事にやりがいを感じる人
今過ごしている日々の学校生活や、一生懸命頑張っている 　私たちの主な職場は、横手市を中心に湯沢・雄勝、美郷町仙南などの

部活動などで体を動かしていることが必ず役に立ちます。 　秋田県南内陸部です。皆が生まれ育ったこの場所で働くことができます。

○ものをつくる職人に興味がある人 ○ライフラインに関わる業種の安定感に魅力を感じる人
電気工事などの建設業は、図面の世界を的確に現実に組み 　電気は『普段の便利な暮らしを支える』意味では最も大事なインフラ

立てていく仕事です。チームで協力し合い、注文されたも 　とも言えます。住民に電気を送り届ける電力工事は決して無くならな

のをきっちりと作りあげる、プライドを持てる仕事です。 　いとても大事な仕事です。

入社後の業務への取り組み方
※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訓練（OJT）と、

講師から会社理念や、業務に関するルール、電気（配電工事）の知識などを学ぶ講習の時間とを、

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3ヶ月経過を目途に軽トラック等から徐々に運転にも従事してもらい

ます。準中型免許を持っている者は、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。

　また、業務で使う技能講習や資格へのチャレンジも、状況を見ながら初年度から

取り組んでもらう予定です。

インターンシップ・会社見学について

当社に興味をお持ちの生徒に対してインターンシップ・会社見学
共に受け入れしております。
ご希望時期、日数はお問い合わせください。
○問合せ先…代表取締役専務(総務担当)：松井 寛将
　　　　　　℡：0182-32-2897　　FAX：0182-32-2886

(参考) 他の
中途採用者

令和２年度 1名

令和元年度 1名

平成30年度 3 3名

平成29年度

平成27年度 1 1名 1名
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本社・秋田工場（秋田県美郷町）

遊心庵工場（秋田県横手市）

茨城工場（茨城県牛久市）

工場所在地

【食品製造】（主に高卒）
おはよう納豆、おはようとうふの製造ライン作業を担当し

ます。

経験を積んで職場のリーダーや従業員、生産工程など

を管理する立場にステップアップしていただきます。

【設備管理】（高卒・大卒等）
製品の製造ラインなどの社内設備、機械の保守点検を

行ないます。

【管理部】（高卒・大卒等）
総務、経理、販売管理、システム開発などのデスクワー

クを中心とした事務系業務を行います。

【営業】（主に大卒等）
スーパーマーケットなど、お得意さまへの商品の案内や

営業フォローを行います。

【品質管理】（大卒）
出荷する商品の検査やお客様からのお問い合わせ対応

などを行います。また製造工程の管理や製造現場の環

境も管理しています。

職種について

問い合わせ先
秋田県仙北郡美郷町野荒町字街道の上279

株式会社ヤマダフーズ 人事労務課 佐々木・菅原

Tel：0182-37-2246 Fax：0182-37-2276

会社HP https://www.yamadafoods.co.jp

高卒でも入社後、本人の適正とやる気しだいでは営

業や管理部門など他部署への異動も可能です。ま

た人事異動も定期的にありますので他の工場で

違った設備や従業員の方々と触れ、自分の力を高

めて成長している社員も多くいます！

納豆が好きな方、ヤマダフーズに興味がある方お気

軽にお問い合わせください。

【食品開発研究所】（大卒）
納豆や豆腐などの食品の研究、新商品の試作、納豆菌

の培養などを行います。※農学系（醸造、醗酵、食品な

ど）や理工系（微生物、生物工学、応用生命工学、食品

工学など）

【商品開発】（主に大卒等）
新商品の企画・開発、営業への提案や商品の発売

スケジュール管理も行います。

【プロモーション企画】（主に大卒等）
マーケットの調査・分析や商品の周知・販売促進業

務を行います。

【デザイン・制作課】（主に大卒等）
商品パッケージのデザイン、販促物の制作などを行

います。

とうふ
市販用納豆 業務用納豆

取扱商品

採用実績

私たちは、納豆発祥の地、秋田県で納豆・とうふを製造している食品メーカーです。

スーパーで売られているおはよう納豆・とうふのほかに、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、回転寿司チェーンで使われている納豆巻の納豆は、その多くがヤマダフーズで製

造されています。

高　卒 大　卒
2016年卒 9名 5名
2017年卒 10名 2名
2018年卒 5名 3名
2019年卒 6名 4名
2020年卒 7名 7名

入社後の研修について

【新入社員研修】

入社後すぐに２週間の研修があります。その後、配

属先で先輩社員がついてOJTによる研修も実施し

ています。

また、翌年１月にも新入社員全員での研修で成長

をサポートしています。

【入社３年目】

３年目フォローアップ研修を実施しています。

【資格手当制度】

実務で使用する資格を取得するために必要な費用を

会社が負担してくれます。

【自主研修制度】

会社指定の多彩な通信教育講座を受講でき、受講

料を会社が補助してくれます。

【メンター制度】

入社してから年齢の近い先輩社員が悩み相談にのっ

てくれますので、メンタル面でもしっかりサポート します。

各種制度について
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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　　李　孝

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　（ミシンの実習等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

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　平成30年　2人　平成31年　1人　令和2年　2人

④高校生のみなさんへ一言
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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　　岡崎忠彦

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】

【入社直後の業務説明】
＊入社直後は基礎となるミシン、機械等の構造から学び徐々に使い方を習得して貰う
担当者の指導の下３ヶ月は部分縫い等で慣れて貰う

＊３ヶ月経過後は状況により班に入り徐々に戦力になって貰う

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。

会社見学の受け入れ 可　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　否

問合先

補足

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

ご希望の時期をお問い合わせください。（特別な事がなければ随時可能です）

内容 最初に担当者から会社概要説明、職種の説明を会議室にて行います。
その後工場内での実際の作業をご覧いただき説明をしながら進みます。
終了後会議室にて質疑応答を行います。

平成30年度入社

平成29年度入社

2

大学（院卒含） 短大 専門学校 高校 合計

平成31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。

平成32年度入社

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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株式会社ナラハラニット 秋田工場

【弊社概要】

設立:1958年3月

代表者:代表取締役社長　楢原　守人

【勤務時間、休日休暇、福利厚生】

事業内容:子供・ベビー向けニット製品(カットソー)の企画・製造

従業員数:47名 (国内)

ものづくりに興味をお持ちの方、是非一度、工場見学にお越し下さい。いつでもお越し頂き、問題ありません。洋服1枚
を作るのに何人の人達が関わっているかご存知ですか。デザインから型紙(パターン)を作成し、工場にて裁断、アイロ
ン、縫製、検品と約15名前後の人達が携わって、ようやく洋服が完成し皆さんのお手元に届きます。目まぐるしく変化す
る世の中だからこそ、弊社は国内のみならず海外の生産拠点を駆使し、ものづくりを進化させていきます。入社後は、マ
ンツーマンにて技術指導を行いますので、縫製に関する知識が無い方でも全く問題ありません。

取引先:20社 (大手アパレルメーカー)

住所:秋田県横手市雄物川町南形字蝦夷塚20-3

2016年11月に秋田工場を拡張新設しました。秋田県横手市及び静岡県富士市に国内自社工場を所有しており、新卒から熟

年層までの幅広い年齢層の従業員が、日々、丹精を込めた“もの作り”を行っております。また、自社ブランドを2017年

11月に設立し販売を開始しました。本社(東京)を起点に今後は秋田工場から世界に自社ブランド商品を販売していく予定で

す。

【弊社詳細】

【学生の皆様へ】

【問合せ窓口】

株式会社ナラハラニット　秋田工場

担当者:大日向　(TEL:0182-22-2073)

⇒問合せ受付時間:8:00～17:00

【学卒者(新卒)採用人数】

平成30年度入社:高校卒業2名

平成31年度入社:高校卒業1名

令和3年度入社(予定):高校卒業2名

休日休暇:隔週休2日制、祝日、有給休暇、年末年始休暇、夏季休暇、GW、慶弔休暇

 福利厚生:社会保険 (雇用、労災、健康、厚生年金)、産育休制度、定期健康診断、社員旅行

勤務時間:8:00～17:00 (12:00～13:00/昼休憩、15:00～15:15/15分休憩)
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会社名 有限会社藤原洋装
代表者 代表取締約社長　藤原　功生
住　所 横手市増田町増田字戸平堰123
ＴＥＬ 0182-45-3546
ＵＲＬ http://www.f-yoso.com

受入可 主な内容

高校２年夏 ○ 職場体験
高校２～３年春 ○ 職場体験
高校３年夏 ○ 職場体験

※基本情報 ※新卒の採用状況

創 業 年：昭和６３年 令和2年3月卒：高卒　0名

資 本 金：５００万円 平成31年3月卒：高卒　0名

従業員数：２７人 平成30年3月卒：高卒　0名

※会社見学・職場体験の受入

１年目は週に１回３０分、時間内に座学（縫製用語、機械の名前）、部分縫い、アイロン操作などを
２年目からは、自主的に１着縫製の勉強をします。
ほぼ、土日休みで残業も少なく、ワークライフバランスができるように努めています。

１か月間は各部署をまわりながらOJTで研修を行います。その後、部署に配属。

※主事業内容

高級婦人服製造（サンプル作成・裁断・縫製・検品）

※会社の特色

縫製業で主に高級婦人服・喪服・ブラックフォーマルなどの洋服を製造する会社。

勤務時間：８時間（8：00～17：00） 初任給　高卒：130,000円～150,000円

休日休暇：１０５日（会社カレンダーによる） 　　　　大卒：　　　円

㈱田村駒という商社（創業１３０年）から直接取引しているので、受注は安定している。

※入社直後の業務説明

福利厚生：年３回イベント（新年度会、親睦会、忘年会）
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【会社の特色】

【みなさんへ一言】
業務課総務経理係　中山　真

【基本情報】

【学卒者（新卒）採用人数】

高校 支援学校 能開校
令和3年度入社予定 0 0 0

令和2年度入社 1 0 0

平成30年度入社 3 1 0

問合先

補足

睦特殊金属工業株式会社

樹脂事業部　秋田工場　
代表取締役　池田　行廣

インターンシップ（樹脂事業部のみ） 可　　・　　否

業務課総務経理係　中山　真

TEL0182-23-5210   FAX0182-52-2019

住所　〒013-0498　秋田県横手市大雄字高津野175　(樹脂秋田大雄工場）

住所　〒013-0054　秋田県横手市柳田1-1　(樹脂秋田柳田工場）

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年末には横手第二工業団地に柳田工場が完成

し、2019年11月にはミャンマーに新工場が完成しました。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。

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

TEL 0182-52-3216  FAX0182-52-2019　（樹脂秋田大雄工場）

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・・・・6億8千万円　従業員・・・115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

2016年に完成した柳田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。
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高卒 専門卒 高卒 専門卒 大卒
平成30年 1名 1名 7名 1名 1名
平成31年 1名 3名 1名 1名
令和 2 年 1名 4名 2名

会社全体秋田工場

県内 初！

県内で唯一、焼結という『鉄粉を

型に詰め、巨大オーブンで焼き

固める製法』を 用いて、

自動車部品やOA機器部品を

作っています。

働くことのへの期待と不安でいっぱいにな

ることでしょう。

でも、飛び込んでみましょう。あなたたち

の隠れた才能を引き出す先輩がいます。先

輩の指導の下、じっくりと基礎知識を学び、

創造力豊かな発想で新しい風を吹き込んで

ください。

6か月の職場研修があります。

・製造第一課（製品の成型）

・製造第二課（製品の加工）

・技術課（製品の型作り）

・品質管理課（製品の検査、検品）

先輩方より、基礎知識を学びます。

研修終了後、配属先が決まります。
随時、受け付けております。気軽にお電話ください。

工場見学も同時に受け付けております。

工場長がご案内いたします。

みなさんに一言

採用後の流れ

会社概要

事業内容 ： 製造業

自動車、OA機器の部品製造

創 業 ： 1946年（昭和21年）

設 立 ： 1976年（昭和51年）

資 本 金 ： 9,040万円

従 業 員 ： 全 体 260 名

秋田工場 27 名

（うち 女性 9 名）

勤務体制 ： 通常 8時～17時

２交代 夜勤 20時～5時

年間休日日数 ： 120日

当社カレンダーあり

概ね 週休2日制

盆、正月、GW 大型連休

新卒採用実績

インターンシップ

睦特殊金属工業株式会社
焼結事業部 秋田工場

住所 〒013-0054

秋田県横手市柳田1-1

TEL 0182-38-8660

FAX 0182-38-8662

本社 東京都町田市鶴間6-20-1

代表 代表取締役社長 池田 行廣
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事業所PRｼｰﾄ

株式会社 品川合成製作所

　代表取締役　　佐藤 貴

従業員数 130名（女性：55名）

　住所：横手市平鹿町中吉田字上藤根192

　TEL：0182ｰ24ｰ2181（代表）

従業員数 40名（女性：27名）

　住所：横手市平鹿町浅舞字道川北18ｰ3

　TEL：0182ｰ23ｰ5961（代表）

従業員数 33名（女性：17名）

　住所：横手市平鹿町浅舞字道川北１８－２

　TEL：0182ｰ23ｰ5967（代表）

従業員数 79名（女性：28名）

　住所：十文字町十五野新田字富沢屋布上207

　TEL：0182ｰ23ｰ5967（代表）

【会社の特色】

【基本情報】 【新卒者採用数】

事業内容 プラスチック成形部品の製造

電子部品用、車載用、医療用、空圧機器用

創業年 1976年

従業員数 284名（女性 128名）

通常勤務 8:30～17:30

3交替 8:30～17:30、16:30～1:30、0:30～9:30

4勤2休 8:30～20:30、20:30～8:30

通常勤務、3交替：115日

4勤2休　　　　  ：138日

【入社直後の業務説明】

入社時に配属部門を決定します。

入社後は、外部の研修（ビジネスマナー等）を受講し、知識やスキル等を習得してもらいます。

配属先の業務指導は所属長及び先輩従業員から指導をしてもらいます。

指導内容は、配属先によって異なりますが、実務業務の指導がメインになります。

昨年、創業45周年を迎えた従業員284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

業です。2019年には十文字工場が開設し、2020年には道川1工場を工場拡張の為移転しており、まだまだ事業規

模を拡大できる伸びしろを持っています。

令和2年度入社 2名

本社工場

道川1工場（2020年移転）

道川2工場（2016年開設）

十文字工場（2019年開設）

2名

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。

（来春も採用枠あり）

交替勤務のある部門では、作業の理解度や実務能力が優れている場合は、約6か月程度で交替勤務に入ることもあ

ります。

高校

3名

勤務時間

年間休日

平成31年度入社

平成30年度入社
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　　70,000,000円

　　　　　　注）入社後の一定期間、工場内の各職場で勤務していただき、適性や本人の希望等を考慮し所属部署を決定します。

 ※大学卒業後に入社される場合には、総合職として採用し、技術業務や品質・生産・資材等の管理業務、法人向け営業（お客様との
　　折衝、新規顧客の開拓等）や総務部門など、様々な職種で経験を積み、将来は管理スタッフとして当社の中枢を担っていただきます。
　　（法人営業に従事する場合には、東京支店勤務となることがあります。）

組み立て 製品(自吸式うず巻ポンプ)のカットモデル

【会社見学・就業体験について】

３Ｄ ＣＡＤによる設計・製図 機械加工

　　会社見学は随時受け付けております。事前にご連絡ください。
　　就業体験のご希望時期や日数（1～3日程度）についてはご相談ください　（担当：総務課 高橋）

【高校新卒者が入社後に配属される主な職種】

設計技術 　うず巻ポンプ、水封式真空ポンプ、ポンプユニットの設計、積算、図面や仕様書の作成など

製造業務 　鋳造、機械加工、組立、製品検査・性能試験、出荷など

本 社 ・ 支 店
出 張 所 　　本社・秋田支店：秋田市山王　　東京支店：東京都中央区　　大阪出張所：大阪市此花区

【会社の特長】

 私たちの創るポンプには、100年を超える豊富な経験と実績があります
　　1908年創業の弊社は、設計から鋳造・加工・組立・試験に至るまで一貫した自社生産体制を有するポンプメーカーです。
　　工業用うず巻ポンプ、水封式真空ポンプを主力商品とし、豊富な経験と多くの基礎データを元に過酷な使用条件を想定、
　　厳重な品質管理の下で製作し全国各地の企業や自治体に納入しています。

加入保険等 　　雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険・中小企業退職金共済
従 業 員 の
年 齢 構 成 　　20歳代：8名　　30歳代：13名　　40歳代：15名　　50歳代：8名　　60歳以上：12名
有 給 休 暇
取 得 状 況 　　平均取得率：80%　　平均取得日数：15日　（2019年度実績）

休 日 等 　　日曜・祝日・年末年始他（会社カレンダーによる）　　1年単位の変形労働時間制　　年間休日　113日

年次有給休暇 　　入社6ヶ月経過後　10日間（最大20日間） 特別有給休暇 　　慶弔休暇・裁判員休暇他

資 本 金 従 業 員 数 　　56名（2021年1月1日現在）

就 業 時 間 　　8:00～17:00（休憩時間60分） 時間外労働 　　有り（月平均15時間程度）

事 業 内 容 　一般産業用機械器具製造業（工業用うず巻ポンプ・水封式真空ポンプの製造および販売）

創 業 　1908年（明治41年）4月 設 立 　1957年（昭和32年）9月

【基本情報】

事
業
所
名

株式会社増田鉄工場　秋田工場 住所
 〒019-0505

 秋田県横手市十文字町仁井田字大道西28

TEL  0182-42-1352

FAX  0182-42-3543

代表者 代表取締役　雜賀　匠 URL  http://www.masudapump.co.jp/
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代表取締役 社長　萩原 達俊

秋田事業所 事業内容　：　光学用レンズ製造
〒019-1302　秋田県仙北郡美郷町金沢字長岡森215 設立　　　　：　1929年6月
ＴＥＬ　0182-37-2171 資本金　　 ：　5,000万円
ＦＡＸ　0182-37-2174 従業員　　 ：　354名（男性201　女性153　）

大森工場 勤務時間　：　8：00 ～ 17：00 （一部交代制あり）
〒013-0501　秋田県横手市大森町板井田字下田9-4 休日　　　　：　年間110日（会社年間カレンダーによる）
ＴＥＬ　0182-26-4171
ＦＡＸ　0182-26-4182

太田工場 学卒者（新卒）採用人数
〒019-1602　秋田県大仙市大田町三本扇字一本木18-1 大学 専・短大 高校
ＴＥＬ　0187-88-1001 令和　2年度 0 0 6
ＦＡＸ　0187-88-1004 平成31年度 0 0 6

平成30年度 0 1 6
　ＵＲＬ http://www.sankyou-kogaku.co.jp/

　　　秋田で50年余り、地域に根ざしている企業です。
　製品はトップ企業へ供給し、映像・機械・電気・半導体
　・通信等、一貫加工によりあらゆる産業界の発展に
　寄与しております。
　『「大きい 小さい 面倒くさい」を迅速に！』を合言葉に
 一歩先行く職人集団を目指しております。

あらゆる光を操る光学製品・光学技術の提供を通じ、
あらゆる産業界の発展に貢献すると共に、
社員・地域を合わせた三者が共に栄える事

特別な知識や資格等必須ではありません。出身校や学科、もちろん性別も関係ありません。

ものづくりに興味があり、意欲的に熱意を持って仕事に取り組むことができる人材を求めて

おります。

受け入れ可能です

お問い合わせ 管理部　鈴木 健之 ＴＥＬ 0182-37-2171　ＦＡＸ 0182-37-2174

補足 ご希望時期、日数はお問い合わせ下さい。

三共光学工業株式会社

【会社情報】 【会社概要】

【会社の特色】

【経営理念】

【みなさんへ一言】

【インターンシップ】
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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　上田　暢昭
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。
令和2年11月には一般財団法人 日本科学技術連盟による日本品質奨励賞の内
TQM奨励賞を受賞しております。

【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（創業1869年（明治2年）
資本金・・・・・　4,800万
売上高・・・・・　10億円
従業員・・・・・　120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（5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
　令和 2年度入社 1 1
　令和元年度入社 0 0
　平成30年度入社 1 1

　　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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　　                    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

【お問合せ】

　採用全般・会社見学等に関するお問い合わせは

　こちらまでどうぞ

　　　人事総務部　神谷　TEL：０１８２-３３-８０５５

【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】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。

【入社後のスケジュール】
新入社員研修にて、会社について・社会人と学生の違い・各部署

の役割などを学んでもらいます。入社より３カ月間は試用期間と

して先輩社員が丁寧に業務指導・会社内施設案内などを行い、ス

ムーズに社会人生活ができるようサポートします。

【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。

当社に少しでも興味がありましたら、是非、会社見学にお

越しください。みなさんの先輩社員が活躍している姿が見

られると思います。

【基本情報】
事業内容 ・・・光通信機器部品・医療部品等の製造

設 立 ・・・１９８９年

従業員数 ・・・３７９名

平均年齢 ・・・４１歳（対象：正社員）

勤務時間 ・・・８：３０～１７：１５

※ 一部交代制あり

年間休日 ・・・ １２０日（会社カレンダーによる）

加入保険 ・・・ 健康・厚生年金・雇用・労災

福利厚生 ・・・ 社員食堂・財形貯蓄・慶弔見舞金・

社服貸与

【新卒採用人数】

大学 専修 高校 合計 離職者

令和　２年度入社 1 1 0

平成３１年度入社 2 2 1 5 0

平成３０年度入社 1 1 2 0

【主な製品群】

【インターンシップ】
製造部門及び技術部門での実績あり。

実施時期および内容については、打合せの上

ご希望に沿ったプログラムで実施します。

【光コネクタ】

【光ケーブル】 【歯科材料】

【ｼﾞﾙｺﾆｱﾌｪﾙｰﾙ】
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カブシキガイシャアキタケン

株式会社秋田県

事 業 内 容

1 3 5
２０１９年度入社 1 0 0 1 2

0

仕事内容

皆さんへ一言

アスターコイルの製造に関わる業務全般（プレス加工/接合加工/電着加工/品質管理・品質評価/生産設備
の保全/生産技術）、ドローン及び周辺機器組立。採用後適正を確認のうえ、配属を決定します。

URL

担当者

設立年月日 平成22年1月20日 休日休暇

企業の特色・PRポイント

事業内容 主要製品 主要取引先
自動車関連部品、産業機械装置、医療機器、
LED照明機器、融雪シート、高効率モータコイル
の開発・製造販売

車載部品、マニーホールドシリンダー、基盤実
装装置部品、接合装置、LED照明機器、融雪
シート

アルプスアルパイン㈱、JUKI産機テクノロジー
㈱、クロダニューマティクス㈱、日本ガスケット
㈱、㈱サンコーシャ、ジャパンマテックス㈱

代表者
年間休日112日（日曜日他、社内カレンダーによる）

若手・ベテラン等年齢に関わらず責任あるポジションを任され、切磋琢磨しながら日々業務に邁進していま
す。個人の創造性や発想力等の可能性を見出し、全員が明るく楽しく働くことを目指しています。ものづくりに
興味のある方、開発へ興味のある方、機械加工へ興味のある方を求めています。元気で明るく、やる気・勇
気・夢のある方大歓迎です！！
工場見学随時受付しております。

    株式会社 アスター

横手市柳田12－3

http://ast-aster.com/

総務部　総務グループ　　佐々木

基本情報

所在地 〒 013-0054

TEL 0182-38-8552 FAX 0182-38-8553

代表取締役　本郷　武延 認証取得 ISO9001：金属加工及び精密機器、電気機器の製造

資本金

PR

9000万円 勤務時間 ８：００～１７：００
従業員数 110名（男：67名、女：43名） 福利厚生 健康保険・厚生年金・雇用保険・財形・慶弔見舞金制度・定期健康診断

学卒者
（新卒）

採用人数

　 大　学 短　大 専門学校 高　校 合　計
2021年度入社（予定） 2 0 0 2 4
２０２０年度入社 1

2019年6月より横手第二工業団地の新工場にて稼働
しています。
新工場では、弊社独自技術による超高効率モータに
用いられる「アスターコイル」と、独自の絶縁被膜技術
を用いた応用部品の開発・製造をしております。
また、ドローン及び周辺機器の組立も行っておりま
す。

常に新しい発想。常に最上の品質追求。アスターは未来を創ります。

実用化に向けて、様々な分野に展開中です。
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事業所 PRシート 

1 会社概要 

会社名 有限会社 アイハラ 

代表者 代表取締役 相原伸一 

所在地 横手市雄物川町今宿字高花 9-1 

     TEL・FAX兼 0182(23)1101 

会社設立 1992年 7月 2日 

従業員数 40名 (2021年 1月現在) 

      男 6名 

      女 34名 

事業内容 平面・曲面・曲面へのシルクスクリーン印刷 

      パット印刷・ホットスタンプ・塗装といった加飾を行っています 

 

2 労働条件 

就業時間 8:00~17:00 休憩 60分 

休日 会社カレンダーによる(土・日・祝日休み) 

残業休日出勤 年に数回程度 

 

3 入社後の新卒者教育について 先輩社員の OJT 

 

4 期待する人材 健康で元気であること 

 

5 将来展望 

  当社の印刷技術は携帯電話やデジカメで培われてきました。 

技術の蓄積が生かされ現在は G-SHOK文字盤・針や化粧品容器の印刷に生かされています。 

  「MADE IN JAPAN」の製品においては品質が最重要視されます。 

日本人の持つ緻密な感性で海外企業と渡り合い選ばれる会社になるために精密印刷日本一となることを目標

にしています。 

 

6 会社見学 随時可です。(1時間弱程度) 

 

7 学卒者(新卒)採用人数 

 

     

大学（院卒含) 短大 専門学校 高校 合計 中途採用
令和1年度入社 0 0 0 1 1 5
平成31年度入社 0 0 0 0 0 4
平成30年度入社 0 0 0 0 0 4
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■基本情報

：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

：本社・本社工場（横手市増田町）

吉野工場（横手市増田町）

大仙工場（大仙市土川）

：3億円

：125億円（2019年1月～12月期）

：586人（男性 467人 女性 119人）

：8：00～17：00

（一部交代制あり）

年間116日 （ 会社カレンダー有 ）

土日、ＧＷ、夏期、年末年始など

：健康、厚生年金、雇用、労災

：社員食堂、独身寮、保養所

財形貯蓄制度、慶弔見舞制度

：技能士資格取得支援 など

■みなさんへ一言 ■学卒者(新卒)採用人数

3 2 5 10

3 4 2 9

■インターンシップ 1 1 6 8

人事総務部　人事課　土肥 TEL：0182-45-4341　　FAX：0182-45-2016

2018年度

勤 務 時 間

福 利 厚 生

事 業 内 容

設 立

資 本 金

休 日

事 業 所

売 上

従 業 員 数

保 険

2019年度

社 員 教 育

　　　　　     　 学歴

 入社年度

大学

大学院

短大

専門
高校 合計

2020年度

代表者： 代表取締役社長 松本 潔

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 一貫生産体制

※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。

誰のせいにもできない自分の人生。 より充実した社会人

生活を送れるよう、いろいろ見聞きして、「自分に合いそうだ

なぁ」 というところを探す力になりたい！そんな気持ちで採用

製造現場でのインターンシップ受入実績あり

▲ 開発風景 ▲ 組立作業 ▲ 吉野工場の精密機械加工部品

▲ 開発風景 ▲ 組立作業 ▲ 大仙工場の板金溶接作業

主力製品のチップマウンタは、スマートフォンをはじめとした

電気製品の小型化・高機能化を支える産業用ロボットで

す。私たち、秋田県内の工場が、設計拠点であり、製造

拠点。ここ秋田から世界中の工場で活躍する装置を送り

出しています。

私たちの日々の暮らしを支える

“産業用ロボット”の設計・製造拠点です

会社設立翌年の、1974年入社の大先輩も勤続46年

目でまだまだ活躍中。 ライフステージにあわせ、続けやす

オン・オフ めりはりくっきりな働き方

だから続けられる、平均勤続年数１７年

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
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補修用ウォーターポンプの販売、ＶＣＴ関連の可変バルブ部品の切削加工と主要　

合計
2
7
3

（様式）

○   所在地：秋田県横手市安本字下御所野1-11
○   代表者：代表取締役社長　渥美　覚造
○   業　種：輸送用機械機器製造業
○   ＴＥＬ：0182-33-1711
○   Ｈ　Ｐ：http://www.atsumi-kogyo.co.jp/
○   メールアドレス：haruki-@atsumi-kogyo.co.jp
○   担当者：管理部　佐藤　春樹

会　社　紹　介（今まで取り組んできたこと）

弊社は昭和57年6月に秋田県と横手市の誘致企業として進出し、自動車部品の
製造会社として操業し今年で40年目を迎えます。
ウォーターポンプ部品の切削加工に始まり、パワーステアリング部品加工、

製品を増しており、直噴エンジン部品を手掛けております。

みなさんへ一言

機械の専門知識は問いません。
元気で前向きな人材を求めております。

基本情報

事業内容・・・輸送用機械機器製造業（自動車部品の製造）
創業年・・・・1982年6月
従業員数・・・154名（令和2年12月時点）
勤務時間・・・8：00～17：00（交代勤務あり）
休日休暇・・・週休二日制・ＧＷ、夏季、冬季9日程度の長期連休あり

学卒者（新卒）採用人数

大学 短大・専門学校 高校
2020年入社 0 0 2
2019年入社 0 1 6
2018年入社 0 0 3

秋田渥美工業株式会社 ～難物に挑戦～
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事業所ＰＲシート

株式会社　森井製作所　秋田工場
代表取締役　森井　英之

住所　〒013-0102　横手市平鹿町醍醐字西ヶ沢前森2　　TEL 0182-24-3641  FAX 0182-24-3643

【会社の特色】

　弊社では、輸送機器や建機を始めとした産業用エンジン、ミッション、足回り部品等を製造しています。

私たちはＭＶＭ（Morii Visual Management）活動を通して“お客様”に“感動”を与えられる企業を目指

しています。

【基本情報】

事業内容・・・輸送用機械器具製造

創業年・・・・１９３０年（秋田工場１９７９年）

売上高・・・・１９億円 従業員数・・・１０６名 勤務時間・・・８：００～１７：１０

休日休暇・・・会社カレンダーによる（週休二日制）

福利厚生・・・財形貯蓄、観桜会、忘年会

【学卒者（新卒）採用人数】

合計

2

5

平成３１年度入社 2

平成３０年度入社 1

【入社直後の業務説明】

入社後1週間は就業規則、労働安全教育を実施します。2週間目からは直属の上司から部品加工の基礎を学び

実際に加工ラインでの業務になります。1か月後、能力や適性を判断して配属加工ラインを決定します。

令和３年度入社予定

インターシップ

問合先

0

4

0 1 1

補　足

経営管理部　最上　正道

時期としては夏休み（令和２年７月中旬～下旬頃）の予定

可　　・　　否

TEL 0182-24-3641   FAX 0182-24-3643

令和２年度入社

（一部交代勤務あり）

0 1 0

大学（院卒含） 短大 専門学校 高校

0

0

0 0 1 1

0 1
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事業所ＰＲシート

株式会社　森井　秋田工場
代表取締役　森井　英明

住所　〒013-0213　横手市雄物川町南形字蝦夷塚20番地1　　TEL 0182-22-3939  FAX 0182-22-3944

【会社の特色】

　弊社では、輸送機器や建機を始めとした産業用エンジン、ミッション、足回り部品等を製造しています。

私たちはＭＶＭ（Morii Visual Management）活動を通して“お客様”に“感動”を与えられる企業を目指

しています。

【基本情報】

事業内容・・・輸送用機械器具製造

創業年・・・・2008年

売上高・・・・7.5億円 従業員数・・・38名 勤務時間・・・８：００～１７：１０

休日休暇・・・会社カレンダーによる（週休二日制）

福利厚生・・・財形貯蓄、観桜会、忘年会

【学卒者（新卒）採用人数】

合計

0

2

平成３１年度入社 0

平成３０年度入社 1

【入社直後の業務説明】

入社後1週間は就業規則、労働安全教育を実施します。2週間目からは直属の上司から部品加工の基礎を学び

実際に加工ラインでの業務になります。1か月後、能力や適性を判断して配属加工ラインを決定します。

インターシップ

問合先

補　足

工場長　　齊藤　幸進

時期としては夏休み（令和２年７月中旬～下旬頃）の予定

可　　・　　否

TEL 0182-22-3939  FAX 0182-22-3944

0

0 0 2

0 0 0

令和２年度入社

（一部交代勤務あり）

0 0 1

大学（院卒含） 短大 専門学校 高校

0

0

0 0 0 0令和３年度入社予定
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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 ……… トヨタ自動車に直納する量産部品の加工

従業員 ……… 47名（男：43名 女：4名)

新卒採用実績… 2020年3月高校卒3名採用

○基本情報

勤務時間 …… Ａ直 8:30～17:15 （休憩45分）

Ｂ直 19:30～4:15 （休憩45分）

Ｃ直 6:15～15:00（休憩45分）

Ｄ直 15:15～0:00 （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118日

6ヶ月経過後の年次有給休暇日数10日

福利厚生 …… 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、公的資格取得支援

制服支給、食事補助、住宅手当、本社研修制度あり

定期健康診断あり、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。

一緒に良いものづくりを日本、世界に発信していきま

しょう。

業務執行役員 山中 昭彦

○工場見学、インターンシップの

受け入れについては

お気軽にお問い合わせください。

○各種問い合わせ先

大橋鉄工秋田㈱ 総務課 佐藤

TEL:0182-23-6186

FAX:0182-23-6187
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事業所ＰＲシート

岡谷セイケン株式会社　秋田工場

代表取締役社長　　増田孝一

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】

　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。

【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（自動車部品80％、産業機械部品、OA機器部品等20％）
・設立　　　・・・・・1966年10月「有限会社岡谷精機研究所」　　1982年10月　社名変更「岡谷セイケン株式会社」とする。
・売上高　・・・・・24億円(国内）　　従業員数130名(秋田工場70名）　　海外25億円　従業員数　500名（ベトナム）
・勤務時間・・・・ 8:00～17:00（交替勤務の場合は別）
・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、慶弔見舞金、　
　　　　　　　忘年会　　　　　　　　　 社員旅行（不定期）　改善提案表彰(年２回）　社長賞表彰（年2回）　忘年会補助　　など

【学卒者(新卒）採用人数】

　製造課 NC旋盤係 高卒
2名（予定）
3名

平成31年度入社 2名
平成30年度入社 2名

・インターンシップ　　　受入なし

【会社見学受け入れ　可　】

担当　　　　工場長　　　三浦 達也 TEL 0182－42－3571　　　FAX 0182-42－4506
補足　　　　ご希望時期、お問い合わせください。　　　　　　※春休み　（令和3年3月中旬頃）　の受入可

【入社直後の業務説明】

・製造課　NC係　　　入社直後は、半日は座学で　安全・機械しくみ・操作・加工プログラム・5S等の教育。残りの
　　　　　　半日は、製造現場でOJTで仕事の実習になります。　教育期間、１～２ヶ月　（原則残業なし）

【半年経過後の業務説明】

・製造課　NC係　　　製造ラインで設備を3～5台担当しての作業になります。残業、交替勤務（夜勤）等が発生します。
　　　　　　　　　　　　　

令和 3年度入社

横浜本社 秋田工場

   秋田工場内部

令和 2年度入社

検査課　製品検査係　　　　　NC自動旋盤
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株式会社デジタル・ウント・メア
代表取締役会長 戸田　和彦 代表取締役社長 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　： 1999年6月

従業員　： 18名

資本金　： 3,000万円

売上高　： 1億9,300万円

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

R２年度入社

H31年度入社

H30年度入社

2

合計

0 1（専門学校） 1 2

0

2

0

0

0

0

0

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、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年に経済産業省 中小企業庁の「はばたく中小企業・小規模事業者300

社」、2017年には経済産業省「地域未来牽引企業」に選定されております。また2018年には中小企業に使い

やすいITツールを提供する企業として、経済産業省の情報処理支援機関「スマートSMEサポーター」に認定

されました。

可能。（時期：不定、要相談）

問合せ先：総務部門（TEL・FAX：0182-33-5060）担当：若松、小笠原

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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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。
令和元年で創業１０３年目の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。
　一緒に羽後交通の新しい歴史を築いていきましょう！

　　管理課　高橋　美穂

【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 １億円
従業員数 ３３７名（2020/4/1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

当社路線バス　本人無料　家族無料乗車券制度あり
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。 事前申込が必要です。また、一部職種につきましては見学のみとなります。

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。
その後、バスの乗務、乗車券等の窓口販売、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。

大学卒 短大・専門校卒 高卒 計

令 和 2 度 入 社 1 1 1 3
令和元年度 入社 1 0 1 2
平成 30 年度入社 0 1 3 4
平成 29 年度入社 1 1 4 6
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大学 短/専 高校 合計

0 0 1 1 2020年 18

2 0 2 4 2019年 25

1 0 3 4 2018年 35

【みなさんへ一言】　管理部 次長（採用担当）　佐藤　誠

☎0182-32-3670 荒田・佐藤まで

　春・夏休み期間中は　いつでも受付しています！

2019 年 4 月 入 社

2021 年 4 月 入 社 予 定

2020 年 4 月 入 社

　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、弊社では、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

担する制度や福利厚生も充実しています。弊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！

　物流はライフラインを支える重要な役割をしています。その重要な

ライフラインを担う一員として、秋田県内業界トップのヨコウンで働

いてみませんか？

【インターンシップの受け入れ】

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

【基本情報】

事 業 内 容

【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、リ

サイクル事業をはじめ、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。

通関業　産業廃棄物収集運搬業　ソーラー事業　物流センター運営

物流業（輸配送　流通加工　荷役　倉庫　梱包）

マラソン同好会（YOKORUN）　自転車同好会（YOKORIN）

各種検診費用や予防接種の補助

【新卒採用及び中途採用実績】

新

卒

採

用

物流不動産（テナント事業）

入社年月 中途

福 利 厚 生

各種免許取得支援制度　グループ会社親睦会　野球部（ヨコウントラッカーズ）

売 上 高

年 間 休 日 数

創 業

105日(8:00-17:00) ／96日(8:00-16:45)　　部門カレンダーに準ずる

41億6,141万円（2020年3月決算）

明治14年（会社設立　昭和26年2月）

2016年入社 最上 慧太 

（横手城南高校卒） 

2019年7月に大型免許を取得 

念願の大型トラックのドライバーとして活躍中！ 

2020年入社 佐藤名朗（横手清陵学院高校卒） 

将来のドライバースタッフとしてＯＪＴの毎日です！ 
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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

… 1910年（明治43年）

■ 会社の特色 … 1948年（昭和23年）

… 50,000,000円

　㈱タカヤナギは経営理念 … 235億円（2020年3月期）

に「人間優先」を掲げて、 … 1,550名（2020年3月期）

地域社会・お客様、そして … 3月

社員全員がともに幸福で

あることを常に目指し、 ■　勤務条件
総合小売業として成長して … 幹部社員候補
きました。 … シフト制および変形労働時間

制を採用（標準実働時間：8時間）

… 年間休日107日、年次有給休暇

　地元秋田に根ざした産物 慶弔休暇、夏季冬季連続休暇

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、 … 健康・厚生・雇用・労災

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 … 慶弔金、退職金制度、社員割引

として「５・Ａ・ＤＡＹ運動」を通し、小中学生のみなさんをはじめ 制度、契約保養施設有り

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 ■　最近の募集状況（2019年度実績）

いただく社会貢献活動にも取り組んでおります。

“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 ■　入社から仕事について

　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。

　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。

各個人ごとにトレーナー、アドバイザーが付き

仕事に必要な知識・技術をフォローします。

● 採用担当者 株式会社タカヤナギ業務本部
人事部マネジャー　(採用・教育）
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

　　　　　　　人事部採用専用

全部門研修（4月～5月）

お

問

い

合

わ

せ

                 配属前に全ての仕事を3日間体験研修

部門研修（5月～7月）
　　正式配属後、10Ｗトレーニングで実習

Ｅメールアドレス

※大卒、高卒共通　研修プログラムでスタート

創 業

設 立
資 本 金

　ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ　ＤＡＴＡ

福利厚生
各種保険

休日休暇

過去3年間の新卒採用者数

　　　　18年　　19年　　20年
――――――――――――――

  大卒　　6名　　　3名　　　8名
 短大卒　2名　　　---　　　---

  高卒　　6名　　　8名　　　3名

売 上 高
従業員数
決 算 期

職 種
勤務時間

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 0182-32-8048 

 

▶会社の特色 

マルシメは昭和 36 年、秋田県横手市十文字町（旧平鹿郡十文字町）にて産声をあげました。

地域住民様方の変わらぬご支援を賜り、50 年を超える年月が経ちました。 

この半世紀の中、時代は刻々と変化し、消費者のニーズも多様化して参りました。そのような

中において、消費者にとって真のサービスとは何かを私たちは研究し続け、提供して参りま

す。弊社は地域企業としての伝統と誇りを持ち、慢心することなく、革新し続ける事に貪欲で

ありたいと思っています。 

 

▶基本情報 

事業内容…スーパーマーケットおよびグロサリーストアの運営、他 

創業年…1961 年 

売上高…35 億円  従業員数…200 名  勤務時間…実働 8 時間（各部門毎） 

休日休暇…年間 105 日 

福利厚生…財形貯蓄、旅行費用割引、従業員誕生日会、資格取得支援 

 

▶学卒者（新卒）採用人数 

 大学 短大 専門学校 高校 合計 

令和 2 年度    1 1 

平成 31 年度    1 1 

平成 30 年度    5 5 

 

▶入社直後の業務説明＊高卒者分＊ 

＊入社直後 

入社後は、5 日間の導入研修（会社のビジョン・理念共有、各部門の説明、就業規則等）に参

加頂きます。 

その後、1 年間は go-getters（社内研修機関）に所属し、会社内のさまざまな部門業務を経験

し、適正を図り、正式な配属決定となります。 

 

【会社見学又は就業体験の受け入れ】      可    ・    否 

問合先  経営企画室人事担当 山口拓也 

内容   ＊最初に担当者より「会社概要」をご説明致します。その後、各売り場それぞれの 

特色、こだわり等を知っていただきます。（概ね 2 時間程度） 
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よねや商事株式会社
代表取締役社長　池田正廣

TEL：0182-33-1155

FAX：0182-33-6310

大学(院卒含) 短大 専門学校 高校 合計
令和2年度 1 0 0 3 4
令和元年度 2 0 0 3 5
平成30年度 2 0 0 5 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

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：98億円(2018年度)
従業員数：503名（うち正社員：143名、
パート・アルバイト：360名）
男性145名、女性358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 安比保養

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います。
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。
どんなことでも興味を持って取り組んでくれる方を求めています。

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）
（FAX 0182-36-3097）

新入社員の配属までの流れ
入社直後…約7～12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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事業所PRシート
株式会社 フレンドール

代表取締役社長 金 子　 尚 悦

代表取締役会長 勝 田　 菊 枝

所　在　地 〒013-0033　

秋田県横手市旭川一丁目5-39

Tel 0182-32-8725 / Fax 0182-32-8925 http://www.friendoll.co.jp/　

美味しいお菓子やパンは、心を和ませ、笑顔と幸せを感じるきっかけになります。

フレンドールでは、大きく分けて「和菓子」「洋菓子」「パン」の3種を製造販売しています。

フレンドールの職人たちは、召し上がっていただく全ての方々に笑顔と幸せをお届けできるよう

素材の美味しさを大切にしながら真心を込めて一つ一つ丁寧に仕上げています。

販売スタッフも、お客様に喜んでいただけるよう 丁寧な接客を心掛けています。

1975年に、現在の横手市旭川に創業した小さなお菓子屋さん。

地域の皆様をはじめ、多くの方々に支えられ、お陰様で昨年創業45年を迎えることができました。

お客様に「おいしい」「フレンドールの商品を選んで（貰って）良かった」と笑顔になっていただきたい

喜んでいただきたい　その思い一つで歩み続けてきました。

たくさんの方々の笑顔と幸せのために、たくさんの方々に喜んでいただけるように

フレンドールは、この思いをこれからも変わらずに大切にしていきます。

事業内容　…　和菓子・洋菓子・パン　製造販売

全社員数　…　44名(正社員:男6名 女21名 / 準社員(再雇用含):男2名 女2名 / パート:女13名)　

休日休暇　…　年間107日（概ね月9日）

大 学（院卒含） 短　大 専 門 学 校 高　校

1

1 2

4

* 入社直後

入社後1ヶ月間(原則残業なし)は、社会人としてのマナーや仕事の取り組み方を学んで頂きます。

直属の先輩が指導を担当します。　（研修期間の理解度、能力等により配属部署を決定します。）

* 研修後は、各部署での業務が始まります。　残業は、2ヶ月目より発生します。

* 社長または教育係が数か月に一度フォローアップ面談を行います。

フレンドールでは

お菓子を通じて「喜んでいただきたい」「誰かの役にたちたい」「喜びを分かちあいたい」という気持ち

「お菓子･パンが大好きで情熱を持てる」「当たり前の事を当たり前に出来る」

明るく、笑顔で人と接することの出来る 「素直」 「謙虚さ」 「協調性」のある人材を求めています。

新入社員は、主に数年以内に退職者が決まっている部署で募集します。

2022年度の求人につきましては、製造2名 販売2名 を予定しております。

会社見学　・　インターンシップ　受入　　　　可　　　・　　　否　　　　　※春休み(令和3年3月中旬頃)の受入可

合　計

【会社の特色】

経営理念（クレド）　…　おいしいお菓子を笑顔と幸せのために

【基本情報】

創　　業　…　1975年 10月　　/　　会社設立　…　1986年  9月　　　資本金　…　1,000万円

【学卒者（新卒）採用人数】

【入社直後の業務説明】*高卒者分*

【みなさんへ一言】

2021年度入社 1

2020年度入社 3

2019年度入社 4
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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 ＴＥＬ0182-32-7956（人事） ＦＡＸ0182-32-7963

【会社の特色】

【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

令和2年入社 2 2 3 7
平成31年入社 3 1 4
平成30年入社 1 1 2 4
※令和３年内定 3 2 1 6

【入社直後の業務説明】

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。
内　　容 担当者による会社説明、自社オフィス内案内、先輩社員との懇談など（半日程度）
問合せ先 業務管理部 伊藤　淳 いつでも対応します。ご希望を下記にご連絡ください。

ＴＥＬ0182-32-7956 ＦＡＸ0182-32-7963

【社内やイベント風景】

本社オフィス（横手）の様子 ビジネスフェア（６月）

研修（４月）

「オフィスのホームドクター」

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。最近では、「働き方改

革」「テレワーク」への対応など、オフィス設計とＯＡ機器活用について、具体的な自社での実践をもとに、お客

様への提案を行っています。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。

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 ：３２億円 従業員：１１６名 勤務時間：８：３０～１７：３０（昼休憩６０分）

休日休暇：会社カレンダーによる（年間休日１１０日）

福利厚生：社員親睦会、グループ新年会、社員旅行、財形、ゴルフ部、運動部ほか

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）、主要メーカーの新人研

修などを行った後、最初の所属部署（文具館店舗や機器サポート）へ配属となります。６か月間は試用期間とし

て、基礎的な業務を経験します。

半年経過後：正式な正社員として辞令が交付され、適性に応じた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。さらに、キャリアアップ研修として、キャリアアップコンサ
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1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒010－0001 秋田県秋田市中通3丁目1－41

事 業 所 Ｐ Ｒ シ ー ト

事業所名
カブシキガイシャ　ホクトギンコウ

株式会社　北都銀行

設立 明治28年5月3日 TEL 018－833－4211

代表者 代表取締役頭取　伊藤　新 FAX 018－831－1195

勤務地 横手市ほか秋田県内本支店、県外支店（東京・仙台・酒田）

企　業　デ　ー　タ

事業内容 普通銀行業 採用担当 人事管理室　土田光

募　集　状　況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 125億円 E-mail hokuto-saiyo@fidea.co.jp

売上高 預金等残高　1兆3,473億円 URL http://www.hokutobank.co.jp/

従業員数
716名　2020年3月現在

対象
（パート・嘱託行員除く行員数）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

大学院・大学・短大生・専門学生・高校生

総合職

人数 0 17 0 0 0

総合職3
月
卒

2
0
2
0
年

募集職種 総合職 総合職 総合職

1.建設　　2.製造　　3.情報通信

原則として営業店に配属し、預金・融資・渉外等基本的業務を習得後、本
人の適性に応じて本部・支店の各部門で業務を担当していただきます。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

総合職

人数 0 13 0 0 0

総合職3
月
卒

2
0
1
9
年

募集職種 総合職 総合職 総合職

今、地域経済は日々目まぐるしく変化しています。地域が抱える課題を解決するため上質な金融情報サービスを提供しつづけていくためには、従来の金融

業に捉われない創造力と時代の変化に適応できる柔軟性、そして秋田の未来を創るチャレンジングな行動力が必要です。お仕事を通して地域のため、お客

様のため、自分の持っている可能性にチャレンジしてみたいという意欲ある皆さん、秋田のために一緒に汗を流しましょう！

企　業　P　R

勤務
時間

8：30～17：00（うち1時間休憩）
フレックスタイム制度導入（一部店舗除く）

基本給
・手当

大学院修了：月給211,000円
大学卒：月給205,000円
短大卒：月給145,000円
通勤手当、家族手当ほか

休日
・休暇

年次有給休暇、連続休暇（5日）、ワークライフ
バランス休暇（年間6日）、慶弔休暇ほか

福利
厚生

企業内保育施設「ほっくんキッズハウス」
互助会制度、財産形成貯蓄制度、退職金制度、各種社会保険
（雇用・厚生・労災等）、企業型拠出年金制度　等

業　種 仕　事　内　容
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朝日綜合株式会社
代表取締役　熊谷　邦夫
住所　〒013-0064　横手市赤坂字館ノ下80-1ベッチモントyokote3階
TEL  0182-32-6263  FAX　0182-33-3072

【会社の特色】

【みなさんへ一言】
代表取締役　熊谷　邦夫

【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

令和2年度入社 1 0 0 0 1

平成31年度入社 1 0 0 0 1

平成30年度入社 0 0 1 0 1

【会社見学又は就業体験の受け入れ】　　可　・　否

【入社直後の業務説明】＊高卒者分＊

不動産のことならお任せください！
国内最大級の加盟店数を誇るアパマンショップネットワーク加盟により抜群の物件情報を提供
し、圧倒的な斡旋力でお客様のご希望にお答えします。賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理・リフォー
ム・建築など「不動産のトータルサービス」の遂行によりお客様のお役に立つため、ワンランク上
のサービス提供を目指しております。秋田県全体を元気にするため、地域活動へも積極的に参
加しております。

不動産・住宅業は「顧客のマイホーム」という命の次に大切な財産をお世話させて頂く非常に大
切な産業です。我々は常にこの社会的役割を意識し、業を通じて地域へ奉仕する事を使命とし
ております。また、宮城県多賀城市へグループ企業も出店しており、東北№1企業となるべく躍進
を続けております。

事業内容・・・不動産業　　　創業年・・・・1981年1月26日
売上高（グループ全体）・・・21億円　　従業員数・・・約130名
勤務時間・・・8：30～17：30（本社）　9：00～18：00（アパマンショップ）
休日休暇・・・会社カレンダーによる
福利厚生・・・企業年金基金・中退共・財形貯蓄・観桜会・夏秋レク・社員旅行他

問合先　総務室　　　TEL  0182-32-6263  FAX　0182-33-3072
補足　　ご希望時期・日数はお問合せ下さい。

「社員育成計画」に基づいて、会社説明・業務説明などを先輩社員より指導行います。4月には
新入社員研修会を1日開催しますので、他の新入社員との親睦も図れます。（3ヶ月間は試用期
間となります）
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株式会社リーディングアクター　美容室キャンパス

代表取締役　佐々木　一真

住所　〒014-0044　大仙市戸蒔字錨17-1　

TEL　　0187-62-0088

　秋田県内で「キャンパス」の名前で、２０店舗を展開している美容室です。

　秋田県内の美容室では、唯一県認定の職業訓練校を併設しています。

　入社してからの教育マニュアルがしっかりしているのでスムーズに

　スタイリストになれます。

【入社直後の業務説明】

　入社後すぐ研修を実施しますので、お店での仕事を迷わず行えます。

　高校卒業後、美容学校に進学しなくても働きながら通信教育で美容師免許を取得できる

　システムが整っています。　定期的に講習会を行いますので半年後にはアシスタントと

　しての業務が確実にできるようになります。

　【基本情報】

　事業内容　……　美容一般 従業員数　………　200人

　創業年　………　1948年

　店舗数　………　20店舗　（大仙市、横手市、湯沢市、秋田市、男鹿市）

　【メッセージ】
美容師のやりがいは人をキレイにして、
お客様を笑顔に出来る事です。
毎日変化があり、日々成長出来ます。
是非一緒に美容を楽しみましょう。

令和　２年度入社 1 3 4

【学卒者（新卒）採用人数】

専門学校 高校 合計

美容室キャンパス

　売上高　………　９億円

勤務時間　………　9：00　～　18：30

休日休暇　………　シフトによる

【会社の特色】

Campus

平成３1年度入社 3 4 7

平成３０年度入社 0 5 5
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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、自治体病院として

132年の歴史とともに、常に進歩を続ける

病院です。

  安心できる良質な医療の提供と、心ふれ

あう人間味豊かな対応に努め、地域の人々

からの信頼にお応えします。

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　森元　啓悦

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年度より実施しております。）

【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

20

13

9

8

インターンシップ

問合先 総務課長補佐　亀谷　良文 TEL 0182-32-5001　FAX　0182-36-1782

補　足 ご希望時期、日数はお問い合わせください。

大学 短大

可 ・否　※ただし、コロナウイルス感染症拡大の影響により現在は休止中。

令和元年度採用

平成３０年度採用

平成２９年度採用

専門学校

7

6

7

令和２年度採用 12 8

6

3

1
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事業所ＰＲシート（令和2年度）

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　小野地　章一

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…5,581人（正職員3,689人、臨時職員1,892人）

○事業所

病院：かづの厚生病院（鹿角市）、北秋田市民病院（北秋田市）、

　　　能代厚生医療センター（能代市）、湖東厚生病院（八郎潟町）、

　　　秋田厚生医療センター（秋田市）、由利組合総合病院（由利本荘市）、

　　　大曲厚生医療センター（大仙市）、平鹿総合病院（横手市）、雄勝中央病院（湯沢市）

○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

　令和1年度　142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

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。

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・視能訓練士・臨床工学技士・管理栄養士・事務職員
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事業所PRシート

社会福祉法人　明照福祉会　  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
HP  https://明照保育園.com/ QRコード→

【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】

0

 YOKOTE音FESTIVAL
マーチング出演夏まつり　こども縁日

0R2年度入社
大学（院卒含）

インターンシップ　　可　　・　　否
問合先　主任保育士　本堂　ルリ子　　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・・・認可保育所・学童保育施設の運営　　設立年・・・1956年　　従業員数・・・37名
勤務時間・・・7：00～19：30の実働8時間（休憩60分）、週40時間
休日休暇・・・週40時間勤務で調整、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補助、通勤手当、
　　　　　　　　福利協会、退職共済、資格取得支援制度、住宅手当、ソウェルクラブ（福利厚生支援）

1
2
21

高校

H30年度入社
H31年度入社

　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
える卒園児のお世話をさせていただきました。地域の皆様
の支えをいただきながら60年以上に渡って保育に務めてい
ます。
　
　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年以上になります。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
2
1

専門学校

H29年度入社
H28年度入社

「共育」（きょういく）
　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
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【保育園の特色】
≪相愛保育園≫

≪和光保育園≫

【基本情報】
事業内容…保育事業 従業員数…（相愛）26名　　　（和光）20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・扶養手当・処遇改善手当Ⅰ・処遇改善手当Ⅱ
昇給…あり 賞与…あり（入職2年目より年2回：計2.8ヶ月。入職1年目：0.5ヶ月）
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　　※掛金は法人が全額負担
　　　　　　②福利協会退職給付金　※掛金は法人と職員の等分負担
その他…就職支度金制度あり（新卒：70,000円、中途：50,000円）

【学卒者（新卒）採用実績】

【インターンシップ】

問合せ先…相愛保育園 園長：萱森（かやもり）　 問合せ先…和光保育園 園長：伊藤（いとう）　
TEL：0182-36-1334　　FAX：0182-36-1826 TEL：0182-36-1221　　FAX：0182-23-9230

【皆さんへの一言】 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≫

【その他ご案内】
当法人ホームページ…https://sowakai.jp/ 法人概要・施設詳細・法人取組などがご覧になれます。
◆令和3年4月から『十文字保育所』の運営を当法人が行うこととなりました。

これから本格的に自分の進路に向かっていく皆さん。今の自分に与えられている時間を大切にして欲しいと思います。家
族、友だち、先生、身近にいる人たちへの感謝や思いやりの心が将来保育の仕事に就いた時、愛情を注げる人につな
がっていくと思います。

令和元年度入社
平成30年度入社 5

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？

3
6

2

※ご希望時期・日数等はお気軽にお問い合わせください。施設見学も相談に応じます。

≪相愛保育園≫受入れ可 ≪和光保育園≫受入れ可

園内外に様々な工夫が取り入れられた保育園です。
平成28年度に内閣府から『チャイルド・ユースサポート章』

を受賞。様々な活動に積極的に取り組んでいます。

住所：〒013-0061　横手市横手町字五ノ口9
TEL：0182-36-1334　　FAX：0182-36-1826

住所：〒013-0071　横手市八幡字上長田39-1
TEL：0182-36-1221　　FAX：0182-23-9230

横手北小・横手北中学区に立地しております。

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。

1

「健康で元気な子ども」「自分で考え行動する子ども」「心豊な子ども」を保育目標に掲げ活動しております。芝生に覆わ
れた園庭では、子ども達が思いっきり裸足で遊び、園内ではボルダリングをはじめ様々な遊具でたくさん体を動かして遊
べる環境を楽しんでいます。毎日の生活から、自分で考える力や挑戦する力、そして自主性が身につくような保育を心掛
けております。

1
大学 短大 専門 専攻科 高校

1
1

令和3年度入社（予定）

短大：5名
専門：1名

採用合計≪保育士・保育補助採用≫

令和2年度入社
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○理事長　　阿部　脩二

○住所　〒013-0044　横手市横山町1-1

○設立　平成5年7月

○職員数　350名

○事業内容　：　社会福祉事業

　・高齢者福祉　　・児童養護

　・母子生活支援　　・児童発達支援

　・障がい児・者支援

新入職員の育成の取り組み

【高　校】
増田高校、雄物川高校、横手城南高校、平成高校、六郷高校、

湯沢翔北高校、羽後高校、雄勝高校　等

法人基本情報 求める人材

高校生の皆さんへ

地元で一緒に頑張りましょう！

福祉の仕事は、「ご利用者」の喜びを自分の喜びに

できる、とても「やりがい」のある大切な仕事です。

勤務形態 日勤、早番、遅番、夜勤を含む交代制勤務　　※勤務地により異なります

☆元気に
頑張っている
先輩たち☆

職　種

入社前の３月に、法人職員としての基本、業務を新任研修で学び、4日間の配属実習を行います。

主な勤務地

採用実績

週休2日制（ローテーションによる）　年間１１９日程度

年次有給休暇 初年度10日（最高40日）、特別休暇制度あり

秋田県民間社会事業福祉協会の退職金制度に加入します

秋田県民間社会事業福利協会へ加入、永年勤続者表彰制度、慶弔見舞金制度

あり（前年度、取得率100％）育児・介護休暇制度

福利厚生

★就職に関するお問合わせは　：　ＴＥＬ0182-45-4411　（採用担当　いきいきの郷　佐藤まで）

入社後は、各施設で一人で業務ができるまで、担当の職員が丁寧に指導します。

藤原さん（31年入社：六郷高校卒） 　　中野さん（31年入社：六郷高校卒）　　　佐々木さん（３１年入社：増田高校卒）

       社会福祉法人ファミリーケアサービス　　「横手で福祉を頑張りたい人」募集中

退職金制度

ファミリーケアサービス社会福祉
法人

○介護職員（正職員）

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

介護職員　：　ご入居者、ご利用者の介護業務

介護職員　：　すこやか横手、すこやか森の家、すこやか大雄、いきいきの郷、すこやか館合

加入保険

主な仕事内容

休日休暇

また、雇用後の4月1日に同制度二種の退職金に加入します（計2制度）

新卒者　R２年度：5名　31年度：6名　30年度：3名　　29年度：6名

過去の採用実績校

地域貢献

地域の皆さんに

貢献できる人

ご利用者第一

ご利用者の暮ら

しを支え、サー

ビスを提供でき

る人

チームワーク

仲間とお互いを

尊重して行動で

きる人

信 頼

社会や職場の決

まりを守り、良

き職業人として

信頼される人

向上心

福祉サービスの

資質向上を目指

して取り組める

人
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【法人の特色】
高齢者福祉施設を4ヶ所、保育園を2ヶ所を運営しており、全施設が横手市にあり地域に根差した運営を行っております。

行っております。（高齢者福祉施設4施設で15事業所を展開）
≪高齢者施設≫
・養護老人ホーム　映月荘 横手市上境字館133-5
・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
・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
・特別養護老人ホーム　ビハーラ赤坂 横手市赤坂字仁坂105-2

≪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　　　　・（令和3年4月から）十文字保育所の運営も当法人が行います。

【基本情報】
事業内容…社会福祉事業 従業員数…法人全体で約270名（男性職員：約60名　女性職員：約210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）
各種手当…資格手当・通勤手当・住居手当・扶養手当・夜勤手当（4,300円/回）・宿直手当（映月荘のみ有5,000円/回）
昇給…あり 賞与…あり（入職2年目より年2回：計2.2～2.8ヶ月。入職1年目：0.25～0.5ヶ月）
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　　※掛金は法人が全額負担
　　　　　　②福利協会退職給付金　※掛金は法人と職員の等分負担
その他…就職支度金制度あり（新卒：70,000円、中途：50,000円）　資格取得支援制度あり（無資格での入社も大歓迎）

【学卒者（新卒）採用実績】

【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：0182-36-1211　FAX：0182-36-1235
※ご希望時期や日数に関しては、お気軽にご相談下さい。施設見学も相談に応じます。

【入社直後の業務説明】

状況を加味して行っていただきます（最初の内は、先輩職員も一緒に業務にあたるので安心してください）

【皆さんへの一言】 法人本部事務担当：田畑　真志
介護の資格が無くても大歓迎！『介護職員初任者研修』の受講費用の全額を法人が負担し取得をバックアップします。
業務として研修へ参加するので、プライベートの時間もしっかり確保できて心身共に余裕をもって受講可能です。
高校卒業後すぐに相和会に入職し、この制度を利用して介護職員初任者研修を取得した先輩もいます。

相和会では、就職支度金制度・資格取得支援制度・退職金制度（2種類加入）・各種手当や制度など充実しています。
介護業務の経験者・未経験者問わず、職員の方が安心して長く働けるような環境を整えています。

することとなっており、新しい施設を建築予定です。

「介護のお仕事」に興味ある方は、一度ブースにお越しになってお話しだけでも聞いてみてください。

【その他ご案内】
当法人ホームページ…https://sowakai.jp/ 法人概要・施設詳細・法人取組などがご覧になれます。
Facebook・Twitterでも情報発信を行っております。ホームページ・Facebook・Twitterを是非、一度ご覧ください。
Youtubeでは当法人CMもご覧いただけます。検索バーに「相和会」と入力してクリック！

入所施設からデイサービスや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ように多彩な事業展開を

また令和5年4月には養護老人ホーム映月荘と現在横手市が運営する養護老人ホームひらか荘が合併して相和会が運営

*社会人としての第一歩を踏み出し不安なことも沢山あると思いますが、その不安を少しでも軽減出来るように先輩職員が
フォローします。介護に関する知識・技術は勿論のこと、社会人として働く上で大切なことを丁寧に教育を進めていきます。
自分のペースで、少しずつ・確実に知識・技術・礼儀等を習得していきましょう。夜勤がある部署もありますが、業務習得の

無資格・未経験で入社した新
卒先輩職員も多数在籍！2

平成30年度入社 2 2
令和元年度入社 2

採用合計
1

≪介護職員の採用≫ 大学 短大 専門 専攻科 高校
令和2年度入社 1
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事業所PRシート

1 【企業概要】

事業者名：社会福祉法人ひらか福祉会　　　代表者：理事長　畠山　博

【事業所】

①特別養護老人ホームあやめ苑（法人本部含む）　※高齢者介護

　〒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

②ショートステイあやめ苑　※高齢者介護 ③ショートステイかがり火　※高齢者介護

④ケアプランセンターかがり火　※高齢者介護 ⑤Kagaribi  Kidz（企業内保育所）　※保育事業

⑥AKITAトレーニングセンター（リハビリデイサービス）※高齢者等デイサービス事業　※高齢者介護

⑦キッズスポーツ（放課後等デイサービス）※障がい児デイサービス事業　※障害事業

2 【会社の特色】

社会福祉法人ひらか福祉会では、横手市浅舞の特別養護老人ホームあやめ苑・ショートステイあやめ苑を中心に

雄勝郡羽後町にショートステイかがり火・ケアプランセンターかがり火を運営してきました。

平成30年5月に羽後町の事業所に企業内保育所「Kagaribi  Kidz」を開設、同年11月には横手市内に高齢者向け

リハビリ特化型デイサービスと一般向けトレーニング機能を融合した「AKITAトレーニングセンター」、同じ建

物の中に障がい児の放課後等デイサービス「キッズスポーツ」を開設しました。

福祉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施設となるだけでなく、地域

の一員として共に暮らす仲間として地域に貢献できるよう努力しています。

また、新たな事業にもチャレンジし、働く職員がいきいきと活躍できるフィールドを創っていきます。

3 【基本情報】

事業内容／社会福祉事業

法人設立／平成１９年１０月

従業員数／１０３名（男性職員　３０名、女性職員　７３名）　令和3年1月1日現在

休日休暇／年間休日１０８日（２月を除く月は月９日、２月は月８日の公休＋誕生日休暇）

　　　 　　バースデーケーキ付きの誕生日休暇が好評です。また、比較的自由に使える有給休暇は、一人当たり

　　　　　の平均取得が約１0日です。

4 【法人の学卒者（新卒）採用人実績】

大学 短大 専門学校 高校 備考

令和 ２年度採用実績 1 1 2 高校卒者は普通科

平成３１年度採用実績 1 高校卒者は普通科

平成３０年度採用実績 1 高校卒者は普通科

5 入社直後の業務説明

入社後約１ヶ月ほどはひらか福祉会の各事業所の各部門をジョブローテーションとして回っていただき、それ

ぞれの業務を経験してもらいます。その後は配属先で早番・遅番勤務それぞれの研修が始まります。早番・

遅番勤務での業務を覚えたら独り立ちとなります。介護職員は夜勤研修がおおよそ入社後７ヶ月経過したのち

始まります。

6 先輩からのメッセージ

【あやめ苑特養介護職員】 【あやめ苑ショート介護職員】 【あやめ苑ショート介護職員】

時田　汐里（県立横手城南高校出身） 吉田　斐　（県立雄物川高校出身） 髙瀬 美紅（県立横手城南高校出身）

入社1年目：令和2年度入職 入社1年目：令和2年度入職 入社4年目：平成29年度入職

「『利用者さまがやりたい事・望んでい 「先輩からの『失敗してもいいからやっ 「利用者さまとコミュニケーションを取

ることを後押しできる介護士』を目指し てみよう』という言葉に後押しされ、色 る中、癒されながら仕事を楽しんでいま

て毎日頑張っています。積極的に声掛け んなことに挑戦しています！仲間と協力 す。だいぶ気持ちに余裕が持てました。

することを日々心掛けています！」 する大切さを感じています。」 今後はスキルアップに挑戦です！」
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事業所PRシート

　1998年に横手地区の9JAが合併し誕生した、組合員約17,600人が加入する県有数の大規模JAです。
　農家の営農と生活を守り高めるため、また、より良い地域社会を築くため、
　地域生活に必要な幅広いサービス（総合事業）を展開しています。

●基本情報

●入組後の業務について

●こんな人を募集しています

●採用実績（直近５年） 問い合わせ先

ＪＡ秋田ふるさと 総務人事部 人事課

横手市駅前町６－２２

ＴＥＬ：０１８２－３５－２６３８

※職場見学は随時受け付けています。

希望の時期や日数は事前にご相談ください。

代表的な業務は以下のとおりです。

●営農指導
農畜産物の生産や、農業経営に必要な手法に関わる指導を行います。
●生活指導
幅広い世代に「食」と「農」の大切さを知って頂くための活動です。
●販売
組合員が生産した農畜産物の集荷・出荷・販売・精算に携わる業務です。
●購買
肥料や農機具、生活用品などの資材を組合員に提供する業務です。
●信用
貯金や貸出等の窓口業務、渉外業務を担当します。
●共済
保険商品等に関する窓口業務、渉外業務を担当します。

●その他

福祉事業、担い手支援事業、管理など

おおむね３～５年ごとに人事異動（所属部署の変更）があり、担当する業務は部署により異なります。
総合事業を扱うＪＡとして、幅広い職務能力の開発を図るため、部門をまたぐ形での人事異動が行われています。

勤務時間：８時３０分～１７時００分（実働７．５時間）

休 日：土曜日（月３回）、日曜日、祝日

※勤務部署により異なる場合あり

勤務場所：横手市内の本店・支店・事業所

「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」

「地域を愛し、組合員のために貢献する意欲を持った人」

「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の扱う業種は幅広いですが、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。

組合員や地域の方をサポートし、喜んで頂けたときの充実感や達成感は大きなものです。

生まれ育った地元に貢献するため、どんな仕事にも挑戦したい！という熱意のある方をお待ちしています。

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

大学 3 3 3 1 6 1 2 2 2 1

短大／専修 0 1 0 2 1 0 0 0 2 4

高校 2 3 2 6 2 2 5 3 4 5

5 7 5 9 9 3 7 5 8 10

R3年度(見込)

1812

入社年度
H29年度 H30年度 H31年度 R2年度

合計
12 14 12
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おかげさまで従業員数約300名！500名体制を目指します！
「人の役に立ちたい」 その思いを実現できる場所

株式会社プレステージ・インターナショナル 秋田BPO横手キャンパス

〒013-0054 秋田県横手市柳田4-3

TEL 0182-27-1111（受付：平日9:00-18:00)   E-mail  yokote_kanri@prestigein.com

URL www.prestigein.com

■秋田県・横手市 誘致企業 ■東証一部上場 ■BPO事業

■設立：1986年10月 ■資本金：14億9,495万円 （2020年3月31日時点） ■従業員数（連結）：3,948人（2020年3月31日時点）

働くあなたをサポートします！

・本センターには企業内カフェテリアがあり毎日のランチタイムをサポートする他、女性が長期的に安心して働けるように企業内保育園を設置！

・施設はもちろん充実した制度でサポートします！（持株会制度・ガソリン給油価格割引カード・スマホ従業員割引・年2回の社内イベントなど）

・年齢・性別・学歴に関係なく実力評価主義の会社だからこそ、若い力が発揮できます。スキルアップ・キャリアアップをサポートします！

・地元に残って長期的に、安定して働きたい若者をサポートします！

プレステージ・インターナショナルは日本最大の民間アシスタンスサービス会社です！※当社調べ

当社は全国に直営の駆けつけチームを持つ、日本最大のアシスタンスサービス会社です。

コンタクトセンターである横手では「ご契約者様からの電話受付・駆けつけの手配・専用システムへの入力作業・事務作業」などを行います。

将来的には500名のスタッフ体制で「保険会社のロードサービス業務」「不動産会社のホームアシスタンスサービス業務」

「自動車メーカーのカスタマーサービス業務」などを行います。

【横手キャンパス・新卒採用実績】 ■2018年 / 高卒5名・大卒2名

■2019年 / 高卒5名・大卒1名・短大卒1名

■2020年 / 高卒8名・大卒3名・短大卒1名・専門卒1名・第二新卒7名

■2021年(内定者数) / 高卒19名・大卒3名・短大卒2名・専門卒3名

【勤務条件】 シフト制 《実働8時間（休憩1時間）/ 該当月の土日祝日の数（年間120日以上）》

【会社見学】 随時対応可能（下記まで要予約）ご家族の方もご一緒にぜひお越しください！

企業内保育園カフェテリアリラックスゾーン

センターガーデンエントランス
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事業所ＰＲシート 秋田県警察

所在地 秋田市山王４丁目１番５号

名称 秋田県警察

連絡先 横手警察署（電話 ０１８２－３２－２２５０）

インターンシップ受け入れ可

問い合わせ先・・・横手警察署警務課 TEL 0182-32-2250 

※ご希望時期や人数に関してはお気軽にご相談下さい。

施設見学も随時受け付けております。

「警察官」・・それは「誇りとやりがい」のある仕事です。

警察の業務は、地域住民の相談をはじめ、悪質・凶悪化、ハイテク化、国
際化するあらゆる犯罪捜査から飲酒運転の取り締まりや交通事故の抑止、
地域の安全・安心まちづくり支援活動、要人警護、災害時の救助活動など
多岐にわたり、様々な面から郷土の治安を守り、県民生活を支えています。

警察官の仕事は華やかに見えますが、その陰には「地道な苦労」と「努力
の積み重ね」があり、それを乗り越えた時に言葉では言い表せない「充実
感・達成感」が生まれるのです。

「警察官」は他の職業とは違う「誇りとやりがい」のある仕事です。

皆さんに一言

秋田県警察は、約2,300人が勤務する組織であり、仕事内容や活躍の
フィールドは多彩です。

秋田県民の平和な日常を守るため、すべての警察官が治安の維持に奮
闘しています。

県警察では、正義感を持って悪と戦い、県民の安全と安心を守りたいとい
う、強い意志を持った方を待っています。

採用直後の業務説明

秋田県警察学校に入校し、警察官に必要な教養・訓練を受けます。

大学卒業者は６ヶ月、大学卒業者以外の方は10ヶ月入校することとなりま
す。 （この期間も、給料は支給されます）

卒業後は、全県の各警察署に地域警察官として配属され、交番を中心に
勤務することになります。

ここで本人の仕事の情熱、熱意、適正、能力などを考慮し、刑事や白バイ
隊員などの専門分野に進む機会を与えられます。

大卒（男性） ４１人

大卒（女性） ９人

高卒（男性 ３３人

令和２年度 採用内定

警察官Ａ（大学卒、大学院卒）: 211,830円

警察官Ｂ（大学卒業以外） : 172,364円

その他 賞与 年２回

給与関係
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大卒181,928円、短大卒162,396円、高卒149,610円
（記載は一般行政職で、職歴等がある場合は一定の基準により加算されます）

初任給

職員数 　約910人（消防、病院、会計年度任用職員除く）

組織（部局）
構成

総務企画部、財務部、まちづくり推進部、市民福祉部、農林部、商工観光部、建設部、
上下水道部、議会事務局、教育委員会、各種委員会事務局等

受験の申込
みについて

高校生の方の採用試験は例年９月に１次試
験を実施しており、受験案内は市報やホーム
ページに毎年４月から６月に掲載され、市の公
式FacebookやLINEでも情報発信しています。
受験の申込みは従来の申込用紙に記入して
提出する方法の他にも、自宅のパソコンやス
マートフォンからの電子申請も可能です。

E-mail 　jinji@city.yokote.lg.jp

横手市役所の紹介

看護師

介護士

仕事の内容

高卒程度

大卒程度

行政Ａ、行政Ｂ

職種 試験区分

短大卒程度
一般行政職は特定の部門や分野に限らず、市政
の様々な業務に幅広く従事します。事務職として福
祉、税、観光、農業、教育など、その範囲はあらゆ
る分野にわたります。

道路、公園、上下水道等の専門職として市民が安
心・安全に暮らせるまちづくりをします。

保健師
健康相談、健康診査、母子健診など、市民の健康
づくりを支援します。

所在地

ＴＥＬ

高校生の
みなさんへ

特に採用１年目は、市役所職員としての心構
え、業務内容、接遇、チームワーク、コミュニ
ケーション能力向上など、さまざまなメニュー
の研修を数多く実施し、業務遂行能力の向上
を図っています。また、ブラザー＆シスター制
度により、配属先の先輩職員が専属で新規採
用職員の1年をがっちりサポートします。

配置・異動
上記組織構成の各所属に配属となります。採用後10年程度は本人の希望や適性も考慮の
上、おおむね3年程度で異動します。

一般行政職の場合　月～金/8：30～17：15　（職種や勤務場所により異なります。）勤務時間

休日・休暇 年次有給休暇（年20日）、夏季冬季休暇（年5日）、その他特別休暇あり

　横手市中央町8番2号、他

　0182-35-2163(人事課）

令和２年度の採用試験募集職種と内容

大卒程度

試験の程度

市の高齢者福祉施設等で入居されている高齢者
の方の生活を支援します。

－

－

－

資格職

高卒～大卒程度建築・土木

一般行政職

行政

行政

職務経験者
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防衛省　自衛隊　秋田地方協力本部　横手地域事務所

住所　〒０１３－００１８　横手市本町２番９号　横手法務合同庁舎１階　ＴＥＬ（FAX）　0182-32-3920　

【自衛隊の特色】

【基本情報】

【入隊後の業務説明】＊高卒者分＊

Ａ：入隊時の体力の有無は問いません！
各コース・職域に応じた技術や体力練成に関
わる教育が整ってます。
実務を通じて一人前になっていくので、入隊
時に特別な資格・能力は必要ありません。

Ｑ：体力に自信がないけど大丈夫？
　

　入隊後は教育部隊で自衛官として必要な資質を高めるために、自衛隊の規則、規律、動作、基本
的な技能などを学びます。その後、教育部隊等で基礎教育を経た後、部隊配属となり、部隊勤務を
通じて、各種技能等の教育訓練を受けます！

【職場見学又は就業体験の受け入れ】　　　　　　　　　　　　　　　可　　　　　・　　　　　否
問合先　防衛省自衛隊　秋田地方協力本部　横手地域事務所　TEL（FAX）0182-32-3920
内容　　 事務所の担当広報官から自衛隊の概要説明、職種の説明を事務所内にて行います。
           （一部ビデオ説明あり）。各広報官と対談しながら各自衛隊の任務等を知って頂きます。
           （概ね２時間程度）
補足　　 みなさんに、身近に感じられる自衛官になればと思っております。
　　　　　 ご希望時期、日数はお問い合わせ下さい。※春休み（令和３年３月中旬頃）の受入可。
【部隊・基地見学の受け入れ】　受付しておりますが、コロナウィルス感染の影響により対応できない
ｇｇｇｇｇｇ場合もありますので、ご相談ください。
【インターンシップ】　学校を通じて、高校生のみなさんが夏休みの時期に計画をして行っております。
　

身　　　分　　：特別職国家公務員
仕事の内容 ：国の防衛、災害派遣、国際平和協力等
勤務時間    ：8：15～17：00（地域差あり）
休日休暇    ：週休２日制、祝休日、年末年始、夏期特別休暇、年次休暇（年間24日）など
福利厚生    ：防衛省共済組合施設（宿泊、野球場、テニスコート等）その他、提携している保養施設
                  等割安で利用できます。
保      険    ：団体生命保険、生命共済、団体傷害保険、火災共済等

　防衛省・自衛隊は“国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛すること”を基本理
念としています。
　陸上、海上、航空自衛隊と３つの自衛隊があり、自衛隊の仕事内容は多岐にわたり、それぞれに得
意分野を活かせる職種があります。防衛省・自衛隊には「理想の自分」になるためのステージが用意さ
れています。
　自衛隊員は「特別職国家公務員」としての身分が保障されており、給与・保険など安定した待遇 ・福
利厚生のもと、さまざまなキャリアを描くことが可能です。

事務所ＰＲシート

陸・海・空 自衛官

平和を守り 未来を創る
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横手市消防本部
代表　横手市消防長　菅谷　和明
住所　横手市条里一丁目1番1号　　TEL：0182-32-1111　FAX:0182-33-1300

【組織の特色】

【高校生のみなさんへ一言】

【基本情報】
○業務内容…　

○業務開始…

○勤務体制…

○休日…

○福利厚生…

【学卒者（新卒）採用人数】
大学（院卒含） 短大 専門学校 高校 合計

令和2年度採用 1 2 3

平成31年度採用 3 3

平成30年度採用 2 2 4

【見学又は就業体験の受け入れ】
受け入れの可否 可

実施期間 例年夏休み期間中７～８月

問合せ先 横手市消防本部総務課　　　　TEL:0182-32-1111　　FAX:0182-33-1300

補足 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況により中止とする場合があります

【採用直後の業務説明】

総務課　総務係長　石田和己
３K（きつい・きたない・きけん）のイメージが強い職場ですが、最新の装備を充実させ安全を最優先に市民
に愛される消防を目指して活動しております。世の中が大きく変わる時代に合わせグローバルな視点を持
ち、郷土愛のあふれる人財を求めております

採用直後4月から9月までの約半年間は、秋田県消防学校で行われる初任教育課程に入校し、寮生活を
しながら消防官としての基礎教育・訓練を受けていただきます。その後、横手市消防署に配属し先輩職員
の指導を受けながら2交代制の通常の業務に就きます。また、1月から2月には救急隊員の資格を取得す
るため再度秋田県消防学校へ入校します。1年かけて消防官としての基礎を習得し、2年目以降は各所属
で様々な業務にあたることとなります。

人口減少や高齢化など移りゆく社会の要望に応え、365日24時間体制で職員一丸となって安全・確実・迅
速をモットーに、最善の活動で市民の安全と安心な生活を護る唯一の消防組織です。巨大化・複雑化す
る各種災害に対して、高度な知識と最新の技術、不屈の精神で対応してまいります。

火災・救急・救助などの災害対応活動のほか、119番受付業務、防火対象物や危険
物施設などの検査や指導、市民の防火思想の高揚を図るためのPR業務、消火栓や
防火水槽などの維持管理業務、市民を対象とした救命講習会の開催、防災訓練等
の実施、組織を運営するための事務業務など、多岐にわたる業務を行っております

平成17年10月1日（新横手市誕生に伴い単独消防本部で業務開始）

24時間勤務2交代　週間38時間45分勤務

週休2日制（交代制シフトによる）
条例に基づき有給休暇、季節休暇、その他特別休暇の制度があります

秋田県市町村職員共済組合の福利厚生制度が利用可能となっております
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