
令和 4 年度 

 
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５年２月９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 



1 伊藤建設工業（株） 一般土木建築工事業 土木工事、建築工事

2 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、解体工事 等

3 三又建設（株） 一般土木建築工事業 土木工事、建築住宅工事、製材加工、木材販売、森林事業、環境事業

4 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

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。

6~7 (株) 大成電機 電気工事業 配電線・送電線の工事、業務。屋内電気設備工事、交通信号工事、通信線工事など。

8 (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）

9 (有) 藤原洋装
外衣・シャツ製造業（和式を除

く）
ブラックフォーマルの婦人服を専門に縫製加工している。

10 (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）。

11 (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。一流ブランドのTOCCA、フィセル、fafa等のベビー子供服の縫製加工をしてい

ます。自社ブランドchene（シエーヌ）。

12 (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）
子供服ブランド「ファミリア」の製品を作っています。

13 (株) Nui Tec Corporation 秋田事業所 その他の繊維製品製造業 自動車用座席シートトリムカバー製造

14~15 睦特殊金属工業（株） 樹脂事業部
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

16 (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

17 (株) 西山製作所 秋田工場 鋼材製造業
冷間引抜精密鋼管製造…太径の鋼管を素材としてユーザーの要望に応じた細径の鋼管を製造する。自

動車用パイプ部品・コンピューター用部品・スポーツ用部品・電気製品用部品等に使用される。

18 (株) 平鹿精機製作所 生活関連産業用機械製造業 印刷機械製造、産業機械製造、他あらゆる機械の部品加工や組み立て作業及び設計等まで行う。

19
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。

20 三共光学工業（株） 光学機械器具・レンズ製造業
光をコントロールするキーパーツ、光学レンズを研磨加工を中心として一貫加工。当社が手掛ける光

学レンズは、高性能なカメラ用交換レンズや、半導体・ディスプレイの製造に使われます。

21
オーブレー（株）横手工場

（旧アキタ・アダマンド）
電子部品製造業 光通信コネクタ、医療用部品の製造

22 (株) アスター
通信機械器具・同関連機械器具

製造業

超高性能モーターに用いられるアスターコイルや、独自の絶縁被膜技術を用いた応用部品、ドローン

及び周辺機器組み立て、アスターコイルを使用したドローン用、EV用モーターの設計・製造・販売。

23 イリソ電子工業（株） 産業用電気機械器具製造業
プライム市場上場のコネクタメーカーとして、営業活動・生産活動共にグローバルに展開していま

す。自動車分野を強みとして、電気自動車、電子機械、産業機械などにもシェアを拡げています。

24 横手精工 (株) 電子応用装置製造業 プリント基板の実装・組立、半導体製造装置の組立、試薬製造。

25 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
電子機器の小型化・高機能化などの進歩を製造現場で支えるチップマウンタを始め、各種産業用メカ

トロニクス製品を、設計開発から完成品製造まで一貫して手掛ける研究開発型完成品メーカーです。

26 (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

27 ルビコン（株） 秋田事業所 電気機械器具製造業
情報通信機械、照明機械、自動車電装品、ストロボフラッシュ用、インバータ機器等、幅広い分野で

使用されるアルミ電解コンデンサの製造

28 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）

令和４年度『横手のスゴイ企業発見！！ガイダンス』 参加事業所

※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をもとに作成

ページ 事業所名 産業 事業内容



ページ 事業所名 産業 事業内容

29 大橋鉄工秋田（株） 自動車・同附属品製造業
2017年２月に操業開始。トヨタ自動車とトヨタグループ会社へ重要保安部品を納入している会社で

す。

30 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

31 オロテックス秋田 (株) 自動車・同附属品製造業 自動車用部品の製造及び納入販売

32 (株) 東海理化トウホク 自動車・同附属品製造業
自動車用内装部品のトップメーカー。特にスイッチ類は世界シェア１位を誇る。トヨタ自動車をはじ

め国内はほぼ全ての車両メーカー、海外はGM、フォード等主要メーカーと取引。

33 (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。

34 (株) 森井 秋田工場 自動車・同附属品製造業 輸送用機械部品加工製造業

35 (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）

36 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

37 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

38 横手ヤクルト販売 (株) 食料・飲料卸売業 乳製品・乳酸菌飲料卸売業

39 (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

40 (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。

41 (株) フレンドール 菓子・パン小売業 菓子、パン類の製造小売

42 (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。

43 (株) 北都銀行 銀行 普通銀行業

44 朝日綜合（株） 建物売買業、土地売買業 不動産業。アパマンショップを県内７店舗展開。

45 (有) 日野 専門料理店 焼肉レストラン、しゃぶしゃぶ店、居酒屋、食肉処理加工・販売。

46
(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）

47 市立横手病院 病院 医療業（一般病院）

48~49 (社福) 相和会
老人福祉・介護事業・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

50 (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。

51 (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」、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

52 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）

53 ユーアイ警備保障（株） 警備業 機械警備、施設警備、雑踏警備を総合的に実施している地元大手の機械保障会社です。

54
(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つ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。

55 秋田県警察（横手警察署） 都道府県機関 警察行政

56 横手市役所 市町村機関 地方公共団体（地方行政）
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57 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）

58 横手市消防本部 市町村機関 地方公共団体（地方行政）
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基本情報

　インターンシップについて

事業内容 ・・ 総合建設業 創業年 ・・・ 昭和３９年７月

従業員数 ・・ ６５名（内女性６名） 資本金 ・・・ ６，７００万円 売上高 ・・・ １９億５千万円

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、

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

先輩社員から一言

現在は、主に現場の写真撮影や

測量などの仕事をしています。

日々、変化していく現場を目の当

たりにすることが出来るのでとて

もワクワクする仕事です。

入社した理由は、大小様々な仕

事が出来るので、技術力が身につ

くと思ったからです。

建設業は建物や構造物の完成に

直に携わることが出来るので、と

ても達成感のある仕事だと思いま

す。興味がある方や好きな方は是

非、入社して実際に確かめてほし

いです。

（令和４年入社 土木部 日野原）

学卒者（新卒）採用人数

来年度予定 ２名採用予定

令和４年 高卒１名

令和３年 高卒２名

令和２年 高卒４名

〒013-0036

秋田県横手市駅前町13-8

TEL：0182-32-2680 FAX：0182-32-7500

URL   https://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（Ｗｅｂ含む）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

先輩社員から一言

これまでの仕事を通じて、時間の使い方に

ついて意識が変わりました。建築現場では特

に取り扱う業種が多いため、次の作業へス

ムーズに移れるよう段取りすることが重要と

なります。また書類作成においても自分なり

に期日を決め、メリハリをつけて作業するよ

うにしています。まだまだ上手くいかないこ

とが多くありますが日々の作業を通じ、施工

管理者として成長できるよう努力しています。

進路選択から入社して働くまでは私自身も

不安でいっぱいでしたが、上司や先輩方から

の丁寧な指導のおかげで少しずつですが成長

を実感しています。地元で就職したいと考え

ている方にとっては安心して働ける職場です。

建設業に携わりたい方、地元で働きたい方は

ぜひ創和建設で一緒に学び、頑張りましょう。

（平成２９年入社 建築部 藤谷）

自然と共に”未来を創造”
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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

出

社

退

社

選
択
制

= C r e a t e a S m i l e =
笑顔創造企業をめざして

８ ９ 16 17
土
曜
日

出
勤

休
日

ネットでらくらく

申請・決済

ワクチン希望者は勤務中に接種ＯＫ

本人やご家族の急な体調不良による

欠勤は後日診察領収書で有休扱いに

約４０万円の負担軽減

就業時間内

毎年合格者続出

全て出勤扱い
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住所　〒013-0037　秋田県横手市前郷二番町7番13号

ＴＥＬ　0182-32-1697　　ＦＡＸ　0182-33-4821

代表者　代表取締役　武茂　広行

　　

●県南部基盤の総合建設業(建築･土木)､一級建築士事務所です。

　建築･土木工事の施工管理業務、建物等の設計監理業務を行っております。

●大正６年８月の創業から２０２２年８月で１０５年となった、地域密着型企業です。

●ＩＣＴ･ＩｏＴ(情報通信技術)を駆使し、最新技術を積極的に取り入れ、業務効率化を推進しています｡

●女性が働きやすい職場＝男性も働きやすい職場を目指し、本社を令和２年１０月に改築しております。

　また、現場事務所にも女性専用の休憩所・女性専用のトイレを設け、職場環境改善を図っています。

●年平均有給休暇取得日数１５．８日、月平均所定外労働時間７．３時間（前年度実績）

●秋田県女性の活躍推進企業受賞（女性技術職員２名在籍）

売 上 高 ・・・ ３５億円

従業員数 ・・・ ３７名（うち男性３１名、女性６名）

勤務時間 ・・・ ８：００～１７：３０（実働８時間）

基 本 給 ・・・ 高卒１４８，０００円、大卒１８５，０００円

賞 与 ・・・ あり（前年度実績：７ヶ月）

休日休暇 ・・・ 年間１１３日（土日休みの完全週休２日制、祝祭日は有休奨励日）

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

1 2 3

1 1

2 1 3

【入社直後の業務説明】

　入社後約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もと、業務を行ってもらいます。

【みなさんへ一言】

　建設業は「地図に残る仕事」であり、非常にやりがいのある仕事です。少しでも建設業に興味のある

問合先

令和２年10月に竣工した新社屋で、さらなる働き方改革に取り組んでいます！

事業所ＰＲシート

【会社の特色】

短大

【基本情報】

【事業内容】

令和 4年度入社

常務取締役　山下　圭 TEL　0182-32-1697　FAX　0182-33-4821

方は、職場見学やインターンシップにぜひ参加してみてください。お待ちしております！

令和 3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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【工場】

・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）

【営業所】

青森・秋田・宮城・東京・大阪

各事業所

【食品製造】（主に高卒）
う納豆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/

高卒の方は入社後、製造部へ配属になる場合が多い

ですが、本人の適性とやる気しだいでは営業や管理部

門など他部署への配属も可能です。また人事異動も定

期的にありますので茨城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！

大卒で理系の方は研究開発や、品質管理への配属が

多いです。文系の方は営業や管理本部への配置が多く

なっております。

納豆が好きな方、ヤマダフーズに興味がある方、職場

見学等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。

フリーズドライ加工商品市販用納豆 業務用納豆
取扱商品

採用実績

1954年創業のヤマダフーズは、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。

「おはよう納豆」をはじめとするスーパーで売られている納豆のほかに、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や学校給食・ホテ

ルで使用されるカップ納豆の多くがヤマダフーズで製造されています。

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

属先で先輩社員によるOJT研修を実施しています。

また、翌年１月にも新入社員全員での研修で成長

をサポートします。

【入社３年目】

３年目フォローアップ研修を実施し、同期同士、

お互いの成長を実感しています。

（※その他、研修を新たに組み立て中です！）

【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。また取得後は、資格手

当が毎月あります。

【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

企業データ

・創業 1954年

・資本金 9,800万円

・売上高 84億6400万円

(22年8月期)

・従業員数 560名

・休日 週休二日制

高 卒 大 卒
2022年4月入社 8名 2名
2021年4月入社 6名 1名
2020年4月入社 7名 7名
2019年4月入社 6名 4名
2018年4月入社 4名 3名
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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・ 見学
高校２～３年春 ○ 職場体験・ 見学
高校３年夏 ○ 職場体験・ 見学

※基本情報 ※新卒の採用状況

創 業 年：昭和６３年 令和4年3月卒：高卒　1名

資 本 金：５００万円 令和3年3月卒：高卒　0名

従業員数：23人      年商8500万円（2020年） 令和元年2月卒：高卒　0名

※会社見学・職場体験の受入

研修は1年目は座学（縫製用語、機械の名前）、部分縫い、アイロン操作などを勉強します。
２年目３年目はジャケット・ワンピースが１着完成するまで指導します。（週に１回就業時間内30分
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：147,398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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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　パスカル　センコフ　

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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Copyright: Narahara Knit Co.,Ltd. All Rights Reserved.  

 

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 

 事業内容:子供・ベビー向けニット製品(カットソー)の製造 

 従業員数:49 名 (国内) 

 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 TEL:0182-22-2073 

 

【弊社詳細】 

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

ております。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。 

 

【学生の皆様へ】 

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。 

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。 

 

【学卒者(新卒)採用人数】 

 令和 3 年度入社:高校卒業 2 名 

 令和 4 年度入社:高校卒業 1 名 

 令和 5 年度入社(予定):高校卒業１名 

 

【勤務時間、休日休暇、福利厚生】 

 勤務時間:8:15～17:00 (12:00～12:50/昼休憩、15:00～15:10/10 分休憩) 

 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 

 

【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:8:15～17:00 
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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】

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。

令和4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

大学（院卒含） 短大 専門学校 高校 合計

令和3年度入社

令和2年度入社

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。

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。

＊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
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　事 業 所 P R シ ー ト

　　　　TEL : 0182-26-3281      FAX : 0182-26-4127

　 　

令和2 年度 令和3 年度 令和4 年度

9 人 3 人 1 人

6 人 1 人 1 人

　当社は、毎年継続して高卒者の求人活動をを行っております。

　皆さんの先輩は、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

　躍されています。秋田県内で自動車用座席シートトリムカバーの製造を行っているの

　は当社だけです。生活に密着した自動車の座席を一緒につくってみませんか。

　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

　の力を必要としています。年に2回程度、受注メーカーの車両展示会も開催しています。

（ 可 ・ 否 ）

2～3 人）

縫製、ＮＣ裁断工程、ピックアップ、ＰＣ操作、自動機、接着等）

・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、腕前の

向上を見たうえで残業等が発生してきます。

・実施出来る内容（

入社直後の業務説明

　　　　　工場見学・企業説明会
　　　小学生、中学生、高校生、他

　毎年、多数の学校や地域の方々の工場見学受入実施。
　中学校、高校等への出前企業説明会実施。

　業務部 業務課 吉方　龍一　TEL 0182-26-3281　　FAX 0182-26-4127インターンシップ・工場見学の問合先

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　　　（

【職場の風景】　

永年勤続表彰制度、大型連休あり　など

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 93億5千万円(令和３年度実績)

　事業拠点 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 286人(男性51％･女性49％)､名古屋 25人､長野 124人､本社 11人

(秋田/横手事業所での採用者勤務地：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、積立有給休暇制度

　　       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

事業所名

連絡先

所在地 　　　　秋田県横手市大森町上溝字上野17番地2

代表取締役 　　　　　 　森本　裕之

株式会社 Ｎui Tec Corporation 秋田事業所

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）の車両には、当社の製品が搭載されている

　車種があります。　「全員で生み出そう知恵・育もう信頼！」を全社標語に掲げて

　裁断から縫製まで、お客様に満足頂ける高品質な製品を製造しております。

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

　近年は、環境の変化により異業種へのチャレンジ(医療用エプロン、医療用ガウン)も

　行ってきました。是非一度当社を見学にお越しください。

職場の仲間 ＆ イベント

当社製品

車両展示会
あきたNEXTモーターショー2022 出

ＮＣ裁断

縫製工
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 ※ 就業時間  ８：００～１７：００  休憩 1時間

 製造部門 交替勤務あり

 ※ 休日  年間 120日/基本土日休日  ⾧期休暇（GW・夏季・年末）

 

 ※ 残業 月平均 ０～20時間程度

【賃金】

 基本給（高卒）  

  143,000円 時間外手当 10,000円 各種手当（通勤費除く）25,000 円 ＝ 178,000円

 

【社員構成】 【新規採用実績】

社員数  114名 令和3年  高卒 1名

男女比 男性 60名 令和2年  高卒 1名

女性 54名 令和元年  高卒 1名

事業所PRシート

会 社 名 睦特殊金属工業株式会社 樹脂事業部

代 表 者 名 代表取締役社⾧ 池田 行廣

住 所 横手市大雄字高津野175

電 話 0182-52-3216

事 業 内 容
射出成形によるﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品の製造販売

金型の設計・製作

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ http://mutsumi-t.jp/

【労働条件】

大雄工場全景
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1

・

・

【金型加工部門】

マシニングセンター NC加工機 CAD CAM加工データ

【成形部門】

 ロボット成形システム 最新鋭射出成型機 各種画像検査装置

2

樹脂事業部秋田工場は大雄工場のほか、横手第二工業団地に2017年4月から新工場を構え

それぞれの工場で、車載関連部品を多種生産し地域・社会に貢献しております。

自動車の電動化が進み大きな転換期となっております、車載関係比率も50%を超える状況です。

3

4

・

・

・

高校新卒者採用後、主に配属する職種

入社後は、約2カ月間で各部門で実習を受けた後、3カ月目で正式配属となります。

製 造 課 ・・・ 作業標準書を確認し、成形機のｵﾍﾟﾚｰﾀｰとしてモノづくりを行う。

技 術 課 ・・・ 設計者から製図された図面を基に、鋼材を加工し金型製作を行う。

当社のここをご覧ください

当社は、1946年の設立以来、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ部品の製造と金型設計・製作を行っております。

⾧年培ってきた技術と経験を活かすと共に新たな視点から可能性を追求し、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

社会のﾆｰｽﾞに応えて、100年企業を目指します。

入社後の新卒者の教育について

期待する人物像

他人とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがとれ、挨拶や受け答えがきとんとできる事

物事への取り組みに意欲がある事

健康で声の大きい人
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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

 住所：横手市平鹿町中吉田字上藤根192

 住所：横手市平鹿町浅舞字道川北18ｰ3

 住所：横手市平鹿町浅舞字道川北18ｰ2

 住所：十文字町十五野新田字富沢屋布上207

【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 307名（女性 134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      ：132日

【入社直後の業務説明】

入社後は、社内、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。

配属先では教育担当者が、丁寧に指導を行い、各種設備操作等の仕事の流れを覚えてもらいます。

また、成形機に関わる業務に配属された場合は、千葉県で開催される成形スクールに参加することで、

成形機の操作方法・基本知識を覚えることができます。（1週間の受講）

約2年程度経過後は、交替勤務に配属されることもあり、製造工程の一員として活躍してもらいます。

昨年、創業47周年を迎えた従業員307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工場を工場拡大の為移転しました。今後も事業規模

を拡大する予定で、さらなる発展を目指しております。

令和4年度入社 1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）

令和5年度入社 0名

1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）

高校卒業

勤務時間

年間休日

令和3年度入社
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事業所PRシート

株式会社西山製作所 秋田工場
代表取締役：松山厚志

住 所 ：横手市雄物川町谷地新田字堤添50

基本情報

事業内容：引抜鋼管業

設 立 ：1949年4月

事業所 ：本社・本社工場（小田原市）

：秋田工場（横手市雄物川町）

：フィリピン工場（子会社）

資本金 ：9千500万円

従業員数：秋田工場 98名

（男性 83名 女性 15名）

勤務時間：8：00～17：00

（交替制の部署あり）

休 日 ：118日（土曜、日曜、GW

、夏期、年末年始など）

福利厚生：食事手当、冬期手当、団体保

険加入、総合型福利厚生サー

ビス「ベネフィット・ワン」

アニバーサリー休暇、慶弔見

舞制度など

社員教育：技能士資格取得支援 など

URL ：https://www.nishiyama-ss.co.jp/

自分の子供を入社させたい そのような会社に

西山製作所は小径精密鋼管の引抜メーカーとして歩み続け、多くの産業界に貢献しています。

当社の鋼管は自動車や建設機械、産業機器等の重要部品用として使用され、、外径6ｍｍ以下の小径精密鋼管では高

いシェアを誇っています。

採用全般・会社見学に関するお問い合わせはこ

ちらまで

秋田工場 総務管理 石塚 TEL：0182-22-2171

学卒者（新卒）採用人数

令和４年度 １名

令和元年度 ２名

平成25年度 ２名

高い市場シェアを占める“細管の西山”

≪秋田工場は今年で創立50周年を迎えます≫

会社の特徴

女性従業員のほとんどが子育てを兼ねながら正社員として勤

務している他、本社工場やフィリピン工場も含め２世代、夫

婦、兄弟で勤務されている方が多いのも特徴です。
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《　事業所ＰＲシート　》

　　　　　株式会社　平鹿精機製作所

　　　　　代表取締役　佐藤　武光

　　　　　住所　　〒013-0106　　横手市平鹿町中吉田字年子狐139-2

　　　　　TEL　　　0182-24-1547 　FAX　　　0182-24-1539

　　　　　URL　　  http://hirakaseiki.com/ 

　　　　【　会社の特色　】

　　　　　　弊社は、1970年創業以来、お客様に信頼される「高品質の製品」を「適正価格」

　　　　　　で「より速く」を合言葉に、全社一丸となって日々努力を重ねております。

　　　　　　主に雑誌やチラシ･カレンダーなどの印刷を行う大型印刷機械の部品加工・組立

　　　　　　や、医療機器のＭＲＩ装置の部品加工を行っています。それ以外にも、各工場用

　　　　　　の省力機械や生産設備などを、設計から加工・組立まで行い納品しております。

　　　　　　また、より高い精度が求められる紙幣印刷機械の部品を製造し、国内唯一のﾒｰｶ-

　　　　　　に納品した実績もあります。

　　　　【　基本情報　】

　　　　　事業内容・・・印刷製本用機械の加工・組立および一般産業機械等の部品加工

　　　　　創業年　・・・　1970年8月　　資本金　・・・　1,400万円　　従業員数　・・・　76名

　　　　　休日　・・・　会社ｶﾚﾝﾀﾞ-による（年間100日）　勤務時間　・・  8:00～17:00 （日勤のみ）

　　　　【　入社後の教育について　】

　　　　　　入社翌日から1日4時間かけて、製造業の任務・安全・測定・図面の解釈・５Ｓ

　　　　　　（整理・整頓・清掃・清潔・躾）等を、教育計画に沿って5日間学んでいただきます。

　　　　　　その後、理解度、能力等から配属部門を決定し、配属先でＯＪＴにて機械操作・工具・

　　　　　　加工に関する指導、組付けに関する指導を実施いたします。

　　　　　　3ヶ月・6ヶ月後に本人と面談を行い、困り事や心配事がないかの確認を実施し、

　　　　　　継続的にフォローしてまいります。

　　　　【　会社見学について　】

　　　　　　ご希望が有りましたら、いつでも対応いたしますので、ご連絡ください。

（　お問合先　総務課　照井　）

−18−



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。
又　近年　SDGｓ活動、健康経営宣言等を経営方針に取入れ筋肉質な企業体質を
構築し、社会貢献となる事を目指しております。

【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
東京本社創業・・・・・・１８６９年（明治２年）
秋田工場操業・・・・・１９６７年１１月
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　４年度入社 1 1
　令和　３年度入社 1 1
　令和　２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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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　5年度 0 0 5
ＦＡＸ　0187-88-1004 令和　4年度 0 0 3

令和　3年度 0 0 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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代表取締役　並木 里也子
〒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 　2023年1月1日よりアダマンド並木精密宝石株式会社と

　こちらまでどうぞ  　統合しOrbray株式会社となりました。

　　人事総務部　神谷　TEL：０１８２-３３-８０５５

【会社の特色】

最先端技術と匠の技。機械だけでは実現し得ない技術力。
私たちは、ダイヤモンドやサファイヤなどの素材から「切る・削

る・磨く」の工程を一貫生産する工業用宝石を基軸として、専門

性の高い産業分野において、多様なニーズに応えるコアパーツ及

び製品の開発、製造に携わっています。一人ひとりのお客様の想

いに丁寧に寄り添い、ご要望に応える「オーダーメイド技術力」、

全自動・機械化では実現できない「匠の技」を駆使して、通信、

半導体、ロボット、精密機器、医療理化学と様々なニッチマー

ケットで高い評価を頂いており、横手工場では光通信事業をメイ

ン事業とし業務を行っております。

【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

して先輩社員がマンツーマンで丁寧に業務指導・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 ・・・１９５３年

従業員数 ・・・３５４名

平均年齢 ・・・４２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 ・・・ １２２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・

ユニフォーム貸与

【新卒採用人数】 【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】

横手工場

URL  https://orbray.com/

（旧：株式会社アキタ・アダマンド）
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カブシキガイシャアキタケン

株式会社秋田県

　 大　学 短　大 専門学校

令和3年度 2

ISO9001
ISO14001

資本金 9000万円 勤務時間 ８：００～１７：００

年間休日116日
（日曜日他、社内カレンダーによる）

従業員数 116名（男：72名、女：44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

高　校 合　計
令和4年度 0 0 0 1 1

 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！！

    株式会社 アスター

横手市柳田12－3

http://ast-aster.com/

総務部　　　青木

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

URL

担当者

設立年月日 2010年1月20日 休日休暇

代表者

0 2 4
令和2年度 1 0 1 4 6

0

仕事内容

皆さんへ一言

ドローン用・EV用高効率モータの開発設計・製造・販売。採用後適正を確認のうえ、配属を決定します。

・アスターの特徴その1：アスター製のモータで脱炭素社会の実現にアプローチ！

世界で消費されている電力のうち、約半分がモータで消費されています。

アスターの独自技術で開発した高効率・高性能モータ(ASTモータ)を使う事で電力の大幅な削減に貢献します。

※(左)ドローン用ASTモータ

※(右)EVバイク用ASTモータ

※アスター独自のコイルで成型技術により、従来よりも圧倒的な占積率を実現し、

飛躍的な高効率化・高出力化・小型化・軽量化等可能に。

-アルミニウムの利点-

・世界的に枯渇が懸念されている銅よりも資源が豊富であり価格も安価。

・アスターの特徴その2：アルミニウム製コイルの革新的モータ

ASTモータはアルミニウムを材料とすることで従来のコイルを凌駕する性能を発揮し

ながらモータの体積・重量を大幅に減らすことができます。

アスターが目指すエコシステム

アスターはモータを使用し、電力を消費するだけでなく、高効率なASTモータの利点

を生かし、発電機の応用も視野に入れて開発しています。

また、コイルの材料に銅を使用するのが一般的ですが、アスター融点が低く、リサ

イクル時のCO2排出量が抑えられるアルミを使用することで、循環型社会の実現を

目指します。

・アスターの特徴その3：世界初!防塵防水ドローン用モータ

IP55やIP67の防塵防水構造を採用することで、メンテナンスフリーながらも高寿命なモー

ターを実現。

密閉構造なので全体を水で洗い流すだけで念入りなメンテナンスは不要で、耐久試験で

は3000時間でも正常に可動。
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【会社概要】
設立 1981年9月10日 本社住所 〒013-0811

資本金 8,000万円 横手市安本字南御所野10-18

代表者 須田 浩生 TEL:0182-32-5211
従業員 340名 FAX:0182-33-2580
事業内容 基板実装／電子機器組立、 装置組立、試薬製造

取得認証 ISO 9001　品質マネジメントシステム

ISO 14001　環境マネジメントシステム
ISO 13485　医療機器向け品質マネジメントシステム

【特徴】
横手精工株式会社は創業以来培ってきた“モノづくり力”、コア技術を基に磨き上げた“開発力”を武器に
独自の価値を見出し、今後も様々なチャレンジをしながらお客様のご要望にお応えし続けてまいります。

【学卒者採用実績】

中高生部活動紹介番組『Team UP! Cheer UP!!』(チムチア)放送中!

横手精工はYURIホールディングスの一員です。
グループの連携を強みにお客様のニーズに合わせた価値提供を目指し企業活動を行っています。

https://yuri-hd.co.jp/ypi/

弊社グループのYURIホールディングスが協賛している中高生部活動紹

介番組「Team UP! Cheer UP!!(チムチア)」では秋田県内の中学校、

高校の部活動をピックアップし「様々な部活動で語り継がれてきた言葉」

をキーワードに部員が大切にしている想い、頑張る姿を紹介しています。

放送日:ABS秋田放送 第1・3火曜日21:54～

※番組編成により、放送時間が変更になる可能性もございます。

過去の放送内容をyoutubeにアップしています。是非ご覧ください。

お問い合わせ

秋田事業所 総務課 今野

E-MAIL:hirokikonno@yuri-hd.co.jp

工場見学は随時受け付けていますので、

お気軽にお問い合わせください!

大学 短大・専門 高校
令和2年度 1 4
令和3年度 1 2
令和4年度 2 3

◆入社後は新入社員研修、グループ会社見学等を行います。

その後は各部門にてOJTでの先輩の指導を受けてもらいます。

就業時間 ８:００～１７:００（休憩６０分）

年間休日 １１４日（年に数回土曜日出勤あり）
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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
:162億円（2021年1月～12月期）
:571人（男性 452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

1 2 1 4
6 0 0 6

■インターンシップ 3 2 5 10

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

2020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

2021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

2022年度

代表者： 代表取締役社長 須藤 秀哉

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
採用担当やっています‼

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。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

入社1年目の新入社員から定年再雇用の大ベテランま
で、幅広い年齢層の従業員が働いています。 ライフス
テージにあわせ、続けやすい体制・制度が整っています。

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

大卒・高卒ともに、入社後半年間は様々な製造現場で
作業をしていただきます。この期間に適性を確認し、可能
な限り一人一人に合った職場へ配属します。正式配属
後は、日々の業務を通して技術向上を目指します。

入社直後の業務について
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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 38 名 (2022 年 12 月現在) 

      男 6 名 

      女 32 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3年度入社 0 0 0 0 0 2
令和2年度入社 0 0 0 0 0 0
令和1年度入社 0 0 0 1 1 5
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会社名 ルビコン株式会社　秋田事業所
代表者 代表取締役社長  赤羽宏明　、　秋田事業所長  堀川博数

住所 〒015-0221　秋田県由利本荘市東由利舘合字上ノ代1-1

各種問合先 総務部　高橋、栗田　　TEL：0184-69-3131/FAX：0184-69-2423
ＵＲＬ http://www.rubycon.co.jp

【会社の特色】
ルビコンはコンデンサの開発・製造・販売等を行っており「主力はアルミ電解コンデンサ」になります。

世界の取引総数は5,000社を超え、世界第3位のアルミ電解コンデンサメーカーです。
その中でも秋田事業所は国内最大の製造拠点になります。
ISO9001（品質）・14001（環境）に加え、ISO45001（労働安全衛生）の認証も取得し、確かな品質・技術と
働きやすい職場環境を基盤とし、地元から世界市場へ羽ばたいています。

【基本情報】
事業内容・・・アルミ電解コンデンサの製造
創業年度・・・１９５２年（秋田事業所は１９８４年）　「２０２２年はルビコン創立７０周年になります」
資本金・・・・・３億９，６００万円
売上高・・・・・５２９億円（秋田事業所１２３億円）
従業員数・・・ルビコングループ総従業員２，７００名（秋田事業所２６８名：男性２０４名、女性６４名）
年間休日・・・１２０日（年末年始・Ｇ/Ｗ・お盆の長期休暇とバースデー休日を含みます）
福利厚生等・・ 各種施設：グラウンド、独身寮（冷暖房完備、屋根付き駐車場）

子育て支援：産前・産後だけでなく育児休業制度も充実！男性も育児休業取得しています！
教育制度：新入社員研修・階層別検収・通信教育制度
各種制度：選択制確定拠出年金制度、資格取得報奨制度、ヘルスケア休暇制度　等

【採用状況など】
※学卒者採用状況

２０２２年３月卒：採用者ありませんでした
２０２１年３月卒：高卒１名 皆様からのたくさんのご応募お待ちしています！
２０２０年３月室：高卒１名

初任給（基本給） 高校卒：１５５，０００円・・・２０２３年３月卒以降も更に増額予定です。

【入社直後の業務説明】

＊入社式後に２～３週間は（残業等はありません）、新入社員教育（配属前教育）として社会人のマナーから

　　会社就業規則などの働く上での基礎を学びます。

　　その後、各部門での作業実習を経て配属された職場で実習から実践へと移行していきます。

＊ルビコン㈱へのアクセス、会社見学

【道の駅　黄桜の里】から車で５分程度

横手、大曲、湯沢から由利本荘市方面へ車で３０～４０分程度の場所にあります。

会社見学の問合先 総務部　高橋または栗田まで

内容等 会議室で会社概要の説明後、工場内で実際の作業をご覧いただきます

ご希望時期、日時等はお問合せ下さい。

《ルビコンの商品群》 《秋田事業所の風景》

事業所ＰＲシート
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2

0

2

2

0

2

エンジン機能部品、可変バルブシステム部品、燃料系部
品、ステアリングシステム部品、アフターマーケット製品
ウォーターポンプ、燃料系高圧ポンプ

1982年6月秋田県の誘致企業として静岡県浜松市より進出、創
業40年を迎えました。上記の主要製品を増やしながら”難物に挑
戦”を掲げチャレンジし続ける会社です。近年は渥美工業グルー
プの連携のもと仕事量の確保やQCサークル活動等による人財
育成に力を入れております。

8：00～17:00　（製造部　2交代、3交代勤務あり）

週休二日制
またGW、夏季、冬季の長期連休あり（9日）
年間休日115日

業 種 輸送用機械機器製造業 Ｅ－ＭＡＩＬ akita-kanri@atsumi-kogyo.co.jp

148名 電話番号 ０１８２－３３－１７１１

本 社 渥美工業㈱　（静岡県浜松市） Ｆ Ａ Ｘ ０１８２－３３－２７７０

 

設 立年 月日 昭和57年6月 住 所 横手市安本下御所野１－１１

資 本 金 4,000万円 担 当 者 管理部　佐藤

従 業 員 数

2022年
2021年
2020年

代 表 者 代表取締役　渥美　覚造 郵便番号 ０１３－０８１１

0

0

0

0

0

W/P性能・耐久試験機 1

三次元測定機 5

表面粗さ/輪郭形状測定機 3

万能試験機 1

学卒者（新卒）採用人数
大学 短大・専門 高校 合計

レーザー焼入れ機 1

硬度試験機、金属顕微鏡

両頭研磨機 平行平面度５μ以下 3

各2

ダイカストマシン 135ｔ 2

マシニングセンター 30番、40番クラス 90

ホーニング研磨機 平行平面度５μ以下 1

ロータリー研磨機 平面度５μ以下

NC旋盤 φ250 85

旋盤 φ300 14

1

センタﾚｽ研磨機 外径制度５μ以下 2

随時受入れ可、下記のご連絡ください。
会社概要説明含めて１時間半程度となります。

「難物に挑戦」、もの創りへのこだわりでオンリーワンに　‼

主 要 設 備 機 器
自動車部品の製造(切削加工）、アフターマーケット製品の
製造販売及び専用機設計・製作

設備機器名 加工能力 台数

事業内容

主要製品

会社紹介

就業時間

休日休暇

渥美工業HP

『ＨＶ、ＰＨＶ 燃料供給系製品』
ガソリン等の燃料供給部

ﾀﾞｲｶｽﾄ鋳造品 切削加工品 圧入組付品

ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ製品『 ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ ｳｫｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟで年間６０万台を全世界へ』

ﾀﾞｲｶｽﾄ鋳造～加工～組付け～製品 ウォーターポンプ（エンジン冷却装置）の一貫生産

『可変バルブ製品』
通常は固定されている吸排気

バルブの開閉タイミングやリフト

量を可変とする機構

安全・TPS・QC各種教育実施、その後各部署へのローテー

ションにて先輩社員より工場全体の業務を１ヶ月程度にて丁

寧に指導。半年間は交代勤務なし、能力や適性を判断して半

年後に正式配属先決定。

入社直後の業務説明

工場見学
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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 ……… 50名（男：44名 女：6名)

新卒採用実績… 2023年3月高校卒2名採用予定、2022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119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。

○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　　　ＴＥＬ 0182－42－3571　ＦＡＸ 0182-42-4506

【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います。

【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　・・・・・22億円(国内）　　従業員数122名(秋田工場72名）　　海外25億円　従業員数　400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、

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
2名

令和 2年度入社 3名
平成31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。　　　　　　※春休み中（令和4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・機械の仕組・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。
　　　　　　　　　　　　　　　　（その後、徐々に担当台数を増やし10台位の持ち台数になります）

令和 4年度入社

横浜本社 　　秋田工場

 　  NC自動旋盤

令和 3年度入社

　　　　　　　検査課　製品検査係　　　　　NC自動旋盤内部
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事業所ＰＲシート

オロテックス秋田株式会社

代表取締役社長　飯田　耕介
住所　〒013-0054　秋田県横手市柳田12番地4（横手第二工業団地内）
TEL　0182-23-7758
FAX　0182-23-7759

【会社の特色】
・自動車の防音材製造会社です。ピラーと呼ばれる自動車の窓柱部分を充填させる防音材を製造し、
　大手自動車メーカーへ納品しています。
・令和元年に設立後、親会社イイダ産業㈱（愛知県）と連携し、生産能力を徐々に増やしながら、
　生産移管を進めています。
・20歳前後の社員を中心とした若い力が溢れる会社です。横手から世界へ向けて秋田ブランドを発信
　するため、これからも日々成長を続けていきます。

【基本情報】
・事業内容…自動車用防音材の製造・納入
・創業年 　…令和元年7月
・従業員数…12人
・資本金　 …5千万円
・勤務時間…8：30～17：30（休憩60分）　※担当する職務により、夜勤あり
・休日休暇…会社カレンダーによる　
・福利厚生…社会保険完備、有給休暇（入社6ヶ月後発生）、特別休暇など

【新卒採用人数（採用は高卒のみ）】
・令和4年度入社…2名
・令和3年度入社…3名
・令和2年度入社…5名

【入社後の業務説明】
◎入社直後
・愛知県稲沢市の親会社にて、1ヶ月程度新人社員研修を行います。
・ビジネスマナーやビジネススキル、製造や品質保証に関する基礎知識などを修得します。
・外部研修として、2022年4月には座禅会やハイキング（登山）、産業記念館見学などを実施しました。
・研修中は、名古屋市内に宿泊施設（朝夕2食付き）を手配しますのでご安心ください。

◎新入社員研修後
・横手市に戻り、先輩社員から射出成形機の取り扱い方などのOJT研修を受けます。
・スキルマップに従い、一つずつできることを増やしていきますので、成長を実感できます。

【親会社情報】
・事業内容…自動車用防音・制振・補強材並びに住宅用防音・制振材の開発・製造・販売、

 　及び、一般消費者向け製品の開発・製造・販売
・創業年　 …昭和29年3月
・従業員数…約330名
・売上高　 …約86億円（2021年度）
・資本金　 …2億490万円
・子会社　 …海外：5カ国　6拠点（アメリカ・メキシコ・タイ・インド・中国）

　 国内：1拠点　秋田県横手市

オロテックス秋田 外観写真
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＜親会社「東海理化」の特徴＞
◆スイッチやスマートキー、シーベルトなど、目に触れる、

手で触れる製品の開発、生産

◆多数の、世界、国内売上シェアトップクラスの製品

◆社員18,000名以上の一部上場企業

◆世界16カ国44社に広がるネットワーク

【会社】 株式会社東海理化トウホク

【所在地】 秋田県横手市柳田4番9号（横手第2工業団地内）

【生産品目】 ｱｳﾀｰﾐﾗｰ 他

【生産開始】 2025年１月（予定）

【人員数】 約 70 名（2024 年度）、約 120 名(2027 年度）

【福利厚生】 育児休職・介護休職、昼食補助、短時間勤務制度、慶弔制度

【業務内容】 組付や検査、軽機械作業等

詳しくは

東海理化ホーム

ページをぜひ

ご覧ください！

＜東海理化トウホクが目指す将来の姿＞

＜東海理化トウホクの基本情報＞

地域から愛される会社
地域に根ざし、地域に貢献

技（わざ）とDXを駆使する

スマート工場
従業員自らがカーボン

ニュートラルを体感できる工場
ライフサイクル全体を通した

低炭素社会の実現

自動車用部品の東北製造拠点として

横手市に新会社を設立します！

完成イメージ

これから設立するため

とても新しい会社です。

皆さんと一緒に、活気あふれる

会社を作っていきましょう!!

誰もが働きがいと成⾧を共感
社員が誇りをもてる会社 夢よ 笑顔よ さきほこれ

“未来”につなぐモノづくり
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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 ： 15名

資本金 ： 3,000万円

売上高 ： 2億2,200万円

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

R4年度入社

R3年度入社

R2年度入社

0

合計

0 0 0 0

0

0

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、産休・育休（取得実績あり）
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1

羽後交通株式会社 取締役社長 齋藤善一

〒013-0037 秋田県横手市前郷二番町4番10号

創業年月・・・１９１６年１０月

事業内容・・・自動車運送事業、自動車分解整備事業、観光に関係ある施設とその事業、旅行業、

不動産及び動産の賃貸、生命保険・損害保険代理業、他

売上高・・・・９億７千万円

従業員数・・・２９５名 勤務時間・・・８時４０分～１７時００分

基本情報

弊社は1916年に創業し、現在、バス事業、自動車整備事業、

不動産事業、旅行業、保険代理業、観光事業など様々な事

業を展開しております。「安全・正確・快適」を社是とし、

社員全員が各事業をとおし地域社会に貢献すべく日々努力

しております。また、社外講習の受講や各種資格取得の促

会社の特色

大学 短大 専門学校 高校 合計

令和4年度入社 1 1 1 3

令和3年度入社 2 2

令和2年度入社 1 1 1 3

学卒者(新卒)採用状況

【入社直後】

入社後一定期間本社にて、採用者全員に当社グループの事業の全体像と社会人として基礎知識・マ

ナー等を学んでいただきます。弊社は様々な事業を営んでおりますので、これらの教育終了後、そ

れぞれの配属先にてＯＪＴを中心に行い、実践的に業務の知識・スキルを習得していただきます。

【半年経過後】

配属先において、基本的な業務を行っていただきます。社外講習への参加などもあります。

※ 会社見学を随時実施しております。人事課（TEL 0182-32-4153）までお問合せください。

入社後の業務説明
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大学 短/専 高校 合計
1 0 1 2 2022年 20
2 0 2 4 2021年 18
0 0 1 1 2020年 18

【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!

2021 年 4 月 入 社

2023 年 4 月 入 社 予 定
2022 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】
  現在は物流事業を主体として、リサイクル事業やソーラー事業、
テナント事業など「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YOKOUNマインドである「Always Challenge（環境
の変化に対応し変化を機会として挑戦します）」を念頭に置き、新し
い物流サービスを生み出す「オンリーワン企業」を目指して日々邁進
しています。近年ではメンター制度の導入やドライバー研修、その他
社員教育を充実させており、スキルアップが望める企業となっており
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 ※通勤手当現物支給

【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）
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
41億2,966万円（2022年3月決算）
明治14年（会社設立 昭和26年2月）

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

2020年入社 佐藤名朗

（横手清陵学院高校卒）
2020年9月に準中型免許を取得

念願のトラックのドライバーとして活躍中！
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◆社名　　横手ヤクルト販売株式会社

代表取締役　　深澤　禎彦

住所　〒０１３－００４３　横手市安田字八王寺１０７－１　　ＴＥＬ　０１８２－３２－５２５２

◆会社の特徴

ヤクルトは、ヤクルト企業の創始者である医学博士の代田　稔により、1930年に世界で初めて

・従業員数　　３６名

生きたまま腸に到達する事が出来る乳酸菌の強化培養に成功し、「乳酸菌シロタ株」と命名された。

「予防医学」を提唱する代田は、ヤクルトを薬ではなく、食品として販売する事にし、１９３５年に

九州の福岡で販売し、その後、全国で販売される事になった。秋田県では1957年に販売され

る事になり、弊社も創業から65年の長きに渡り、県の南部と岩手県の一部を販売エリアとして

お客様にご愛顧頂いています。ヤクルトレディによる宅配を中心とし、量販店、学校、保育園

老人保健施設、病院等でもご利用頂いています。他にも自動販売機による販売等、様々な販売

◆組織体制

・総務課　　　　　　　　　一般事務、経理他

・宅配営業課　　　　　　ヤクルトレディの管理、指導全般

・直販課　　　　　　　　　量販店、学校、保育園、老人保健施設、病院等との取引全般、自動販売機

形態で事業展開しています。

◆基本情報

・事業内容　　乳製品、ジュース清涼飲料他、各種食品の販売

・創業年　　１９５７年5月

・売上高　　7億６千万円（2021年度）

社内における研修担当による研修、ヤクルト本社による研修等

※研修後は所属した部署の先輩により、一人立ち出来る様になるまでフォロー致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０１８２－３３－２８２７

・流通課　　　　　　　　　ヤクルトレディへの商品配送業務全般

◆会社見学

・問合先　　　三浦　富夫（役員）　電話でのお問い合わせをお願い致します。（土日、祝祭日を除く）

・内容　　　　会社概要説明、組織体制の説明等を弊社会議室にて行います。（概ね1時間程度）

※進路指導の先生と一緒に来社するケースもありますので、お知らせしておきます。

◆入社後の研修

・就業時間　　ＡＭ8：30～ＰＭ５：００
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地域の元気のお役立ち　　「クオリティライフ・パートナー」

株式会社タカヤナギ/ グランマート
代表取締役社長   髙栁　智史
住所 〒 014-0024 大仙市大曲中通町6-1　GM中通店2F TEL　0187-63-5385（人事部直通）
ＵＲＬ     http://www.e-takayanagi.com FAX　0187-63-0448

■　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 … 255億円（2022年3月期）

に「人間優先」を掲げて、 … 1,600名（2022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 … 販売職
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（2021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、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
　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。

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。

入社後は商品補充や簡単な商品製造からスタート。

その後、仕入れ・発注などのマネジメント業務へ

２０代でスタッフ１０名～３０名を統括する役職

「部門マネジャー」へのステップへ進みます。

● 採用担当者 株式会社タカヤナギ管理本部
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. 0187-63-0448
● ／ jinji@mail-takayanagi/com

勤務時間

全部門研修（4月～5月）

Ｅメールアドレス

                 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

お

問

い

合

わ

せ

※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
　　　　20年　　21年　　22年

——————————————
大学卒　　8名　　　5名　　　4名
短大卒　　----　　　---　　　２名
専門卒　　---　　　---　　　２名
高校卒　　3名　　　3名　　　4名

売 上 高
従業員数
決 算 期

職 種

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 0182-42-2281 

 

【会社の特色】 

【基本情報】 

【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 4 年度    １名 １名 

令和 3 年度    １名 １名 

令和 2 年度    １名 １名 

【会社見学又は就業体験の受け入れ】 

 

【入社直後の業務説明】 

    

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環境の中で、 

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。 

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････3５億円  従業員数･･･209 名  勤務時間 9:00～18:00※その他シフト有 

休日休暇･･年間 105 日 

問合先  経営企画室人事担当 山口 拓也 Tel:0182-42-2113 Fax:0182-42-2281 

補 足  ご希望時期はお問い合わせください。 

入社後は、業務内容を中心とした会社の基礎となる考え方について学ぶ研修会に参加頂

きます。また、配属先の上司・先輩より OJT 指導を受け、現場の業務についてもらいま

す。 
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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 秋田県横手市旭川一丁目5-39

Tel 0182-32-8725 / Fax 0182-32-8925   

【会社の特色】
経営理念　　『おいしいお菓子を笑顔と幸せのために』
お客様に「おいしいね」「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。
社員や関わる方々にも笑顔になっていただきたい。
たくさんの方々に笑顔になって頂きたい、 その思いを大切に創業から歩み続けて来ました。
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。

事業内容　…　和菓子・洋菓子・パン　製造販売
創　　　業　…　1975年 10月　　/　　会社設立　…　1986年  9月　　　　　資本金　…　1,000万円
全社員数　…　45名　（男9名、女36名）　
休日休暇　…　年間107日（概ね月9日）

【学卒者（新卒）採用人数】
大 学（院卒含） 短　大 専 門 学 校 高　校 合　計

1 1 2
1 1

1 2 3
（令和5年年3月卒者採用予定　販売1名　製造1名）

【入社直後の業務説明】*高卒者分*
* 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。
* 上司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。

【みなさんへ一言】
お菓子があると、笑顔になって会話がはずんだり、元気が出たり、幸せな気持ちになります。
私たちは、お菓子やパンを通じて人に喜んでもらう、とても素敵な仕事をしています！
誰かに喜ばれることが、自分の喜びや、やりがいにつながる。それこそがお菓子に携わる
仕事であり働く意味でもあります。人を思う菓子づくり、人の心を温かくする菓子づくりは
人にしか出来ないすばらしい仕事です。
フレンドールでは
明るく、笑顔で人と接することの出来る 「素直」 「謙虚」 「協調性」のある人材を求めています。

会社見学　・　インターンシップ　受入　　可　　・　　否　　※ご希望時期、日数はお問い合わせ下さい。

令和３年度入社
令和２年度入社

【基本情報】

令和4年度入社

HP
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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4年入社 2 1 1 4
令和3年入社 3 2 1 6
令和2年入社 2  1 2 5
※令和5年内定 2 1 1 4

【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）

「オフィスのトータルソリューション」

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」など多様化した仕事へ対応するためのDX（デジタル化）提案など、オフィス設計とＯＡ機

器活用について、自社での具体的な実践をもとに、お客様へ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ｉ-Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎへの対応を進めています。

事業内容：オフィス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 ：３６億円 従業員：１１０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１１２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：２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、基礎的な業務を複数の職種で経験します。

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。

メーカーや外部講師による研修は随時継続的に実施しています。
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株式会社　北都銀行

代表取締役頭取　伊藤　新

住所:秋田市中通三丁目1-41 TEL:018-833-4211

店舗数:44店舗うち横手市内5店舗（横手支店、横手西支店、増田支店、十文字支店、浅舞支店）

■会社の特色

北都銀行は1895年の創業以来、ふるさと秋田の皆様に支えられ、地域に根ざす金融機関として秋田と歩みを

共にしてきました。

「一人ひとりの情熱と知恵と挑戦で、東北を幸せと希望の産地にします。」という経営理念の下、今後も上質な

金融情報サービスの提供に努めてまいります。

■基本情報

事業内容:普通銀行業務（預金・融資・国内海外為替・証券・信託代理業務・保険販売業務・コンサルティング業務）

創業年月:1895年5月

売上高　:221億円

従業員数:598名

勤務時間:8:30～17:00（シフト店舗を除く）、フレックスタイム制、週休2日制

休日休暇:年間休日120日、年次有給休暇、連続休暇、ワークライフバランス休暇、アニバーサリー休暇、特別休暇等

福利厚生:社宅、持株会、財形、行友会（各種体育・文化クラブ）等

■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4年度入社 24 0 0 0 24

令和3年度入社 14 0 0 0 14

令和2年度入社 18 0 0 0 18

■入行後の業務説明

入行後は2週間程度新入行員研修を実施し、銀行業務の基礎やコミュニケーション、ビジネスマナー等を学びます。

営業店配属後1年間は通帳作成等の窓口業務や内部事務、ご来店いただいたお客さまに対しての金融商品提案を行って

いただきます。2年目になると訪問先での提案活動や、法人先への融資業務を担当し、3年目以降は本人の適性により

営業店もしくは本部での業務となります。

事業所PRシート
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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4年度入社 0 0 0 0 0
令和3年度入社 0 0 1 1 2
令和2年度入社 1 0 0 0 1

【入社直後の業務説明】＊高卒者分＊

【会社見学又は就業体験の受け入れ】　　可　・　否

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
的に参加して地域への奉仕を図っています。
令和３年１１月には、株式会社アクト・ライズとの持ち株会社である朝日ライジング株式会社を設
立致しました。より一層、横手市発展の一助となるべく寄与して参ります。

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）・・・25億円　　従業員数・・・約110名
勤務時間・・・8：30～17：30（本社・事務所）　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（概ね週休２日制）
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・忘年会 他

問合先　総務室　　　TEL  0182-32-6263  FAX　0182-33-3072
内容　　＊インターンシップ実績有　　会社概要・業務説明、アパマンショップ店舗での空室対策
体験（管理アパートの空室を埋めるためにどうしたら良いかの対策を考えてもらい、自分が考え
た内容を発表）、事務業務体験（会計入力の実習）などを行い、普段行っている業務を実際に
行って会社の雰囲気や業務内容を知って頂きます。
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。

【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　～　18：00

休日休暇　………　シフトによる

【会社の特色】

Campus

令和　２年度入社 1 3 4

令和　４年度入社 2 8 10

令和　３年度入社 2 12 14
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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

134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

14

10

20

　※高卒の正職員採用はおりません。

インターンシップ

問合先 総務課総務係長　柴田　昌洋 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 専門学校

令和４年度採用 4 10

可 ・否　※ただし、新型コロナウイルス感染症感染対策により現在は休止中。

令和３年度採用 4 6

令和２年度採用 12 8
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【保育園の特色】
≪幼保連携型認定こども園 相愛こども園≫　住所：横手市横手町字五ノ口9

≪幼保連携型認定こども園 和光こども園≫　住所：横手市八幡字上長田39-1

≪十文字保育園≫　住所：横手市十文字町梨木字羽場下10-113

【基本情報】
事業内容…保育事業 従業員数…（相愛）26名　　　（和光）22名　　　（十文字）30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】

【入社直後の業務説明】

【皆さんへの一言】 相愛こども園 園長：萱森幹子、和光こども園 園長：伊藤ルミ子、十文字保育園 園長：伊藤貢子
≪萱森幹子≫

≪伊藤ルミ子≫

≪伊藤貢子≫

【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・Instagram・TikTok等のSNSで情報発信を行っております。是非、一度ご覧ください。

「健康で元気な子ども」「自分で考え行動する子ども」「心動かす子ども」を保育目標に掲げ活動しております。四季を通じて外遊びを主
体として体を動かし、園庭は裸足で芝生や土の感触を楽しみ、寒さに負けず雪遊びをする元気っこさん達です。そして園内のボルダリ
ングも大好きな遊具のひとつです。毎日の生活の中で、気づく→考える→挑戦する力が身につくような保育を心がけております。

令和2年度入社

1

子どもにとって最善の保育所であるために、一人一人の個性を大切にし、豊かな人間性を持った子どもに育ってほしいと願い、自らの
活動を展開していく自由遊びや年齢別保育、異年齢児交流など、様々な保育形態をとりながら保育をすすめております。心身ともに健
康で、伸び伸びと明るく元気に遊べる子ども、意欲を持って最後まで取り組める子どもを育みます。

0歳から5歳の子ども達と関わりながら、笑い・驚き・感動をもらっての毎日は劇的＝ドラマチックです。可愛らしい子ども達
の成長を見守りながら、働きながら、自分磨きもしていきましょう。

≪保育士採用≫ 大学 短大 専門 専攻科

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？

・業務マニュアルに基づいて実践指導を行います。各分野に応じた業務の基本について職員が丁寧に指導します。
・まずは子どもとふれあい、年齢毎に違う子どもの様子をよく見て、関わってみることで、保育の仕事のやりがいが感じられます。「◯◯
先生」と呼ばれた時の感動は忘れられないものになると思います。
・他の職員や保護者と積極的にコミュニケーションをとりましょう。明るい職場環境で、自分の得意なことを活かすことが出来ます。

1

1

相愛保育園としてこれまで70年の歴史があり、今年度より幼保連携型認定こども園として新たに開設しました。“いま”が“いつかにつな
がる”をコンセプトに、豊かな遊びや実体験を通して生きる力の基礎を育みます。野外活動や感育・石井式国語教育・外国語教室・異文
化体験（国際交流）など様々な特色ある活動に取り組み、子どもの可能性を引き出す関わりを心がけています。大きなお風呂や「あそビ
オトープ」、広い園庭など子ども達から人気の設備もあり、のびのびと活動しています。また、職員の研修も積極的に行っており、子ども
だけではなく、職員一人一人が自分の得意なことを発揮しながら成長できる園です。

1

これまで、沢山の人との出会いがあったことでしょう。教育保育の現場も子どもと出会う楽しさがあり、魅力のある仕事で
す。将来の選択肢のひとつとして考えていただければと思います。

令和5年度入社…2名（内定）
令和3年度入社 5 1 6

高校 採用合計
令和4年度入社
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【法人の特色】
横手市内で合わせて7か所の高齢者福祉施設と保育施設の運営を行っております。
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
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）
≪高齢者福祉施設≫
・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

≪幼保連携型認定こども園、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訪問下さい。
・相愛こども園　　　　・和光こども園　　　　・十文字保育園

【基本情報】
事業内容…社会福祉事業 従業員数…法人全体で305名（男性職員：60名　女性職員：245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】
*入社後は先輩職員と一緒に、介護に関する知識・技術や社会人として働く上で大切なこと学んでいただきます。
介護の仕事が初めてな方でも安心して働くことができるように教育体制を整えています。
自分のペースで、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、業務習得の状況を考慮し
行っていただきます（最初の内は、先輩職員も一緒に夜勤業務にあたるので安心して業務習得が可能）

【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』の受講費用全額を法人が全額負担します。
高校卒業後すぐに相和会に入職し、資格取得支援制度を利用して介護職員初任者研修を取得した先輩も多数います。
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。
また現在、養護老人ホーム映月荘を新しく建築中であり令和5年4月に新施設での運営開始となります。
「福祉のお仕事」に興味ある方は、一度ブースにお越し下さい。

【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・Instagram・TikTok等のSNSで情報発信を行っております。是非、一度ご覧ください。

0
令和2年度入社 1 1
令和3年度入社

1 1
≪介護職員の採用≫ 大学 短大 専門 専攻科 高校
令和4年度入社

採用合計
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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

【高校】

杉山さん（４年入社：聖園学園短大卒） 　　佐藤さん（４年入社：雄物川高校卒）　　福地さん（４年入社：湯沢翔北高校専攻科卒）

       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）　〇保育士・児童指導員（正職員）

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

〇介護職員：ご入居者、ご利用者の介護業務　〇保育士：子ども達の養育を中心となって担います。

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、愛児園

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　Ｒ４年度：９名　Ｒ３年度：2名　R２年度：5名　31年度：6名　30年度：3名

過去の採用実績校

☆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１２０日

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。

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　等

仙台医療福祉専門学校、日本赤十字秋田短期大学、聖園学園短期大学、盛岡大学短期大学部　等

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

【短大・専門学校】

新入職員の育成の取り組み

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。

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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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 尚弥
【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
⑧キッズスポーツFine!（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／１１４名（男性職員 ３３名、女性職員 ８１名） 令和4年12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、自由に使える有給休暇は、平均取得が年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４年度採用実績 0 0 0 2 高校卒者は普通科
令和 ３年度採用実績 0 2 0 1 高校卒者は普通科
令和 ２年度採用実績 1 1 0 2 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 施設見学・就業体験の受け入れ
施設見学や就業体験は、随時受け付けております。新型コロナウイルス感染症の流行状況により、受け入れでき
ない場合もあります。希望される方は、下記問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。
問い合わせ先:社会福祉法人ひらか福祉会 佐藤、塩田

7 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】 【あやめ苑特養介護職員】
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） 加藤 潤斗（県立雄物川南高校出身）
入社2年目:令和2年度入職 入社2年目:令和2年度入職 入社1年目:令和3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 「利用者さまに『ありがとう』と言っても
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 らえたときに一番やりがいを感じます。
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 ぜひ、一緒に介護の仕事をしてみませんか?
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。」
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設立 平成10年4月

本店所在地 横手市駅前町6-22

出資金 6,629百万円

組合員数 17,674人

職員数 487人

主な事業所 9支店、8営農センター

信頼の「質」と「量」を併せ持つ産地をつくりあげるため、「農業者の所得増大」と「農

業生産の拡大」に取り組み、持続可能な農業・地域の実現を目指して邁進していき

ます

頭は低く、足は軽く、心は熱く

秋田ふる さ と 農業協同組合 組織概要

【営農経済部門】

指導事業 営農指導、営農企画、農産物の販売・集荷など

購買事業 農業資材、生活資材の販売・推進など

利用事業 農産物の選果、利用施設の運営など

【金融共済部門】

信用事業 貯金、融資業務など

共済事業 共済推進、共済金の支払業務など

【福祉・介護部門】

居宅介護支援、訪問介護支援、短期入所介護など

【担い手支援部門】

新規就農支援、農業経営管理支援、農地利用推進、無料職業紹介所など

主 な事業

完成予想図
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会社名

代表者

ＴＥＬ

ＵＲＬ

事業内容

大学・短大・専門学校 高 校 合 計

令和４年度入社 １名 １名 ２名

令和３年度入社 ５名 ５名

令和２年度入社 １名 １名

受入可 人数 主な内容

高校２年夏 　可 若干 会社案内、仕事説明、職場見学

高校２～３年春 　可 若干 同　　上

高校３年夏 　可 若干 同　　上

人材は企業の財産であり「企業は人なり」という考え方の下、創造力とチャレンジ精神旺盛

な人材を確保し、育成していくのが経営の柱です。

「一から始める夢」を抱いているあなた。当社は、夢の実現に向けて「一から始める気概のある

あなた」を求めています。

企業説明会ＰＲシート

秋田市山王二丁目1番54号（本社）

０１８－８６７－１００２

横手市赤坂字館ノ下80-1（横手営業所）
住　所

【生徒さんへのメッセージ】

＊インターンシップ・職場体験の受入

問合せ先：総務部人事課　佐藤 考行　　TEL018-867-1001　　FAX018-867-1005

ユーアイ警備保障株式会社

代表取締役  小畑 悟

【会社の特色】

昭和59年創立以来、秋田県内全域及び岩手県、青森県において警備業をしております。

仕事、業務はビルや住居、工事現場、商業施設の安全を守ることやイベント催事の運営進行

として総合ビルメンテナンス業を通じて、地域への社会貢献をしたいと考えております。

【学卒者（新卒）採用人数】

創 業 年…昭和59年12月

従業員数…295名

福利厚生…社内親睦会、各種保養施設

www.yuai-sp.co.jp

警備業（機械警備、施設常駐警備、雑踏警備　他）全般

【求める人物像】

明るく元気の良い人、気持ちの良い挨拶ができる人

チャレンジ精神、向上心がある方

勤務時間…08：30～17：30　　　　休日休暇…現場シフトに基づく

をサポートするなど多岐にわたっています。㈱友愛ビルサービスをはじめ、ユーアイグループ

【基本情報】
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おかげさまで従業員数約400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 ■東証プライム市場上場 ■BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）事業

■設立：1986年10月 ■資本金：15億1,970万円 （2022年3月31日時点） ■従業員数（連結）：4,481人（2022年3月31日時点）

「横手市で一番居心地のいい働く環境」を目指し、あなたをサポート！
◆カフェテリアや企業内保育園など充実した福利厚生施設でサポートします！

◆産休・育休取得率はほぼ100％で、育児短時間勤務制度など、充実した制度で働く女性をサポートします！

◆年齢・性別・学歴に関係なく実力で評価。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！

◆地元で長期的に、安定して働きたい若者をサポートします！ ◆研修制度でお仕事の不安も悩みも、解決のためにサポートします！

暮らしの中に存在するお困りごとを解決するために

ホスピタリティをもった 「人でしかできない」 サービスを提供しています。
お客様からの「ありがとう」にやりがいを感じることができるお仕事です。500名体制へ拡大中！

【お仕事内容】 コンタクトセンターでのオフィスワーク（デスクワーク）

◆クライアント企業のご契約者様からの電話受付・各種手配など ◆パソコンを使用する専用システムへの入力・レポート作成・事務作業など

【新卒採用実績】 ■2018年 / 高卒5名・大卒3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8名

■2021年 / 高卒19名・大卒3名・短大卒2名・専門卒3名・第二新卒1名 ■2022年 / 高卒12名・大卒8名・短大卒1名 ・ 専門卒2名

■2023年(内定者数 )/ 高卒10名・短大卒1名･専門卒2名

【勤務条件】 シフト制 《実働8時間（休憩1時間）/ 月間の土日祝日の数（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）

秋田県民の、平和な日常を守る

秋田県警察には、約２３００人の職員が勤務しており、活躍でき
るフィールドが数多くあります。自分の持つ知識やスキルを生かし、
安全で安心な秋田を守りましょう。

警察の仕事は、決して華やかなものだけではありませんが、達
成感とやりがいのある仕事です。

皆さんへ一言

業務内容や給与、昇任において男女の差はなく、本人の努力と
実力次第で活躍の場を広げることができます。

働きやすい職場づくりにも力を入れており、家庭と仕事を両立で
きるよう、出産休暇や男性の育児休業など様々な制度を整備して
います。

「県民の安全と安心を守りたい」という熱い気持ちを持った皆さ
んを、職員一同お待ちしております！

採用後の流れ

全員が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。

●警察学校への入校期間●

警察官Ａ（大学卒、大学院卒） ～ ６か月

警察官Ｂ（高校卒、短大卒） ～ １０か月

●警察学校卒業後●

県内の警察署の地域課に配属され、交番などで先輩警察官の指導を
受けながら、一人前の警察官へ成長していきます。

警察官Ａ（男性） ３０人

警察官Ａ（女性） １０人

警察官Ｂ（男性） ３８人

警察官Ｂ（女性） １１人 合計 ８９人

令和３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

※ 令和３年４月１日現在の初任給

給与関係

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 

※ご希望の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。
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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４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

技能労務職 技能労務 高卒程度
小・中学校での学校校務員や市役所庁舎、道路、
公園等の維持管理業務を行います。

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。

職種 試験区分

短大卒程度

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880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。
受験の申込みは自宅のパソコンやスマートフォ
ンからの申込となります。

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

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、上下水道等の分野で市民が安心・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。

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
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「企業説明会」企業ＰＲシート

事業内容 国の防衛、災害派遣及び国際平和協力等に関する各種活動

会社名 防衛省自衛隊秋田地方協力本部横手地域事務所

Ｈ　Ｐ http://www.mod.go.jp/pco/akita/

事業内容
　日本の防衛、国際平和協力、災害派遣等の活動を通じ、日本の平和と独立を守り、世界の平和
と安定にも貢献している社会貢献性の高い組織です。

会社の特色
　自衛隊は、３つのミッション「国の防衛」、「災害派遣」、「国際平和協力活動」を遂行するため、陸・
海・空それぞれを日本全体のいくつかのエリアに分けて多くの拠点を置き、あらゆる事態への迅速
な対応ができる体制を敷いています。

※会社の外観写真

代表者名 横手地域事務所長　鈴木　隆生

住　所 秋田県横手市本町２－９　横手法務合同庁舎

電　話 ０１８２－３２－３９２０

生徒への
メッセージ

　自衛隊には、様々な形で社会に貢献できる幅広いフィールドがあります。多くの職種（陸上自衛
隊：約１６職種、海上自衛隊：約５０職域、航空自衛隊：約３０職域）から自分のやりたい業務を選択
し、自分の興味や得意分野を活かしながら仕事に専念できる環境が整っています。　また、近年は
女性自衛官も増加し、女性の活躍機会が大きく広がっています。
　将来の進路に自衛官を目指してみませんか？

 ◆基本情報  ◆社員構成

設立 1954年7月 社員数
陸海空自衛官計２４７,１５４名

（2022年3月31日現在）

資本金 官公庁のためありません 業務内容
国家の防衛、災害派遣及び国際平和
協力等に関する各種業務
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事業所PRシート

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4年度採用 1 1 2

令和3年度採用 1 2 3

令和2年度採用 1 2 3

【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　副主査　願法遼平
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
を持った、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
しながら基礎教育・訓練を受けていただきます。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。約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を護る唯一の組織です。

火災・救急・救助などの災害対応のほか、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、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（市町村合併に伴い横手市消防本部として業務開始）

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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	内容データ縮小
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	52_秋田県警察（横手警察署）
	53_横手市役所
	54_自衛隊秋田地方協力本部横手地域事務所
	55_横手市消防本部





