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Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

ねいち       ひろひさ

製造業

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company

01

3

株式会社  青山精工
新たなヒラメキが、無から機能を生み出す

株式会社　青山精工
代表取締役 青山　健哉

あおやま けんや

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与
休　　日

福利厚生
資格・研修支援

機械オペレータ、資材管理業務
高卒　149,000円
夏季、年末年始、GW、
会社カレンダーによる
社会保険、社員旅行
専門研修、研修・自己啓発支援
資格技能手当あり

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社　青山精工
代表取締役　青山　健哉
精密機械加工、各種治具製作、省力機設計製作、セラミックス及び難削材加工
43名
鹿角市十和田末広字紀ノ国平42
TEL：0186-35-3350
FAX：0186-35-4887
apico@aoyama-pi.co.jp
http://www.aoyama-pi.co.jp/

育児・介護休業・休暇取得可能

こんな人材大歓迎 !!

★コミュニケーションがとれる方

★挑戦心のある方

佐藤　浩幸さん
さとう ひろゆき

　弊社は産業機器全般の精密部品加工や治工具製作に加え、設計から組立まで一貫

して行う開発部門を設けております。微細加工や難削材加工を得意とし、更には3D

プリンターを設備するなどオンリーワンの技術を目指しております。

　職場環境では、育児・介護休暇制度等の充実、キッズスペースの設置など、社員が

家庭と仕事を両立できる環境を整えています。また、社員同士のコミュニケーショ

ンを重視していて、敷地内にゴルフ練習場や親睦会用のスペースを設ける他、レク

レーションや社員旅行、社内報などあらゆる形で社員同士がかかわりを持てるよう

な機会を用意しております。雑談から生まれるアイデアもありますので、コミュニ

ケーションは必須です。

　人との繋がりを大切にし、挑戦心のある若い力を待っています。

　自宅で親戚の集まりがあったんです
が、そこで話したのが弊社の工場長で
した。「うちに来ないか？」と声をかけ
ていただき、会社見学をさせてもらい、
面接をし入社させていただきました。

　関東方面に出なくても設備がそろっているし、最新のモノづくりができる。
同級生は他県に就職や進学してしまいましたが、会社の人たちがそれ以上に付き合えるの
で、楽しいです。

　青山精工は最先端の機械を導入していて、金
属やセラミックスといった材質を高精度に加
工でき、関東圏にも負けないものが作れるとこ
ろです。
　また、みんなが家族のようにフレンドリーな
会社で、働いているみんなの笑顔が素敵です。

インターンシップ

職場見学

OK!

コミュニケーションから生まれる新たなヒラメキ

製造部



Q.入社のきっかけ
　もともと他の県で就職をしていた
のですが、やめて地元に戻ってきて公
務員を目指して就活をしていたとこ
ろ浅利佐助商店の求人を見つけて、応
募してみようと思いました。
　昔から商品やCMを知っていたの
で働いてみたいと思いました。

Q.会社の魅力

　
休みが多く、自分のプライベートに多く時間を使う
事ができます。会社の野球チームや、地元のフット
ボールチームにも参加して趣味も充実しています。
　電話でお客様から「お味噌美味しい！」「たれっこ
美味しい！」と言う言葉を聞けるのがうれしいです。
　ネットでも販売ランキングで1位をとったり、海外
にも市場を広げて商品を卸しています。

Q.地元就職の魅力
　慣れ親しんだ土地で気を張らずにいれるし、実家なので親に頼れる部分もあります。地元で暮らしている友達との繋がりもある
し、会社に入ってから花輪ばやしにも関わるようになり、地元の行事に参加できるのも楽しいです。

ねいち       ひろひさ

製造業
インターンシップ

職場見学

OK!

Company message

　「積極経営とお客様第一」が経営理念で、日々の朝礼では週一回行動基準を社員で読
み合わせています。
　味噌醤油をベースにした総合調味料メーカーとして、地元秋田の他、北海道から九
州、香港、上海などの海外まで幅広く販売しており、今後の広域展開も目指していま
す。　
　社員も経営理念の通り、「正しく、清く、強く」一生懸命がんばってくれているのが見
えます。指示をしなくても社員自身が考えて資格を取ってくれたりと、社員あってこ
その会社です。
　今まで当社は地元の新卒採用がメインでしたが、数年前に関東からのAターン就職
者を採用しました。Aターン・Uターンをした人たちは、地元をから出て様々なものを
見てきているので、我が社の今後の展開に大きな力になってくれると思っています。

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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株式会社  浅利佐助商店
百有余年の歴史と、新しい技術

株式会社  浅利佐助商店
浅利　滋
あさり しげる

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与
休　　日
福利厚生
資格・研修支援

製造、販売員
大卒 180,000円
年間休日113日
社会保険、退職金他
フォローアップ、専門研修、資格取得支援制度

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社  浅利佐助商店
代表取締役社長　浅利　滋
味噌、醤油、その他調味料の製造、販売
36名
鹿角市花輪字観音堂27-3
TEL：0186-23-3127
FAX：0186-23-2720
info@fukuzyu.com
http://www.fukuzyu.com/

育児・介護休暇取得可能
3歳までの短時間勤務制
有給休暇1時間単位での取得可能

こんな人材大歓迎 !!

★元気で明るい人
★笑顔で挨拶ができる人
★素直な人
★自身で目標を持ち、
  前向きな人

代表取締役社長

黒澤　朗さん
くろさわ あきら

業務部

く
強、
く
清、
く
し
正



Q.入社のきっかけ Q. 会社の魅力

Q.地元就職の魅力

かづので働がねが？

石油製品小売業
催事・会食
葬　祭

インターンシップ

職場見学

OK!

Company message

　鹿角市内で葬祭やガソリンスタンド、会食や催事を行う施設の運営など地域
に根ざしたサービスを提供しています。地元の企業ですので、社員の99％は鹿
角の人間のため、コミュニケーションがとりやすい環境にあります。
　サービス業で大切なのは「元気」と「根気」。めげずに現場でキャリアを積み、
自分のスキルを高めていくことで確実に実績は積み上がっていくものと思っ
ています。専門的な資格をとるうえでのサポートもしっかりしております。
　お客様から名指しで指名していただける、地域に根ざした会社にしたいと考
えています。地元愛にあふれる若者の応募を待っています。

先輩方の声を紹介 !!

鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company

03
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株式会社 アニモ
心をこめて・・・

株式会社 アニモ
代表取締役社長 成田　実

なりた みのる

企業概要 採用情報
募集職種

給　　与

休　　日
福利厚生
資格・研修支援

会社名 
代表者名
事業内容

従業員数
所在地

website

株式会社  アニモ
代表取締役社長　成田　実
ガソリンスタンド、LPガス、葬祭センター
催事・会食（エスポワール）
67名
鹿角市花輪字下中島132
TEL：0186-30-0101
FAX：0186-22-1900
https://www.animo0101.jp/ 育児・介護休業、子の看護・介護休暇取得可能

復職後の円滑な復帰支援

　
　

地域に根ざした会社を目指して。

こんな人材大歓迎 !!

ガソリンスタンド・LPガス
催事・会食スタッフ

葬祭スタッフ

★笑顔で接客でき、気配り
　できる方

★お客様の心情に寄り添い、
　接客対応できる方
★葬祭業務に興味のある方

花輪駅前SS

阿部　由香利さん
あべ ゆかり

　スタンドの前を車で通った時に、スタッフ
の人達がいつも笑顔で楽しそうに接客して
いる姿を目にし、この様な雰囲気の良い職場
で働いてみたいと思ったのがきっかけです。

　何の仕事においてもそうですが、地元にいると友人、友人の家族、親の知り合いなど、人と人
とのつながりを大切にできるという所ですかね（笑）。

　私自身、今はスタンド業務なのですが、ア
ニモには葬祭や催事、会食業務などいろいろ
な事を学べる部署があるところが魅力です。

ガソリンスタンド・LPガススタッフ、
催事・会食スタッフ、葬祭スタッフ
高卒　135,800円
大卒　153,400円
交番表による、月10日程度
制服支給、社会保険、賞与（年2～3回）
各種研修、講習会の受講、公的資格取得費用負担
（危険物取扱者、高圧ガス販売責任者、葬祭ディレクター等）

(別途通勤手当有)

繁忙期を除く
要相談



Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

ねいち       ひろひさ

小売業

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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株式会社　アムス阿部
地域に根差し、鹿角の生産者を支える農業資材店

株式会社　アムス阿部
代表取締役 阿部　紘己   

あべ ひろみ

企業概要 採用情報
募集職種

給　　与
休　　日
福利厚生

資格・研修支援

事務・現場（パイプハウスなどの立て方業務）・配達
農機の整備
高卒　150，000円　　大卒　180,000円
日曜日、 GW・夏季・年末年始
交通費、昇給、賞与、健康保険、厚生年金、
労働保険、雇用保険
必要に応じ車両系建設機械、
フォークリフト等の資格免許取得

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
Twitter

株式会社　アムス阿部
代表取締役　阿部　紘己
農業資材販売
8名
秋田県鹿角市花輪字上花輪295
TEL：0186-22-1155
FAX：0186-22-1156
ams-abe@yacht.ocn.ne.jp
https://twitter.com/amsabe1

こんな人材大歓迎 !!

★協調性のある人
★地域の農業を応援したい人

　当社は農家さんをメインに、さまざまな農業・園芸資材のほか、包装関係資材な

どを販売している会社です。取り扱う農業資材は、肥料や農薬、パイプ資材と多岐に

わたります。そんななか、お客様がどの商品を望んでいるのか？というニーズを会

話のなかから汲み取り、提供していく必要があります。

　経験者や農業についての勉強をしてきた人は、もちろん活かすことができます。

でも特別な資格がなくてもいい、未経験者も歓迎です。未経験でも働いていくうち

に知識がつき、それがしっかりと結果となって還元されるからです。

　仕事の面白みを知って、自分の考え、アイデアを持ってほしいと思います。

　私たちといっしょにそのアイデアを実践できる会社にしていきましょう。

　農業分野は広くて深いです。興味をもって取
り組めば自分なりの極め方、極めたいツボが見
つかると思います。
　我が社は平均年齢が高いですがそれだけベ
テランぞろいということ。積極的な姿勢にどん
どんサポートしていきたいです。

　知人から紹介されて。経験も知識もありませ
んでしたが、先輩の背中を見ているうちに少し
ずつ覚えていきました。
　慣れてくると次はもっと効率が良くなるよ
うにと考えて行動できるようになります。一緒
にやっていきましょう。

　頑張った仕事が喜ばれるとやりがいを感じるし、仕事を通じて地元に貢献できる喜びがあります。
　自分が手掛けた仕事が地元の活性化につながっていくといいなと思っています。

育児・ 介護・ 有休取得・短時間勤務等必要に応じて対処

阿部   三華 さん
あべ みか

事務職

アイディアを実践できる自由さを・・・



Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

ねいち       ひろひさ

製造業

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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あらとまい農場
お客様の笑顔と地域の発展のために

あらとまい農場
代表 米田　久美子

まいた くみこ

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与
休　　日
資格・研修支援

漬物製造員
高卒　122,000円
週休二日制（木、日曜日）、夏季、年末年始
フォークリフトの免許取得

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

あらとまい農場
代表　米田　久美子
漬物製造業(大根の生産から加工して卸販売まで）
4名
鹿角市花輪字新斗米50番地
TEL：0186-25-2243
FAX：0186-25-3459
aratomai-noujou.k@outlook.jp
http://www.aratomai.jp/

育児休暇取得可能

こんな人材大歓迎 !!

★「取り敢えず何でもやってみよう」

　と思い、挑戦をしてみる方。

　最初は誰でも素人なので、

　分からなくて当たり前！！

安保　裕子さん
あんぼ ゆうこ

　当社は2022年には、創業50周年を迎えます。長年愛されて来た当社の味を、これ

からの若い人と共に守り繋げていきたい。古い味を守りながら、新しい商品にも取り

組んで行きたいと思っております。

　「取り敢えず何でもやってみよう」と思い挑戦を試みる方、最初は誰でも素人です

ので、分からなくて当たり前です。少しずつでいいので仕事を覚え、成長して行って

頂ければと思います。

　ハローワークで仕事を探している時に
見つけました。食べ慣れている「しそ巻大
根」を作っている会社と知り、自分も携わ
ってみたいと思い応募致しました。

　地元就職は誰かとどこかで繋がりがあることが多く、人と親しくなりやすいです。

　アットホームに働ける会社で、みんな
良い人達ばかりで仲がいいです。

インターンシップ

職場見学

OK!

し
そ
一
筋



Q.入社のきっかけ

Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

ねいち       ひろひさ

建設業

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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株式会社  石川組
人と環境の未来を創る　

株式会社　石川組
代表取締役社長 島崎　祐男

しまざき さちお

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日
福利厚生

資格・研修支援

現場監督員（土木・建築・林業）
高卒　180,000円
大卒　200,000円
日、隔週土、ＧＷ，夏季、年末年始(会社カレンダーによる）
社会保険、退職金制度、財形、忘年会
安全大会、同好会
会社が認めた資格について取得費用全額助成
業務で必要な講習等を段階的に取得してスキルアップを図ります

会社名 
代表者名
事業内容

従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社　石川組
代表取締役社長　島崎　祐男
建設業（土木、建築、とび・土工、舗装、造園、水道、解体、管)
林業(伐採、造林、森林経営、各種請負）
54名
鹿角市十和田大湯字中田1-3
TEL：0186-37-3041
FAX：0186-37-3043
info@ishikawanet.co.jp
http://www.ishikawanet.co.jp/

育児・介護休暇取得可能　有給休暇半日単位で取得可能
子供の看護休暇制度（中学始期まで）

こんな人材大歓迎 !!

★感謝の気持ち、あきらめない
　気持ち、挑戦する気持ちを常に
　持ち続けられる方

　弊社は仕事と生活の調和を目指した従業員が働きやすい取り組みを行っており

ます。主な内容としては育児休業を取得した社員には国の育児休業給付金に加えて

別途手当を支給したり、29歳までの若い社員を対象に住宅費を補助などです。これ

らの取り組みが評価され令和元年11月に「ワークライフバランス優良企業」として

鹿角市に表彰されました。これからもさらに従業員が働きやすく周りのお手本とな

るような企業を目指しております。

　石川組は土木・建築をはじめとした総合建設業であり林業にも力を入れている

会社です。明るく、元気に、前向きにやり遂げる皆さんの若い力に期待しておりま

す。当社の建設業・林業というフィールドで、思いっきりチャレンジできる環境を

整えてお待ちしております。Let’s　チャレンジ　石川組！

　以前より重機の操作に興味があり、
結婚を機に石川組に入社しました。

　地元就職だからこその自由や安心
感、やりがいがあります。

　石川組には他にはない機械や重機
もあり、やる気があればいろいろな
経験ができます。

Q.入社のきっかけ

Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

　４年間県外で就職していましたが地元に
帰ってきて仕事を探していたときに石川組
の雰囲気の良さを感じて入社しました。

　友人も地元にいるので、仕事と休日の
メリハリをつけて働くことが出来ます。

　会社が積極的に仕事に必要な色んな資
格を取らせてくれますのでどんどん自分
のスキルが上がっていきます。

インターンシップ

職場見学

OK!

イマから未来へつなげる仕事を

柳沢　寛真さん
やなぎさわ ひろま

土木部

林業部

山崎　嘉輝さん
やまざき よしき



Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

小売業

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company

07

9

株式会社　伊徳
『暮らし提案』をコンセプトに

株式会社　伊徳
代表取締役社長 塚本　徹

つかもと とおる

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日
福利厚生
資格・研修支援

販売職
高卒　169,000円
短大・専門卒　179,000円
大卒　199,000円
年間107回
社会保険完備、CoGCa社員特典付与
新入社員研修、定期社内研修、外部研修など

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社　伊徳
代表取締役社長　塚本　徹
食料品スーパーマーケット
3,822名（うち正社員464名）
本社：大館市清水四丁目4-15
TEL：0186-49-2254
FAX：0186-49-7302
saiyou@itoku.co.jp
http://www.itoku.co.jp/

こんな人材大歓迎 !!

★人と話すことが好きな人

★食べることが好きな人

★体を動かすことが好きな人！

　地域行事・天気・客層などの情報からのニーズを捉え、メニューの提案をしてお

ります。昨今の社会情勢により、自宅で食事を楽しむ機会が増えてきましたので伊徳

は更にお客様のお役立ちができると考えます。

　一人ひとりが主役となって考え、上司は部下をサポートする『逆ピラミッド型』の

組織運営を目指しています。まずは店舗の雰囲気や接客を通して、伊徳という会社を

知って頂ければと思います。

　生活の基盤を支える仕事がしたいと
考えたのがきっかけです。高校生のと
きに伊徳でアルバイト経験をしたこと
も会社を知る良い機会になりました。

　家族へ恩返しができることが魅力だと思います。私が運転手となって家族とドライブに
に行くこともあります。

　所属している鮮魚部門は技術が身に付
く部門です。入社して半年ほどで、銀鮭や
カレイの切身、鯛の3枚卸しなどたくさん
の技術が身に付きました。

インターンシップ

職場見学

OK!

有給休暇を使用した年2回の4連休制度、元旦休業（2020年）
新入社員には先輩社員が1年間お悩み相談役を務めるフレンド社員制度あり。

メニューが決まる店を目指します

小沼　陽和さん
こぬま ひでかず鹿角SC

鮮魚部門



Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

ねいち       ひろひさ

電気
工事業

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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有限会社　海沼電気工事
毎日の暮らしは、灯りと共に

有限会社　海沼電気工事
代表取締役 海沼　利幸

かいぬま としゆき

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与
休　　日
福利厚生
資格・研修支援

電気工事士
高卒　140,000円
第2土曜、夏季、年末年始
資格取得報奨金制度、退職金制度
業務に要するとして会社が認めた
資格について取得費用の全額負担

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail

有限会社　海沼電気工事
代表取締役　海沼　利幸
総合電気設備設計施工
16名
鹿角市花輪字妻ノ神9番5
TEL：0186-23-7631
FAX：0186-22-0318
kaiden224@ink.or.jp 定年後継続雇用（希望者）

こんな人材大歓迎 !!

★明るく元気で協調性のある方

★できれば3年間部活を頑張った方

★電気に興味のある方

栗山　大 さん
くりやま まさる

　電気という現在では必要不可欠なライフラインに携わり、創業50年を迎え、次の

100年に向けて、地域の皆様に愛される会社を目指し、「安全第一」「信頼ある技術」「

人づくり」を追求します。

　仕事を通して「自ら考え、行動に起こす意識を持てる人」「想像力とチャレンジす

ることを持ち続けられる人」になってほしいと思います。

　どの家庭・建物にも欠かせない電
気で、地元の方々に直接貢献できるこ
とや、知識を深めたいと思い入社しま
した。

　自分が携わった仕事が地元の人に見える達成感や、ずっと住んでいる場所に自分の仕事
で貢献できる充実感が味わえるのが魅力です。

　知識や経験がない自分にも、優しく丁寧に教
えてくれる先輩ばかりです。資格取得に関して
もサポートをしてくれるので、確実に取得でき
ます。

インターンシップ

職場見学

OK!

地域のライフライン「灯り」を守る、誇れる仕事



Q.入社のきっかけ

　もともと接客業が好きで、1対1で
お話しをするのも楽しいので、お客
様との距離が近いこの仕事に興味を
もって応募しました。
　地元の道の駅なので地元の良さを
お客様に発信していきたいです。

Q.会社の魅力

　県外のお客様から、直接鹿角のイメージを聞
く機会が多いので、地元の魅力を再確認できま
す。また、物産展などに行くことも多いのです
が、その場所で「花輪ばやしみにいったよ！」と
か「あんとらあに行った時あるよ！」というお話
しを聞くと、とても嬉しくなります。

Q.地元就職の魅力
沢山ありますが、１番は家族と一緒に暮らせること。生まれ育った土地なので、安心感があります。

観光業

インターンシップ

職場見学

OK!

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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株式会社 かづの観光物産公社
鹿角地域の観光の拠点

株式会社　かづの観光物産公社
代表取締役 岩船　勝広

いわふね かつひろ

企業概要 採用情報
募集職種　　総合職
給　　与

休　　日
福利厚生
資格・研修支援

高卒135,700円
大卒154,700円
会社指定日　月5～10日程度
社会保険、退職金
本人希望により検討

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社　かづの観光物産公社
代表取締役　岩船　勝広
見学体験施設、レストラン、売店
20名
鹿角市花輪字新田町11番地4
TEL：0186-22-0555
FAX：0186-22-0222
antler@ink.or.jp
http://www.ink.or.jp/̃antler/

育児休暇取得可能

こんな人材大歓迎 !!

★接客が基本の会社と
　なりますので、明る
　い接客、思いやりの
　心で対応できる方

田口　天那さん
たぐち てんな

販売部

　道の駅として、鹿角の特産品を販売したり、鹿角の食材を使った料理などの
提供、テナント施設の管理などが主な業務ですが、鹿角観光の拠点としての
様々な取り組みも必要とされています。リアルタイムに地域の情報収集をし、
提供を行い、いかに地元を回遊させるか。そのためには利益追求だけではな
く、地域に対する貢献や奉仕ということも考え行動していかなければなりま
せん。
　そういった意味では多岐に渡る業務ではありますが、社内で様々な経験を
積んだ人材がステップアップし、いずれは社長にまでなって欲しいと思って
います。市外や県外で培ってきた感性や感覚を地元で十二分に発揮してもら
いたいと考えていますので、是非チャレンジしてください。



Q.入社のきっかけ Q. 会社の魅力

Q.地元就職の魅力

ねいち       ひろひさ

製造業

インターンシップ

職場見学

OK!

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　
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鹿角エヌ・シー・エル  株式会社
“人を大切にする会社”だから・・・

鹿角エヌ・シー・エル　株式会社

代表取締役 髙橋　健一
たかはし けんいち

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日
福利厚生
資格・研修支援

実装機オペレーター、組立員、検査員
高卒　140,000円
大卒　170,000～ 180,000円
年間115日、夏季休暇、年末年始
通勤手当、有給休暇
半田認定制度・検査員認定制度の研修

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

鹿角エヌ・シー・エル　株式会社
代表取締役　髙橋　健一
通信関連機器、半導体検査装置、工業計測器の生産
42名
鹿角市十和田毛馬内字南陣場56
TEL：0186-35-3911
FAX：0186-35-3914
nishimura@kncl.co.jp
https://kncl.ikaduchi.com/

育児休暇・有給休暇取得可能
短時間勤務可能（5.5H）

こんな人材大歓迎 !!

★会社及び鹿角市を

　発展させようと

　強い志を持った方

　弊社は秋田県鹿角市を拠点として、プリント基板アッセンブリーの製造を手掛けて
います。生産品目としては半導体関連機器、通信関連機器や医療関連機器の製造も手
掛けるほか、新規事業への参入も検討しています。
　「つなぐ」をテーマに、次世代の子供たちにバトンタッチする新世紀へのランナーと
しての役目を果たしていきたいと日々取り組んでおります。
“ものづくり”をベースに、多方面への新事業の展開も目指しており、地元鹿角の活性
化に繋がってゆく、そうしたビジョンをもって日々精進しております。
　弊社へ興味のある方は、まずは自分で自分をプレゼンする能力を身につけてくださ
い。とにかく、鹿角の人？秋田の人？一生懸命でまじめで頑張る方は多いのですが、当
社が望む人材は、ダイバーシティ的な考え方をもち、自分自身を表現できる人材を求
めております。

　高校卒業後自衛隊に入隊、７年後任期満了
を期に地元鹿角へ戻ってきました。
　再就職のための就活で、鹿角市誘致企業の
第１号である今の会社を知り、最先端の実装
技術に興味を持ち入社しました。

　最先端の実装設備と長年のノウハウ
と信頼を活かし、大手電機メーカー様
と取引させて頂いております。取引先
には秋田、青森、岩手、福島の他 、遠くは
東京、埼玉、石川、新潟のお客様もおり、
幅広く全国展開中です。

　何より、住み慣れた土地であり、実家から通勤できる事が最大の魅力。
通勤時間も東京の会社と比較すれば半分以下の時間と思います。
よく遊ぶ所が無いと言われますが、青森、弘前、盛岡は車で１時間圏内で問題なし！

西村　 勉さん
にしむら つとむ
総務部

ものづくりを通じて地域の活性化を



Q.入社のきっかけ

Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

測量業

インターンシップ

職場見学

OK!

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　
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有限会社  上津野デイタム
本年度から高精度測位を目指します

有限会社 上津野デイタム

倍賞　元悦
ばいしょう げんえつ

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日
福利厚生
資格・研修支援

事務職、技術職
高卒　134,920円
大卒　150,000円
夏季、年末年始、全108日
社会保険、退職金
専門研修、公的資格取得支援

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

有限会社  上津野デイタム
代表取締役　倍賞　元悦
測量業(公共測量、簡易土木設計ほか)
11名
鹿角市花輪字大坊沢31-4
TEL：0186-25-3921
FAX：0186-25-3852
kad-info@kazuno-datum.co.jp
http://www.kazuno-datum.co.jp/

有給休暇は1時間単位で取得可 育児・介護休暇取得可能
短時間勤務等就業規則改定

こんな人材大歓迎 !!

★何事にもトライして
　いただける方

代表取締役

技術向上へのこだわり

か  　　づ　 　 の

　社名の上津野（かづの）は鹿角地方の古名です。弊社は

測量設計業を通じて住みよい地域貢献を進めながら、実

務では基本を忘れず、新技術獲得にも挑みドローンや小

型船舶を使用した測量など多様な作業を行います。

　役職員含め１０名前後の会社ですので毎年採用する

ことはありませんが、入社しますとさまざまな場面に出

会うことができます。ご応募お待ちします。

事業部技術課長

齊藤　和哉さん
さいとう かずや

　県外に進学していましたが、地元に戻る必要があり短期大
学で学んだ測量を専門としている会社の紹介があったのが
きっかけです。

　大手企業に負けずに先進的な技術をどんどん取り入れ、自
社でも講習などを実施し器械や専門ソフトなど誰でも使用
できる環境を整えていることです。また、休日は一般的な振
り分けでなく、時期に応じての変則休日ではありますが個人
の都合や突発的な休日申請も取得しやすい環境です。

　会社には兼業農家の社員もおり、農作業には理解があるので休日
や仕事の調整をとりやすいです。



Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

電気
工事業

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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株式会社　かなでん
電気の安定供給で地域に貢献する

株式会社　かなでん
代表取締役社長 金澤　宗芳

かなざわ むねよし

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与
休　　日
福利厚生

資格・研修支援

電工
高卒　164,000円
年間休日数　105日
雇用保険、労災保険、厚生年金保険、
財形貯蓄、退職金共済加入
国家資格取得に向けた受験料補助、
中型運転免許取得及び各種技能講習の取得費用の全額会社負担

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社　かなでん
代表取締役社長　金澤　宗芳
配電線の建設、保守、点検工事
48名
秋田県鹿角市八幡平字高見田45番地1
TEL：0186-32-2496
FAX：0186-23-2497
kd-1@ink.or.jp
http://www.kanaden.info/ ノー残業デイの実施及び有給休暇の取得推進

こんな人材大歓迎 !!

★明るく、活気がある

　職場を目指しています。

中野　 勇　　　さん
なかの ゆう

　弊社は地域のライフライン(配電線設備)を守るために、従業員一丸となって日々

安全第一で頑張っております。台風や落雷・雪害・地震等により、配電線設備の故

障が原因で停電した際は、昼夜問わず出動します。

　体力的に非常に大変な職場ではありますが、現場作業員間の年齢も近く、とても

話しやすい環境です。

　地元に根ざして就職を考えておられる方は、地域の電気を是非一緒に守っていき

ましょう。

　地元に貢献できる仕事がしたくて、その
中でも電気は生活に必要不可欠なもので、
それを守る仕事がしたいと思いかなでんに
入りました。

　自分が育った環境で仕事が出来、地元の友達との交流により仕事の疲れを忘れることが出来
ることです。 

　力仕事があるきついイメージの仕事だ
けど、慣れてくると力もついてきて出来
る事も増えてくるので、先輩達と話せる
余裕もできてきます。みんなで仲良く作
業のできる、やりがいのある仕事です。

配電部

私たちは社員一丸となって地域の電気を守っていきます

インターンシップ

職場見学

OK!
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Q.入社のきっかけ

　短大在学中、先生にここは福利厚生がしっ
かりしていて若者が働きやすい職場とおす
すめされて、興味を持ち応募しました。

Q.会社の魅力

　新入社員のとき、年の近い先輩を１人付け
てくれて、何もわからない時にいろんな悩み
をしっかり相談できたりしたので安心でし
た。
　また、休暇等を取りやすく、小さいころか
ら参加している花輪ばやしを思いっきり楽
しめることです。

Q.地元就職の魅力

　地元のお祭りや団体に参加出来たり、住み
慣れた場所ですので、環境に対する安心感が
あります。

製造業

インターンシップ

職場見学

OK!

Company message

　当社はプレス加工による医療機器部品、電気自動車関連部品を製造しており、人の命

に係わる重要な部品ですので高い品質管理をしています。また、現在は弘前大学に事務

所をもって共同研究をしていて、ゆくゆくは自社製品として商品化し、医療機器メー

カーとして人の命を救う手助けとなれる企業に成長することを目標としています。

　職場環境の面では、事業所内に託児施設を設けているほか、看護休暇といった特別休

暇や育児・介護休業制度も導入しています。その働きが認められて、「子育てサポート企

業」であるくるみん認定を日本で初めて受けたほか、2017年には若者が働きやすい職

場であるというユースエール認定企業にも認定されました。このように、当社は生活と

仕事の調和「ワークライフバランス」を重要視しており、「優しく、強い企業」を目指して

います。

　最後に、ものづくりはチームワークが大事です。働きやすい職場環境も、皆でカバーで

きるお互い様の精神があってのことですので、相手を思いやりしっかりとコミュニケー

ションをとれる人材を待っています。

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company

13 株式会社  カミテ
「優しく、強い企業」を目指す

株式会社　カミテ
上手　康弘
かみて やすひろ

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日
福利厚生
資格・研修支援

正社員
高卒　137,000円
高専・職能短大卒　147,000円
当社カレンダーによる
社会保険、雇用保険、中退共制度
新人社員研修
業務に必要な資格取得経費全額会社負担

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社　カミテ
代表取締役社長　上手　康弘
プレス金型の設計製作及びプレス加工
42名
鹿角郡小坂町荒谷字三ツ森62番地1
TEL：0186-29-2611
FAX：0186-29-2612
info@kamite.co.jp
https://www.kamite.co.jp/ 育児・介護休暇取得可能、子供・親に対する看護休暇有

有給休暇1時間単位での取得可能、事業所内託児所有

佐藤　朋英さん
さとう ともひで

代表取締役社長

社員と会社双方の発展、幸福を追求する職場

秋田県内初！　ダブル認定

金型課

こんな人材大歓迎 !!

★コミュニケーション
　能力のある人



Q.入社のきっかけ

　地元就職を考えていました。会社の説明を聞いたとき、この会社な
ら自分らしく働けそうだと感じ、入社を決意しました。

Q.会社の魅力
　社員教育に力を入れているところと、事業に対する経営者の考え方が尊敬できると
ころです。　

Q.地元就職の魅力
　親孝行ができること、地元の友達と交流できるところです。

ねいち       ひろひさ

管工事業
リフォーム

インターンシップ

職場見学

OK!

Company message

　当社は、大自然十和田湖・八幡平の玄関口鹿角市を拠点とし、北秋田・岩手県を

営業エリアとし確かな信頼と実績を築き、自然との調和、地域社会との融合に基づ

いた住まい創りのサポートをしています。

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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株式会社 カンザイ
リフォームの総合企業

株式会社　カンザイ
代表取締役 越後　健夫

えちご たてお

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日

福利厚生
資格・研修支援

配管工、管理技術者
高　卒　160,000円
大　卒　200,000円
日他（会社カレンダーによる）
年末年始、GW、お盆休み有り
社会保険、退職金制度
公的資格取得支援制度

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社　カンザイ
代表取締役　越後　健夫
管工事業（水道工事、冷暖房空調工事）、リフォーム工事
10名
鹿角市花輪字新田町16-48
TEL：0186-23-7486
FAX：0186-23-7487
kanzai-@bz01.plala.or.jp
http://business4.plala.or.jp/kanzai/

育児・介護休暇取得可能

こんな人材大歓迎 !!

★自ら考え行動できる人

三浦　博明さん
みうら ひろあき
営業課長

Q.今後のビジョンは？

A . 社員の人生を豊かにすることが第一です。

Q.採用者へ期待すること

A . 失敗を恐れないで、勇気をもって仕事に励んでください！

住まいの快適さは人生の豊かさ。
人の幸せをつくる仕事です。



Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

ねいち       ひろひさ

製造業

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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株式会社  キャッツ電子設計
CATSブランドで世界に発信する

株式会社　キャッツ電子設計
専務 髙橋　史

たかはし　　ふみと

企業概要 採用情報
募集職種

休　　日
福利厚生
資格・研修支援

事務職　　　205,000円～
エンジニア　235,000円～
年間休日105日、年次有給休暇、特別休暇
社会保険、退職金、財形貯蓄
部署配属後の先輩エンジニアのフォローアップ
製品開発のための書籍購入・展示会見学等支援

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社　キャッツ電子設計
代表取締役　髙橋　奏
半導体デバイス試験装置の研究開発・設計・製造・販売
25名
鹿角市十和田毛馬内字上陣場48-2
TEL：0186-35-2102
FAX：0186-35-3590
cats-akita@earth.ocn.ne.jp
http://cats-world.jp/

有給休暇半日単位で取得可能　　育児・介護休暇取得可能
子どもが３歳までの短時間勤務制

こんな人材大歓迎 !!

★電気や機械に興味があり、

　将来開発技術者として

　第一線で活躍したいという

　想いを持った方

田村　知也 さん
たむら ともや

技術Ⅰ課  パワーシステム技術

　弊社が扱う『半導体』はPCやスマートフォン、テレビ、そして冷蔵庫や洗濯機等の

家電、交通面では自動車や電車など身近なありとあらゆる製品に搭載されており、

私達の生活に欠かせない物となっております。

　弊社は、その半導体の中でも主に大電力を制御する『パワー半導体』の検査装置メ

ーカーとして、国内外の半導体メーカーのみならず、国の研究機関や自動車メーカ

ー等クライアントの電力用半導体開発の進展やニーズに合わせた特殊試験装置の

研究・開発、製造、納入までを一環として行なっております。また、それらの装置は

コンピューターにて制御されており、そのアプリケーションソフトも弊社プログラ

マーにより生み出されております。一人一人のエンジニアから生まれた製品が世界

中の半導体業界で活躍しております。

　大学で半導体の研究をしていたた
め、半導体業界で就職先を探していた
時に地元にも半導体に関する企業が
あることを知ったのがきっかけです。

　住み慣れた街で生活ができるため安心感があります。
　また、私の場合は近くに親族がいることで、私生活においてサポートをしてもらえる機会
が多く非常に助かっています。これが他にはない地元の魅力だと感じています。

　半導体の進歩に合わせて新しい装置を開発してい
く必要があり常に新しいことにチャレンジしながら
仕事ができるのが魅力です。開発という仕事柄、大変
だと感じることもありますが、その分仕事を終えた
時に達成感があり、やりがいを感じられます。

職場見学

OK!

1人のエンジニアから生まれた製品が
世界中の半導体業界で活躍する



医療法人 恵愛会
いつでも、どこでも、だれとでも愛はふれあう心の中で

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与
休　　日
福利厚生
資格・研修支援

介護職員　看護師
169,000～ 186,000円
4週7休プラス祝祭日、年末年、お盆休暇
職員互助会あり（慰安旅行など行事多数）
職員が交代で講習会・研修会に参加
帰院後勉強会を実施し資格取得を目指す。
参加には日当、旅費を支給。年に2回法人内の研修会を実施

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

医療法人　恵愛会
理事長　高橋　裕男
医療業/介護保険事業
約152名
鹿角市花輪字六月田97
TEL：0186-23-4131
FAX：0186-23-3330
keiai1@ink.or.jp

Q.入社のきっかけ

Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

　祖父が通院していてとても親切にしても
らったという話を聞いて、自分も親切にできる
介護士になりたくて志望しました。
　新卒の求人がなく、中途採用の求人のみだっ
たけれど、新卒でとってもらえないかと問い合
わせをして面接をさせてもらいました。

　幅広い年代の方が働いていて、ベテランの方も多いので患者さんへの声かけなど、日々学ぶことが多く刺激になります。
事業も幅広く行っているので、自分に合ったものが見つかりやすいです。

　もともと県外も考えていたけれど、お
世話になった人や、この土地のために働
きたいと思い、地元を選びました。地元
で介護をしていたからこそ、入浴介助な
ど祖父の介護の手伝いができたのでよ
かったと思っています。

医療･介護

インターンシップ

職場見学

OK!

Company message

営理念とし、愛ある病院作り、施設作りを目指しております。

　令和2年4月1日にはグループホーム２ユニットを新たに

オープン予定です。ぜひ皆様の若いお力をお貸しくださいますよ

うお願い致します。

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

育児休暇、女性100％（1年位）介護休暇はこれまで3人取得
リフレッシュ休暇として10日間連続休もしくは5日間を2回

★性別、年代など違う人達
　とでも協力し合える方

Company
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医療法人　恵愛会
理事長 高橋　裕男

たかはし ひろお

幅広い年齢層で
手の行き届いた医療を

こんな人材大歓迎 !!

http://www.ink.or.jp/̃keiai/index.html
E-mail
website

佐藤 樹希也さん

介護士
さとう じゅきや

●鹿角中央病院　　　　　　●デイサービスセンター

●グループホーム仁愛　　　●居宅介護支援センター

●介護老人保健施設けいあい

経営施設



Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

ねいち       ひろひさ

総合
リサイクル業

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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株式会社　現代
時代の変化に流され無い現場力と施工技術

株式会社　現代
代表取締役 小笠原　健一

おがさわら 　　けんいち

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日

福利厚生
資格・研修支援

建設作業部門・（自動車）リサイクル部門
高卒　160,300円
大卒　183,200円
年間９０日、日・他月2日・GW・夏季・
年末年始
就業規則・社会保険有
必要と認めた資格については、会社が全額
負担で資格取得をバックアップします。

会社名 
代表者名
事業内容

従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社　現代
代表取締役　小笠原　健一
一般建設業・廃棄物収集運搬/処分業・一般貨物自動車運送業
自動車リサイクル業・中古車売買（大館市カ―7）
46名
鹿角群小坂町新谷字手紙沢54番地63
TEL：0186-29-3745
FAX：0186-29-3546
gendai@mx5.et.tiki.ne.jp
http://www.gendai-group.com/ 育児・介護休暇取得可能

こんな人材大歓迎 !!

★元気に挨拶ができ、他社員と協
　力して仕事をしようとする方
★向上心があり、目的をもって、
　チャレンジすることに前向きな方
★長く勤めて下さる方
★責任感のある方

　 当社は1982年土木工事業で創業以来、リサイクルを第一に考えながら建設業、特に解体工事業を主としております。
工事から発生する解体物の3Ｒ（リサイクル・リユース・リデュース）の為、運送業・廃棄物処理業まで当社で一元化して
処理を行う中、新たに自動車の部品のリサイクル・リユース、中古車販売も行い、総合的なリサイクルの実現を目指してお
ります。
　昨今、ＡＩ技術の進化やテレワークにより各種産業のオートメーション化が進みリストラ化が進む中、当社はあくまで
も現場力と確かな技術継承で、時代に流されない仕事づくりを考えております。
　特に解体工事とリサイクルについては,今後ますます需要が高まっていく事は間違いなく、技術習得に依って働く自信
を持つことが出来る様、会社も発展させていきたいと思っております。
　重機やトラックを運転したい方はもとより、自動車の好きな方、将来工事監督や総合職など考えている皆様も是非、この
業界に興味を持っていただけたらと切に願っております。

　インターンシップで資源の再利用を具体
的に学ぶ事ができた為、いろいろな仕事が
あり学ぶ事も多くやりがいを感じ、リサイ
クル事業に携わってみたいと思いました。

　今はネットワークが発達しているため、欲しい物や情報が地元で手に入ります。わざわざ高い
生活費・長時間通勤の大都市へ出向かなくとも、ゆとりをもって仕事ができるうえ、生活環境の
変化によるストレスもなく、また、地元に貢献できているとの自負もあります。

　業界全体の就業者が高齢化する中、コロナウ
ィルスや不況・季節要因などとは関係なく、リ
サイクル事業は人々が生きている限り常に仕
事が発生します。発想を新たにすれば、まだま
だ伸びる産業であると思っています。

インターンシップ

職場見学

OK!

太田　悠 さん
おおた ゆう
工事管理部

リサイクルを通しての地域貢献と未来継承



Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

ねいち       ひろひさ

建設業

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　
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株式会社 小板橋建設
匠の技を明日へ継なぐ

株式会社　小板橋建設
代表取締役社長 小板橋　広𠮷

こいたばし ひろよし

企業概要 採用情報
募集職種

給　　与

休　　日
福利厚生
資格・研修支援

技術職（建築・土木）
大工見習、運転手見習
高卒　160,000円
大卒　170,000円
1年単位の変形労働時間制（休日カレンダーによる）、夏季休暇、年末年始
社会保険、退職金制度
資格取得、自己啓発支援制度（受験料補助）

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社　小板橋建設
代表取締役社長　小板橋　広𠮷
建設業
26名
鹿角市花輪字寺ノ後7番地
TEL：0186-23-2631
FAX：0186-23-4405
koitabas@ink.or.jp
http://www.koitabashi-kensetsu.jp/

育児・介護休暇取得可能　　有給取得 半日単位可
子どもが小学校始期までの短時間勤務制

こんな人材大歓迎 !!

★前向きに意欲を
　もって取り組める方

目時　丈誠 さん
めとき ひろまさ

営業部

　弊社は、1966年創業の建築・土木・設備部門ともに公共工事・民間工事を手が

ける総合建設業の会社です。

　住宅部門では、カナダ輸入住宅・セルコホームをはじめとした鹿角の気候にマッ

チした「北国の家づくり」をご提案しております。

　また、毎年インターンシップを受け入れて、若手人材の育成を重視しております。

東京オリンピックサッカー会場にもなっている宮城県利府町に支店を置いている

ことから、秋田県外にも仕事の場を広げていますので是非一緒に働きましょう。

　最初は関東で働いていましたが、ゆ
くゆくは地元に戻るつもりでした。
　地元に帰ってきて、縁あって会社の
営業部長と知り合い話を聞いている
うちにこの仕事をしてみたいと思う
ようになったのがきっかけです。

　地元にいる、学生時代にお世話になった先生や先輩・仲間のためにできることがあるの
はうれしいですよね。
　それと関東にいるときに比べて、気が休まると言いますか、夜ゆっくり眠れます。

　私は建設関係の知識も経験もありませんで
した。最初にパソコンは使えるか聞かれました
が、パソコンも使えないので「使えるようにな
ります」と答えたのを覚えています。
　そんな私に社長をはじめみんなが教えてく
れるアットホームな会社です。

インターンシップ

職場見学

OK!

受
け
継
が
れ
る

職
人
の
技
術
と
魂



Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

非鉄金属
製錬業

インターンシップ

職場見学

OK!

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　
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小坂製錬 株式会社
世界が注目するリサイクル技術

小坂製錬　株式会社
代表取締役社長 仲　雅之

なか まさゆき

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日
福利厚生
資格・研修支援

製造オペレーター職、設備保全職
高卒　152,000円
大卒　190,000円
96日(年間）
補助金（住宅、家族、永年勤続など）
入社後3年間は上司や先輩とのOJTにより一人前になれるよう
サポートします。

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

小坂製錬　株式会社
代表取締役社長　仲　雅之
廃電子基板等のリサイクル原料を主原料とする非鉄金属製錬業
346名
鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部60-1
TEL：0186-29-2700
FAX：0186-29-5200
sakiyams@dowa.co.jp
https://dowa-kosaka.co.jp/ ワークライフバランスを考え年次有給休暇の取得を推奨（平均取得日数15日）

こんな人材大歓迎 !!

★電気系の知識を
もっている方大歓迎！

奈良　謙 さん
なら ゆずる

　当社は世界中から使い終わった家電類や電子部品を集め、それをリサイクル

して金や銀、銅や鉛などの金属を作っています。ゴミとして廃棄される家電類

から回収できる金属はおよそ２0種類。これは世界でも有数の金属回収数です。

　限りある資源を有効活用し、未来を切り開いていきます。小坂製錬に入社し、

一緒に世界規模のリサイクルに貢献しませんか！

　高校時代に化学的なことに興味
を持ち、化学的な知識を得られる職
場で働きたいと思い、この会社に入
社しました。

　私の地元である小坂ではもちろん、秋田県内の他の
会社と比べても規模の大きな会社というところは、安
定しているという点で魅力の一つだと思います。
　また働くうえで必要な技能が多いため自分自身の
スキルアップになるところが大きな魅力です。

　この町で働く魅力というには大げさかもしれませんが人の温かさには常に助けられています。
　よく他の地域から来た人から「町中の人から挨拶をされる」と驚かれます。私自身、幼いころから見ず知らずの人にも挨拶をしてき
たので当たり前に感じますが、優しい人たちの住む町で働けることは幸せです。

最先端技術を持つ世界有数の製錬所

湿式製錬課 湿式選鉱グループ



Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

ねいち       ひろひさ

製造業

インターンシップ

職場見学

OK!

Company message

先輩方の声を紹介 !!
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シー・アンド・シー  株式会社
Create and Contribute 　～創造と貢献～

シー・アンド・シー  株式会社
浅石　敏明
あさいし としあき

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日
福利厚生

資格・研修支援

総合職（製缶物の作図）
高卒　162,000円
大卒　210,000円
週休２日（隔週）、お盆、年末年始
各種社会保険、退職金制度他
研修旅行、花見会、たんぽ会、忘年会
新入社員教育、安全教育、
業務に資する資格取得費用全額補填

会社名 
代表者名
事業内容

従業員数
所在地

E-mail
website

シー・アンド・シー　株式会社
代表取締役　浅石　敏明
鋼構造物工事業、機械器具設置工事業、建築工事業、
とび・土工工事業、土木工事業、管工事業、同上付帯の
設計業務、電波暗室工事、一級建築士事務所
50名
鹿角郡小坂町荒谷字手紙沢54-5
TEL：0186-29-2976
FAX：0186-29-3018
candc-mh@ink.or.jp
http://candc-a.co.jp/ 育児・介護休暇取得可能、短時間勤務制

こんな人材大歓迎 !!

★物作りに興味のある方　

代表取締役

物作りは人作りから

佐藤　 諄さん
さとう しゅん
製造部

　当社は各種炉やタンク類、煙突、歩道橋等製作の他、各種プラントや橋梁等の製
作、メンテナンス工事、電波暗室建設工事、建築工事など幅広い分野で仕事をしてい
ます。
　「企業は人なり」「物作りは人作りから」を第一に、人間尊重の経営を目指しており
ます。
　2018年1月にはISO9001を取得しました。又、社員教育をし、評価制度を採用
するなどして社員からの意見を汲みあげて、やった分だけ自分に返ってくるシステ
ムを整えるなど、やりがいのある職場環境を実現しています。
　当社は関東方面への出荷がほとんどで、大手企業からの仕事が多く、お客様の要
望を忠実に反映したものをつくり、届けることが何より大事なので、粘り強くこつ
こつと仕事ができる真面目な人材を求めています！

高校生の時に鹿角市で開催された合同
会社説明会でパンフレットなどをいた
だき、興味を持ち、卒業後入社させてい
ただきました。

近くの会社からも受注が来るので、そういったもので地元に貢献してると思えます。また作業員が地元の人たちなので言葉の温かさ
を感じることができ、気兼ねなく話せます。家からも近いので通勤しやすいです。

仕事に必要な資格などを積極的に取らせて
くれるので、後々自分にとっての武器になる
と思います。また、大きい製造物を作ったと
きの達成感がある仕事ができるし、会社内の
みんなが仲がいいことです。

★何事にも挑戦する気持ちの
　ある方



Q.入社のきっかけ
　子供の頃から何度も利用した事
がある、馴染み深いホテルでした。
経営が変わったと聞いて、今現在
どんなホテルになったのか興味が
湧いたのがきっかけです。
　昔からある歴史深いホテルを、
新しい方針で運営していく為の、
力になれればと思い入社を決めま
した。

Q.会社の魅力
　湯瀬ホテルは「職員が創るホテル」です。職員の小
さな声も拾って反映してくれる会社です。
　自分の意見や能力を発揮し、成功体験を得ることが
できます。

Q.地元就職の魅力
　私は東京からのUターン就職です。
　東京では感じなかった地域との繋がりや、季節の移ろいを感じる事ができています。
　一度地元を出ているからこそ、自分の生まれ育った土地で仕事ができる事のありがたさ
を感じています。

ねいち       ひろひさ

ホテル業

インターンシップ

職場見学

OK!

Company message

　当社はこの鹿角の地にて、北東北、秋田、鹿角にとことんこだわったホテル経営

に取り組んでいます。多くの観光資源に恵まれた当地にて、いかにそれら資源に付

加価値を付けて商品とすることでマーケットに選んでもらうことにより、しっか

りと収益を確保して地域に資するホテルとなることを企業理念としています。そ

のために私たちは、地方を元気に！という熱い思いや郷土愛を持つ若い力を求め

ています。地域資源を活かして付加価値を高められれば、地方でもしっかりと収益

を確保して収入を得ることは可能です。

　自分の力や思いを地方で活かしたい、試したいという人材を求めています。

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　
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四季彩り秋田づくし 湯瀬ホテル

四季彩り秋田づくし  秋田・鹿角の魅力を詰め込んだホテル

四季彩り秋田づくし　湯瀬ホテル
古川　哲平
ふるかわ てっぺい

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日
福利厚生
資格・研修支援

正社員
高卒  180,000円
大卒  200,000円 
年間105日
社員寮、賄い付き（3食）、各種割引、慶弔見舞等
職場研修（毎週）、他館研修、
資格取得費用負担

会社名 
代表者名
事業内容

従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社  せせらぎ宿
代表取締役　深田　智之
湯瀬温泉での温泉旅館・宿泊業(「四季彩り秋田づくし 湯瀬ホテル」の経営および運営)。 
会合、宴会、その他イベントの会場・食事提供。
69名
鹿角市八幡平字湯瀬湯端43番地
TEL：0186-33-2311
FAX：0186-33-2118
yoyaku@yuzehotel.jp
https://www.yuzehotel.jp/

IT導入による業務効率化
マルチタスクによる労働時間最適化

こんな人材大歓迎 !!

★仕事を通じて地域の発展に貢献
　したいという気持ちを持った方。

★ちょっと飛躍して温泉旅館経営に
　興味のある方も大歓迎です。

★人とのコミュニケーションや、チー
　ムワークが好きな方。

情報コミュニケーションチーム
WEB担当

畠山　伊吹さん
はたけやま いぶき

株式会社  せせらぎ宿 

取締役総支配人
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Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

ねいち       ひろひさ

製造業

Company message

先輩方の声を紹介 !!
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ジョイタム株式会社
利他の心、凡事徹底 

ジョイタム　株式会社
生産部部長 長田　弘男

ながた ひろお

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日
福利厚生
資格・研修支援

電気・機械組立工員 
高卒　160,820円
大卒　206,400円
勤務表により月 8日～9日
社会保険加入
本人の希望があれば費用を全額支給
会社指示はもちろん費用を全額支給

会社名 
代表者名
事業内容

従業員数
所在地

E-mail
website

ジョイタム　株式会社
代表取締役　田村　功
各種生産設備のハーネス組み立て、制御盤組立、
機械組立、据付工事、設計
101名
鹿角市十和田毛馬内字南陣場35
TEL：0186-25-8135
FAX：0186-25-8145
jtk_seikan@apost.plala.or.jp
http://www.joitam.jp/

育児、介護は第一優先
勤務時間等の変更選択は本人希望に沿う

こんな人材大歓迎 !!

★誠心誠意仕事に
　向き合う人

　2010年の操業開始から大量生産型から一品一様の物づくりへの転換を進めてき
ました。現在は半導体製造装置や液晶製造装置を設計～製作～現地・改造工事までの
一貫生産を行っています。現地・改造工事はお客様へ出向き仕事を行っています。
　工場は鹿角にありますが、工場だけではなくお客様の要望の場所でも仕事をしてい
ます。日本各地、今年の初めあたりは韓国、中国にも出向いています。
　工場では女性が活躍できる職場を目指し、工場の運営をほぼ女性で行っています。
今後も女性が活躍できる職場を推し進めていきたいと思います。 
　学ぶ心を持って仕事に向かってほしいです。社会に出てからの学びがその人を大き
くすると思っていますのでとにかく何でも吸収する、学ぶということを持ってほしい
と思います。

インターンシップ

職場見学

OK!

　高校で学んだ電気関連の仕事に就きたいと思

い入社しました。

　やはり生活環境も大きく変わらないというこ

とが一番だと思います。

　女性が多く、親しみやすい職場です。

それと、工場だけではなく色々なとこ

ろへ行って働けるという楽しみもあり

ます。いままで秋田県内以外にも東京、

神奈川へ行きました。

　これからも、いろんなことにチャレンジしていきたいと思います。 

児玉　美咲季 さん
こだま みさき
生産部　制御盤グループ 

女
性
が
輝
け
る
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場



Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

ねいち       ひろひさ

建設業

Company message

先輩方の声を紹介 !!
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株式会社  新東組
融和と協調

株式会社　新東組
代表取締役 佐藤　弘毅

さとう　　　 こうき

企業概要 採用情報
募集職種

給　　与
休　　日
福利厚生
資格・研修支援

土木施工管理技士、管工事施工管理技士、
重機オペレーター
高卒　145,250円　　大卒　166,000円
土・日・当社規定による、GW休暇、夏季休暇、年末年始
社会保険、退職金、財形積立、忘年会、安全大会
労働基準法で定める必要な資格の取得、講習や資格の支援

会社名 
代表者名
事業内容

従業員数
所在地

E-mail

株式会社　新東組
代表取締役　佐藤　弘毅
土木工事、管・給排水工事、解体工事、造園工事、
とび・土工、コンクリート工事
42名
鹿角市八幡平字永代地50
TEL：0186-32-2222
FAX：0186-32-2221
shintoh_@ink.or.jp

有給休暇1時間単位で取得可能　　育児・介護休暇取得可能
子育て・介護での短時間勤務可能

こんな人材大歓迎 !!

★技能や資格の取得に
　積極的な方

★地域を誇れて、家族や
　友人を大切にできる人

　我々は永くこの地域に於いて土木建設業を生業としてきました。地域の就業の受

け皿となり、安全で暮らしやすいインフラを作り続けて行く事に、使命と誇りを感じ

ております。

　鹿角は比較的災害の少ない地域です。しかし、インフラ(道路、橋梁、河川、水道)は

老朽化が目立っております。地域の方々との交流の中で、より暮らし易い環境とする

為に、地域と共に仕事を創造していきたいと思っています。

　永くこの業界にいる私達では考えもつかない様な面白い発想や、元気とやる気に

溢れた人が仲間になってくれる事を期待しています。様々な資格の取得や、技術の向

上を会社全体でバックアップします。

　地域の人達が安心して暮らせる環境を、永く残るものを共に造っていきませんか。 

　たまたま学校にきていた求人票を
見て会社見学に行ったところ事務所
の中が楽しそうな雰囲気だったので
応募しました。

　古くからの友人をはじめ、会社に入ってからも色々な人との繋がりができるので、困った
事があってもすぐに相談できる人が周りにたくさんいます。

　専門的な知識がなくても一から仕事を教えて
くれる先輩方がたくさんいます。
　私は今、子育て中ですが急な休みでも周りのサ
ポートがある為、辞めずにこの仕事を続けること
ができています。女性でも安心して働くことがで
きる職場です。

職場見学

OK!

地域とともに暮らしを創造する

工事部主任

神田　紫保さん
かんだ しほ



Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

ねいち       ひろひさ

建設業

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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有限会社  大晋建設
鹿角建築人は求められるから、やめられない。

有限会社　大晋建設
代表取締役 安保　晋

あんぼ しん

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与
休　　日
福利厚生

資格・研修支援

建設現場スタッフ
高卒　151,200円
年間80日
雇用保険・労災保険・健康保険
・厚生年金
業務に資するとして会社が認めた
資格についての取得費用の全額補填

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail

有限会社　大晋建設
代表取締役　安保　晋
建設業（注文住宅・店舗・施設等の新築及び増改築・リフォーム）
8名
秋田県鹿角市十和田錦木字下田面29-1
TEL：0186-35-3060
FAX：0186-35-4738
daishinkensetu.3060@galaxy.ocn.ne.jp

こんな人材大歓迎 !!

★チームワークを好み、すぐに
　仕事の成果を実感したい方。
　家・ものづくりに興味がある方。

さん

　建築業界は現在、若い世代の人材不足と言われています。仕事が増えてもスタッ

フが不足していれば業績は上がりません。まだまだ「AI」や「機械」だけでは建築はで

きず任せられません。やはり「人の手」によるものでなければならず、今後はその貴

重となる人材確保をはじめ、労働環境の改善と人材育成を図り、長年に渡って若い

力が躍動する職場を創りたいと考えています。

　この仕事のやりがいは、達成感や、お客様に喜ばれるだけでなく、自分が関わった

建物が大切に使われ地図に載り、長年残っていく所にあるといわれます。それを仲

間と造り、感じ「技術と人脈を受け継いでいく者」として期待しています。今こそあ

なたの「！」と「？」を地元と当社で発揮して一緒に成長して行きましょう。

　「自分の家を自分で建てたい！」「あの建物を建
てたのは俺ら！」といいたくて”ものづくり”のス
ケールが大きい建設業に興味があり、よく目にし
ていた会社の現場や看板を見て、夢の実現といろ
んな人の役に立てると思い志望しました。

　将来、家庭を持っても、家族や友人といつでも会って相談することができるので、悩みの解決が早く、
近場のため経済的な出費も少なく済みます。その余裕で好きな事ができると思い地元就職を選びまし
た。おかげで技術向上と人脈が広がり、「自分の家を自分で建てる夢」に近づいています。

　主に鹿角市内の現場なので仕事に集中できま
す。チーム仕事で常に先輩が実践指導です。仕事
の内容とゴールがはっきりしているため、仕事
の成果がでるのがクセになります。また、急な休
みや、中抜けも取りやすい環境が魅力です。

インターンシップ

職場見学

OK!

有給取得

楽しい仕事はない、仕事は自分が楽しくする。

若代　元気
わかしろ げんき
建設現場スタッフ

さん



Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

ねいち       ひろひさ

自動車
販売業

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company

25

27

有限会社　オートプラザ鹿角
お客様に指示される会社を目指して

有限会社  オートプラザ鹿角
代表取締役 奈良　克英

なら かつひで

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日
福利厚生
資格・研修支援

整備士
高卒　150,000円
大卒　180,000円
会社シフトによる
社会保険、退職金、賞与  3か月～
整備資格、獲得補助

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

有限会社　オートプラザ鹿角
代表取締役　奈良　克英
自働車販売整備
10名
鹿角市花輪字鉄砲25-6
TEL：0186-25-3633
FAX：0186-25-3919
u-2@inc.or.jp
http://daihatsushop-kazuno.jp/index.html

こんな人材大歓迎 !!

★一緒に笑いながら働ける方

青山　鷹之　　さん
あおやま たかゆき

　自働車は100年に一度の転換期を今迎えております。車の電動化、自動化に伴い、

整備業、GS業、損保保険、板金車両販売、各業種の仕事の選別がこれからさらに激化

していきます。その中において弊社は、秋田ダイハツ、ダイハツ工業とともに、時代に

あった、お客様のニーズに応える商品を鹿角で提案、販売しております。

　弊社の信念としまして「いつでもお客様の立場、目線になって考える」というものが

ございます。いろんな技術革新で便利なものが増えてあふれておりますが、本当にそ

のお客様に必要なものなのかは、人それぞれです。それを提案するには、新しいこと、

物を学び自分のものにしなければなりません。今いる従業員もみなさんと同じくチャ

レンジャーなので、ともに学び、新しい環境の変化を楽しめる方を望んでおります。

　もともと車が好きで、職場見学をし
たらいろいろなメーカーの車を扱っ
ているということで、働きながら勉強
になると思い入社を決めました。

　どの仕事でも関わる方々の年齢が自分の近い所だけじゃなく、両親やおじいちゃんおばあちゃんと同じだったりと幅が広いと思
います。人とのつながりがたくさんあって、将来自分のためになると思います。

　基本、みんなが接客業務ですので、1人1人
明るく雰囲気のいい職場です。野球などのス
ポーツや車でサーキットへ行き走行会を行う
モータースポーツにも力を入れています。正
月、GW、お盆と長期連休も充実しています。

インターンシップ

職場見学

OK!

営業

いつでもお客様の立場になって・・・



株式会社 タカヤ前へ　未来へ

企業概要 採用情報
募集職種

給　　与
休　　日
福利厚生

資格・研修支援

総合職・店頭販売員
高卒　170,000円（総合職）
　　　150,000円（専門職）
大卒　185,000円
4週6休シフト制
各種社会保険、健康診断実施（年1回）、退職金、次世代育成支援制度
親交交流会（年１回）、社内部活動
各種資格取得支援、新人研修・専門知識習得研修有り

会社名 
代表者名
事業内容

従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社  タカヤ
代表取締役社長　高谷　秀和
眼鏡・補聴器等の販売/移動体通信機器の販売/
食品・酒類販売経営/アイスクリームショップ経営/不動産賃貸
180名
鹿角市花輪字八正寺1番地2　タカヤ旭町オフィス2F
TEL：0186-30-0123
FAX：0186-23-2452
somu-tky@takaya.style
http://takaya-group.com/

Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

　大学を卒業後に東京で役者を目指しな
がら仕事をしていたのですが、将来の事を
考えて5年前に地元に帰りました。タカヤ
に入社したいと思ったのは、親近感があっ
たのと、何よりも「色々と元気に頑張って
いるなぁ !」と感じたからです。

　入社前に社長に「チャンスは沢山ある、信じ
てついて来るなら未来は拓ける会社だよ」と言
われたとおり、入社後はドコモ部門とメガネ部
門を経験した後、新規事業の担当者として抜擢
いただきました。
　また、穏やかな社風で社員は皆優しいです。

　温かい人達に囲まれながら、地域の役に立っている実感を持ちながら仕事が出来ていることだと思っています。 

小売業
・

メガフラン
チャイジー

インターンシップ

職場見学

OK!

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

産休・育休・介護休暇制度あり、短時間勤務あり
女性の能力活用（有期契約社員から正社員への登用、管理地位への女性の登用）

★何事も諦めず粘り強く取り組める人!!
★前向きに物事を捉え、明るく元気な人!!

Company
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こんな人材大歓迎 !!

根市　裕久さん

店舗サポート課
ねいち       ひろひさ

株式会社  タカヤ
代表取締役社長 高谷　秀和

たかや ひでかず

Company message

　こんにちは、社長の高谷です！弊社は地元鹿角ではメガ

ネ屋さんとして認知されていると思いますが、現在は東北

全域で様々な事業展開をする複合企業へと成長していま

す。鹿角の企業として、秋田や東北を代表する企業へと成長

し、地元の力になり続けたいのです。その為に故郷を愛する

人たちに弊社の人財となって一緒に頑張ってもらうことを

心から望んでいます。一緒に「前へ未来へ」進みましょう！

未来へチャレンジ
自分の可能性を切り拓ける職場

●眼鏡関連事業

●モバイル関連事業

●食品販売事業

●飲食事業

鹿角市ワークライフバランス優良企業表彰/秋田県優良中小企業表彰
東北キラ☆企業認定



インターンシップ

職場見学

OK!

Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

建設業

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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有限会社 タカヤ電工舎
住・空間プランナー＆総合電気設備・設計・施工コンサルタント

有限会社　タカヤ電工舎
代表取締役 吉田　重信

よしだ　　　しげのぶ

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与
休　　日
福利厚生

資格・研修支援

電気技術者、管理技術者、電工
高卒  150,000円　　大卒  195,000円
祝祭日、GW、盆、年末年始、会社規定の休日
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
退職金共済、退職金共済制度あり（勤続3年以上）
業務に質するとして会社が認めた資格について
一部又は全額補助

会社名 
代表者名
事業内容

従業員数
所在地

E-mail
website

有限会社　タカヤ電工舎
代表取締役　吉田　重信
総合電気設備工事・施工/一般及び自家用電気設備
受変電/自家用発電設備/火災報知器設備/電気計装設備
24名
本社/鹿角市花輪字寺ノ後37-3
TEL：0186-23-3363　FAX：0186-23-3378 
秋田営業所/秋田県秋田市保戸野桜町6-16
TEL：018-862-8036　FAX：018-862-8025
takayadenko@ink.or.jp
http://takayadenkou.co.jp/

短時間での有給休暇取得可能・育児・介護休暇取得可能

こんな人材大歓迎 !!

★元気に挨拶ができる人
★やる気がある人
★相手の立場に立って考え、
　チームワークを大切にする人
★目標を持ち意欲的に頑張れる人
※普通自動車免許（AT限定不可）
　第二種電気工事士があれば優遇

　会社設立から56年目になります。地元の皆様をはじめ官公庁様そして民間企業

様のあらゆる工事の受注をさせて戴いた事に常に感謝をし、新しい時代の分野にこ

れまでの実績やノウハウを活かしながら、さらに高度な技術を磨きこれからも前進

し続けて参りたいと思います。

　地元の若手社員も少しずつ増え、資格等に随時チャレンジして将来を担う人材に

もっともっと成長してほしいと思います。

      

      

　学生時代から物をつくることが好き
でした。
　生活に必要不可欠な電気に携わる仕
事を地元でしたいと思ったのがきっか
けです。

　仕事を通じて、自分が生まれ育った場所に貢献できることが一つの魅力だと思います。
鹿角には様々なイベントやお祭りが行われていますが、地元に居ればそういったものに参
加しやすくなると思います。

　電気工事でも日々様々な工事を行ってい
ますので、勉強することが多いのですが、ベ
テランの先輩方に学びながら頑張っていま
す。

さん阿部　大和

工事部主任
あべ やまと

豊かな町・暮らしを創る
灯りのコンサルタント



建設業

Company message

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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株式会社　田中建設
「地域に根ざし夢づくり　住みよい環境幸福づくり」

株式会社　田中建設
専務取締役 田中　亮久

たなか あきひさ

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日
福利厚生
資格・研修支援

大工
高卒　170,000円
大卒　185,000円
隔週休2日、夏季、年末年始
社会保険、退職金
フォローアップ・専門研修
公的資格取得支援制度

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社　田中建設
代表取締役　田中　教雄
総合建設業
16名
鹿角市花輪字大川添26番地
TEL：0186-22-0774
FAX：0186-22-1362
tanaken@ink.or.jp
http://www.fp-tanaken.jp/

育児・介護休暇取得可能、3歳までの短時間勤務制
有給休暇の1時間単位での取得可能

こんな人材大歓迎 !!

★元気に挨拶のできる人
★ものづくりに興味のある方
★技術取得、資格取得に意欲
　のある方

　一級建築士事務所として住宅建築・リフォームに加え、公共工事から土木工事ま

でを行う総合建設業者です。住宅部門に力を入れており、オール電化、ヒートポン

プ、ゼロエネルギーハウス等、最新技術の勉強を続けていきます。そして、より高い

技術を提供することで、地域に住まう家族の幸せづくりに貢献し続けていきます。

　「地域に根ざし夢づくり、住みよい環境幸福づくり」を企業ミッションとして、鹿

角地域の住宅着工棟数ナンバーワンの実績があります。地域の皆様に選ばれ続けた

実績からも安心して仕事をお任せいただけると思います。業界未経験者の方でも資

格を取得しながら、キャリアアップを図る人材を求めています。

インターンシップ

職場見学

OK!

Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

先輩方の声を紹介 !!
浅石　達哉さん
あさいし たつや

　高校卒業後、地元就職で4年程経験
を積み、ＦＰ工法という建築工法に魅
力を感じ、田中建設に入社しました。

　地元には家族や友人が身近にいて、慣れ親しんだ環境で暮らせます。

　大工という職業はとても大変だという印象
を持っている人が多いと思いますが、「家」づく
りは、とてもやりがいのある仕事です。

工務部　大工部門

積み重ねた実績が力になる



Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

ねいち       ひろひさ

総合
建設業

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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株式会社　タナックス
技術と信頼、そして実績

株式会社　タナックス
代表取締役 葛西　秀正   

かさい ひでまさ

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与
休　　日
福利厚生

資格・研修支援

技術者、技能者  
高卒　150，000円
年間 105日( GW・夏季・冬季休暇 含む ) 
社会保険･雇用保険･退職金･社内旅行
レクリエーション・親睦会他
フォローアップ・公的資格取得支援・報奨金・資格手当

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社　タナックス
代表取締役　葛西　秀正
総合建設業・不動産業
58名
秋田県鹿角郡小坂町小坂字五十刈５－３
TEL：0186-29-2311
FAX：0186-29-2217
y-takahashi@tanax1895.co.jp
http://www.tanax1895.co.jp

こんな人材大歓迎 !!

★元気に挨拶できる、コミュ
　ニケーションのとれる方

　公共工事を中心に堅実な経営を進めていきます。今後、公共工事が縮小されてい

く事にも対応できる様、民間工事及び、一般住宅も手掛けていきたい。

地元との共存共栄を図って地域と共に繁栄していきたい。　 

　元気に挨拶できる、コミュニケーションのとれる方

男女共に活躍出来る当社でかっこいい技術者･技能者を目指しませんか？

　高校生の時、簿記が好きだったとい
うこともあり、事務に関わる仕事に就
きたいと考えていました。取得した資
格を少しでも活かし、地元で貢献した
いと思ったのがきっかけです。

　家族や友人が傍にいる安心感や、生まれ育った自然豊かな環境で生活できることを
誇りに思います。

　私は、事務経理という形で内から支える仕事を
しています。
　直接工事に触れてはいませんが、橋や道路等公
共設備を整え、地元社会に貢献できる仕事に魅力
を感じています。

育児休暇制度 ・ 介護休暇制度 ・ 短時間勤務制度
有休休暇 (4月～翌年3月末までに必ず5日以上取得させる)
休日出勤した場合は必ずその月内で振替休暇を取得させる

本社

弘前支店
七滝活性化拠点センター
(旧七滝小学校改修 )

木村 梓央李さん
きむら しおり

総務部

か
っ
こ
い
い
技
術
者・技
能
者
に
な
れ
る

女
性
も
活
躍
で
き
る
建
設
会
社

※女性大歓迎 

今泉地区道路改良工事



Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

ねいち       ひろひさ

建設業

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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株式会社 長老森施工
お客様目線の家づくりを

株式会社　長老森施工
代表取締役   服部 　巧

はっとり たくみ

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日
福利厚生
資格・研修支援

建築士、施工管理士を取得したい人、大工
高卒　158,000円
大卒　175,000円
年間96日
花見、忘年会、焼肉会、パークゴルフ大会
受講料の1/2補助

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社　長老森施工
代表取締役  服部　巧
建設業
20名
鹿角市花輪字町端14番地1
TEL：0186-25-3331
FAX：0186-25-3355
cshome@chouro.com
http://www.chouro.com/

育児・介護休暇取得可能　　有給休暇1時間単位の取得可能

こんな人材大歓迎 !!

★技術者として誇りを
　もち、自信をもって
　事にのぞめる人

玉川　達也 さん
たまがわ たつや
建築部　現場監督

　当社は1978年に創業、住宅のリフォーム工事業から始まり、現在リフォーム工

事はもとより、注文住宅をはじめとした様々な建物の設計・施工をしております。

　昨今は住宅の省エネ・創エネ化、快適性向上、長寿命化がより重視され、さらにラ

イフスタイルの変化も住まいづくりに反映されております。ノルマや売上至上では

なくお客様目線で家づくりをするスタイルで、地元のホームドクターとしての役割

も担っています。

　人の成長は企業の成長、ひいては地域の発展につながります。失敗を恐れず挑戦

し続けることのできる人を求めています。

　以前は他の工務店で大工をして
いました。長老森施工で働く職人さ
ん達の技術力の高さを見聞きして、
「あんな職人さん達と働きたい」と
思ったのがきっかけです。

10年ほど東京で働いていたことがあります。地元に戻って感じたのは、親元の近くで暮ら
す事が、なにより一番の親孝行だったという事でした。

　元々は大工をしていましたが、今は現場監督
をさせて頂いています。会社では現場で働く職
人の方たち、それを支える設計や管理、事務、営
業などいろんな働き方ができます。
やってみると大工、監督どちらもやりがいのあ
る面白い仕事でした。きっとやりがいのある仕
事がこの会社にはあります。

インターンシップ

職場見学

OK!

暮
ら
し
の
笑
顔
を
守
る

地
元
の
ホ
ー
ム
ド
ク
タ
ー



Q.入社のきっかけ・会社の魅力

Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

かづので働がねが？

情報通信

インターンシップ

職場見学

OK!

Company message

TCSが求める人物像は

　「明朗であり明るいこと」

　「素直であること」

　「感謝ができること」

この３つだけです。学歴には特にこだわって

いません。

　企業の存在意義は利益の創造ではなく人の

幸せの創造です。

　それに賛同してくれる人だけがTCSの社員

として残っています。

　これから来る人も、それに賛同して頂けた

ら非常に楽しく働けると思います。

先輩方の声を紹介 !!

鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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東光コンピュータ・サービス 株式会社
高度の専門化と高度の総合化で繁栄のシステムを創造する

東光コンピュータ・サービス　株式会社
代表取締役社長 藤盛　公之

ふじもり きみゆき

企業概要 採用情報
募集職種

給　　与
休　　日

福利厚生

資格・研修支援

システムエンジニア、ウェブデザイナー、
営業職
大卒　188,000円
土（会社カレンダー）・日・祝、夏季休暇
年末年始・特別休暇　年間120日
各種社会保険、親睦会行事、財形貯蓄制度、
退職年金制度、各種慶弔金
全社員を対象に研修費全額支給
資格手当支給

会社名 
代表者名
事業内容

従業員数
所在地

E-mail
website

東光コンピュータ・サービス　株式会社
代表取締役社長　藤盛　公之
コンピューター関連機器販売、業務システムの設計・開発・取付保守
自社パッケージ（森林組合向け、健診施設向け）の開発・販売
70名
鹿角営業所/鹿角市花輪字扇ノ間76-2
TEL：0186-31-1030　FAX：0186-31-1031
本社/大館市御成町4丁目8-74
TEL：0186-49-2944　FAX：0186-49-2576
hasebe@tcs.tokogrp.co.jp
https://www.tcs.tokogrp.co.jp/ 育児・介護休業有　ノー残業デーやサテライトオフィスでの仕事が可能

　

こんな人材大歓迎 !!

★友達を多く持ち、
　新しい考えを持ち
　行動できる人

★業務を最適化する、オリジナルパッケージの開発　★LAN・WAN・インターネットの構築
★オリジナルシステムの構築　★IT講習・委託講習　★IT教室開催

コンピューターを通して
人の幸せを創造する仕事

高校時代、プログラミングに興味を持ち、プログラマの育成をしている

短大に入学し、今年の3月に卒業しました。TCSに入社したきっかけ

は、企業訪問した際に職場の雰囲気が明るかった事と、社長の仕事に対

する熱意が伝わり自分も「この会社で働きたい」と感じたからです。

社員の皆が優しいため 、コミュニケーションが取りやすく、自信をもって仕事に

向き合えることと、地方にありながらシステムに関わる働きができることです。ま

た、地域行事に参加する機会があるため、地域の役に立っていると感じられること

も魅力の1つだと思います。

上司、先輩や同僚のほとんどが地元出身の為、不安が少なく前向きに仕事ができることだと思います。

さん

公共ソリューション課

木村　春哉
きむら しゅんや



Q.入社のきっかけ

　仙台で行われた合同会社説明会の製造
業のブースでここを紹介されて面接を受
けてみました。

Q.会社の魅力

　工場なので実際に作っている場所が見
られるし、大学が工学科だったので、学
生時代に学んだ事をそのまま今の仕事に
生かす事ができています。

Q.地元就職の魅力

　出身が青森県八戸市で大学は秋田大学だった
ので、就職場所も東北という考えがありました。
　ですが、地域の就職先を紹介している所が少
なく、丁度説明会があってこの会社に出会う事
ができました。大学で鹿角の企業さんとの交流
があり、鹿角という土地は知っていたので抵抗
なく来ることができました。仕事をする上で目
標や目的がしっかりしているとやりやすくなり
ます。何をするにしても自分の中での基準が重要になってくると思います。

製造業

インターンシップ

職場見学

OK!

Company message

　創業68年を迎えた当社は、100年企業を目指し日々新しいモノづくりを追及して

います。

　職人技と最新技術の融合、その先にあるオンリーワンのモノづくりが私たちの目標

です。向上心と柔軟な発想力を持った若い力が、それを加速してくれることを期待し

ています。

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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十和田精密工業  株式会社  秋田工場
時代に呼応するモノづくりを 

十和田精密工業　株式会社
須藤　彰宏
すどう あきひろ

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日
福利厚生
資格・研修支援

技術員
高卒 149,000円
大卒 189,000円
週休2日・夏季休暇・年末年始
社会保険・退職金制度あり（勤続3年以上）
新入社員研修・資格取得支援制度

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

十和田精密工業  株式会社　秋田工場
代表取締役社長　須藤　彰宏
精密板金加工業
92名
鹿角市十和田末広字向川原30-1
TEL：0186-35-2251
FAX：0186-35-2254
recruit@showa-gp.com
https://showa-gp.com/

一斉有給消化（年６日）

こんな人材大歓迎 !!

★技術員：元気で前向きな方

　

代表取締役社長

三河　貴寛さん
みかわ たかひろ

技術部　技術課
設計開発グループ 

スーパーコンピュータ、ATM、医療機器など幅広い業界向けの部品、設計、加工、組立。
最新鋭の機器を使いこなすチカラと、ハンドメイドの匠の技が共存する世界。

精密板金加工のプロフェッショナル集団

チームワークでオンリーワンのモノづくり



Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

ねいち       ひろひさ

卸売業

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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ハタリキ  株式会社
快適な暮らしのパートナー

ハタリキ　株式会社
代表取締役 畠山　佑介

はたけやま ゆうすけ

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日
福利厚生
資格・研修支援

総合職
高卒　155,000円
大卒　170,000円
第2,4土曜日、日曜日、祝日、夏季、年末年始
社会保険、退職金制度
公的専門資格取得制度、メーカー研修制度
ジョブサポーター制度

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

ハタリキ　株式会社
代表取締役　畠山　佑介
LPガス・灯油の販売、住宅設備機器の販売、上下水道・空調設備工事
30名
鹿角市十和田錦木字向谷地9-1
TEL：0186-35-2121
FAX：0186-35-3900
lpg@hatariki.co.jp
http://www.hatariki.co.jp 育児・介護休暇取得可能、有給休暇の1時間単位での取得

こんな人材大歓迎 !!

★素直で、まじめで、元気な方

工藤　恭平　　さん
くどう きょうへい

　私たちハタリキは、ＬＰガスのお届けを中心に、地域の皆様のより良い生活環境

をつくるため、きめ細かな新しいサービスを展開しています。最近では、ウォータ

ーサーバー事業など新しい分野にも積極的にチャレンジしています。

　10年後、皆さんが会社や地域社会の中心となって活躍しているはずです。失敗

を恐れず「素直で、まじめで、元気な人材」私たちが目材している「チームハタリキ」

です。

　何か自分に技術を身につけたいと思っ
ていたところ、LPガスや水道工事など手
掛けていることを知り、自分でも身につ
けたと思ったのがきっかけです。

　生まれ育った大好きな地域で、その地域に寄り添い、地域にお住いの方々の役に立つ
事ができるのが魅力だと思います。

　ガス、水道だけでなく、様々な技術を
身につけることができます。また、資格
取得に対して積極的に応援してくれま
す。地域に密着していることも魅力です。

インターンシップ

職場見学

OK!

十和田販売所

～ ずっと走ろう。ハタリキと走ろう。～



Q.入社のきっかけ
　祖母が認知症でその介護を目の前で見て
きたので、福祉の仕事につきたいと思い、福
祉の大学に行きました。就職するにあたって
親からの勧めもあり、鹿角市内では大きい企
業で、地元の力になりたいと思い花輪ふくし
会を選びました。

Q.地元就職の魅力
　県外などに比べて環境に慣れているので、気持ちの戸惑いがなく楽です。
　また、祖母が認知症になったことで親も苦労をしたので、地元にいることで少しでも支えになれることです。
　冬だと特に県外からはすぐに駆けつけてあげられないので、家族に何かあった時にすぐにかけつけられる距離が一番いいと思います。

介護業

インターンシップ

職場見学

OK!

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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花輪ふくし会社会福祉法人
笑顔とありがとうの心で地域福祉を創造します

社会福祉法人  花輪ふくし会
理事長 松浦　　勉

まつうら 　　　  つとむ

企業概要 採用情報

募集職種
給　　与

休　　日
福利厚生
資格・研修支援

会社名 
代表者名
事業内容

従業員数
所在地

E-mail
website

社会福祉法人  花輪ふくし会
理事長　松浦　勉
高齢者福祉（介護老人福祉施設、養護老人ホーム、介護保険居宅介護事業所）
障害者福祉（障害者支援施設、グループホーム、就労活動、日中活動支援等）　
児童福祉（障害児入所施設、放課後デイ等）
697名
鹿角市花輪字案内63番地1
TEL：0186-22-4000
FAX：0186-22-4141
info@hanawafukushikai.jp
http://a-hanawafukushikai.jp/index.php 育児・介護看護休暇取得促進・年次休暇取得促進・時間外業務の軽減等

こんな人材大歓迎 !!

★高齢者や障害者等に笑顔で
　やさしく接することができ
　仕事には積極的に意欲を
　もってチャレンジする方

　

介護員、生活支援員
高卒  176,500円
大卒  187,500円
週休2日　年間休日数109日
社会保険、退職金制度加入、法人レク助成
キャリアパスに沿った階層別研修・介護職員初任者研修
介護福祉士実務者研修・ケアマネージャーバックアップ研修
介護福祉士バックアップ研修・介護技術研修等

Q.会社の魅力

れ
さ
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人
法

　最初は鹿角苑で障がい者支援をしていて、戸惑
いはありましたが、やっていくうちにコミュニ
ケーションも取れるようになって利用者さんと接
するのが楽しかったです。
　また、職員に対する研修や福利厚生が充実して
いるほか、法人からの助成金で、普段接することが
少ない他施設のスタッフとトレッキングや食事会
などで交流を図る事ができるところが魅力です。

黒沢　創さん
くろさわ つくる
法人本部　総務課

　当法人は、高齢者福祉、障がい児福祉、障がい者福祉など幅広い事業に「笑顔とありがと
うの心で地域福祉を創造します」という理念のもと積極的に取り組んでおります。
　私は、利用者様及び利用家族の皆様の満足度を高めるため一種のサービス業と捉えてお
り、花輪ふくし会を利用してよかったと言っていただけるように取り組んでおります。
　そのためには、花輪ふくし会の財産である職員の働きやすい環境作りのために、福利厚
生制度を充実しており、有給休暇、育児・介護休業などが積極的に取れる体制が整備され
ております。また、仕事における達成感を味わえる環境作りのため階層別研修及び職種別・
業務別研修を年間通じて行っております。さらには介護職員初任者研修及び介護福祉士を
取得するための実務者研修を法人内で実施しております。
　令和2年度は、研修をさらに充実させるため研修担当を1名増員し、2名体制で行ってま
いります。
　利用者様、地域のために私たちと一緒になって、花輪ふくし会で活躍してくれることを
期待しております。



Q.入社のきっかけ

Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

建助事業
WEB・映像
自社メディア

インターンシップ

職場見学

OK!

Company message

先輩方の声を紹介 !!

かづので働がねが？鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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株式会社 ファストコム
社員の「やりたい！」と、社会の「ほしい！」を、両思いにする。

株式会社 ファストコム
代表取締役社長 小林　栄治

こばやし えいじ

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与
休　　日
福利厚生
資格・研修支援

事務職
135,000～ 160,000円
週休2日・祝日・夏季・年末年始
社会保険完備
入社時研修

会社名 
代表者名
事業内容

従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社  ファストコム
代表取締役社長　小林　栄治
建助事業（建築現場トータルサポート）、WEB事業、映像事業
自社メディア事業（ニッポン手仕事図鑑、スコップ）等
53名

jinji@fastcom.co.jp
https://fastcom.co.jp/

育児休暇取得可能、有給休暇（法定通り）

こんな人材大歓迎 !!

★エクセルの基本操作が
　できる方
★チームワークを大切に
　できる方
★新しいサービスや事業な
　ど「こんなことをしたい」
　と自分の夢を語れる方

さん
やなぎさわ こうし

建助事業部
鹿角テレワーク課  主任

建築業界の「黒子」として、建
築会社様やハウスメーカー様
の建築現場で発生する短期駐
車場手配や現場事務所の手配
などの様々な課題を総合企画
会社としての視点から、トー
タルでサポートを行うサービ
スです。

建助とは？
けんすけ
建築現場の助っ人

鹿角オフィス/鹿角市花輪字下中島33-1 まちなかオフィスB
TEL：0186-22-6071　FAX：0186-22-6072
本社/東京都中央区日本橋人形町2-14-10
アーバンネット日本橋ビル１階
TEL：03-6661-9260　FAX：03-6661-9261

　当社は“仕事は、何をするかではない。誰とするか
だ”という思いを大切にし、全国で幅広い事業を展開
するユニークな会社です。
　鹿角では2017年のオフィス開設以来、求人＆ロー
カルメディア『スコップ』の運営や、ＷＥＢ人材の育成
講座の開催など、鹿角と共に成長してきました。
あなたも一緒に鹿角を盛り立てていく仲間になりま
せんか？ 

　求職活動中、職場見学でお話を伺ったり、ウェブサイトを見たりしたところ、色んな事業を抱えて
いて、とにかく楽しそう、面白そうな会社だなと感じました。前職では、教員一筋でしたが、視野を広
げて色んな業種に触れる機会が多そうだということで志望しました。

　弊社の「社員のやりたいと社会のほしいを両思いにする」という理念のとおり、自分がやりたいこと
を形にしていける会社であることです。私は教職経験から、十和田高校の1授業で講師の経験もさせて
いただきました。最終的には教育現場の助っ人のような事業をおこせたら面白いと考えていて、そうい
う考えを、先輩方や社長も含めて応援してくださる体制をもっているところが魅力だなと思います。

　住み慣れたまちで暮らす安心感、子育てを支えてくれる家族が側にいる、豊かな自然、熱く盛り上がる夏祭りなど魅力にあふれてい
ると思います。まだ知らない魅力も沢山あります！「スコップ」のように掘り下げて発見していきたいです！

やりたいことがカタチにできる。
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株式会社　茅茹荘
旬彩の宿 ホテル茅茹荘

株式会社　茅茹荘
代表取締役 柳舘　清典

やなぎだて きよのり

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与
休　　日
福利厚生
資格・研修支援

調理スタッフ、接客スタッフ　
高卒　140,000円
会社シフトによる
社会保険完備
資格取得奨励金制度

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社　茅茹荘
代表取締役　柳舘　清典
宿泊業
19名
鹿角市花輪字下中島１１２
TEL：0186-23-3126
FAX：0186-22-1044
boujosouyoyaku@ink.or.jp
http://www.boujosou.co.jp 育児・介護休暇等取得可能

こんな人材大歓迎 !!

★コミュニケーションが
　好きな方

　当館は、昭和36年に、この鹿角花輪駅前で創業し、変わりゆく時代背景のなか、これ
まで、地域の皆様へ食を通じて、慶び、お別れ、語らいの場を提供させていただいてまい
りました。
　150名収容のバンケットホールを含めた、6つのご宴会スペースと35名収容の宿泊
施設を様々なシーンに合わせてご提供させていただいております。
　最近では、エレベーターの新設、浴室のバリアフリー化などの人にやさしい宿への取
り組みが認められ、秋田県バリアフリー大賞を受賞いたしております。
　ホテルでの仕事はさまざまなお客様と接します。その中で、人への思いやり、心づか
い等、様々なスキルや人間性が磨かれます。「人が好き、地域が好き」という人材をお待
ちしております。

　福岡から移住してきて「せっかくなら経験した事が
ない職種で新しいことに挑戦してみたいけど、鹿角市
の事を全く知らない」と面接の際に伝えると、「移住者
だから気付くことがある。分からないのをプラスに変
えて接客に生かせる」と行ってもらえた事が自分の中
の不安が無くなり、入社のきっかけになりました。

　鹿角に就職して間もないですが、よく思うのが「人との繋がりを実感できる」です。前職でも人との繋がり
は大切にしてきたものの”広く浅く”の状態でした。今は、お客様や社員、仕入れ先の方でもプライベートで
会ってあいさつができるぐらい”狭く深く”を実感でき、人との繋がりが大切だと思わせてくれるのも、鹿角
に就職する魅力だと思います。

　「和やかな雰囲気」だと思います。フロント、
接客係、客室係、厨房それぞれ別々のチーム
ではなく一つのチームとして、社長を含め、
みんながアイデアや意見を言えるアット
ホームな社内の雰囲気が一番の魅力です。

インターンシップ

職場見学

OK!

苗代沢　勇貴　
なしろざわ ゆうき

接客 さん

接客スタッフ

★お料理でお客様を喜ば
　せたいという気持ちを
　お持ちの方

調理スタッフ

人にやさしく、地域にやさしく

ぼう    じょ   そう
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株式会社  ホテル鹿角
寛ぎと安らぎの宿

株式会社　ホテル鹿角
斎藤　勝仁
さいとう かつひと

企業概要 採用情報
募集職種

給　　与
休　　日
福利厚生
資格・研修支援

フロントスタッフ、サービススタッフ
調理スタッフ
高卒　157,300円　大卒　162,700円
年間96日、他特別休暇
社会保険、退職金、社員寮、社員食堂、割引制度
公的資格取得支援制度

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社　ホテル鹿角
代表取締役社長　斎藤　勝仁
宿泊業、ブライダル、レストラン、各種催事
82名
鹿角市十和田大湯字中谷地5-1
TEL：0186-30-4111
FAX：0186-37-4000
anbo@h-kazuno.co.jp
http://www.h-kazuno.co.jp/

育児・介護休暇取得可能
子どもが3歳までの短時間勤務制

こんな人材大歓迎 !!

★責任感を持って仕事に取り組める方

（サービススタッフ）
★明るく元気な方

（フロントスタッフ）
★会話のキャッチボールができる方

（調理スタッフ）
★技能取得に向け自発的に行動できる方

代表取締役社長

「出会い」が自分の成長になる

国際色豊かなホテル

　十和田湖や八幡平の豊かな自然に囲まれ、大湯環状列石や花輪ばやしなどの観光資源

に恵まれた鹿角の魅力を発信すると共に地域の皆様が楽しく集うコミュニティホテル

でありつづけます。

　様々な出会いのあるホテルでの接客は自己のスキルアップに繋がります。

　おもてなしをするのが好きでチャレンジ精神を持った人材をお待ちしています。

　様々な年代の方たちと会話することに
よって、視野が広がり、幅広い年齢層で人間
関係を築いていけるところです。
　先輩方とコミュニケーションがとりやす
いので、仕事も易しく教えてもらえます。

　フロントの仕事は複雑で難しい事も多々あ
りますが、すごくやりがいのある仕事です。
　良い事も、悪い事も、全て自分のスキルアッ
プになるように、日々向上心を持って業務に
あたっています。

　通勤距離が短い事。以前、片道１時間かけて通ったこともあったため、自宅から
近い距離に会社があることに魅力を感じました。
　それに伴い、家族と過ごす時間が増えた事、これも地元就職の大きな魅力です。

Q.入社のきっかけ

Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

　私は就職を決めたときからホテル業に就きた
いと思っていました。中でも弊社は、宿泊だけで
なく、宴会や披露宴などで多く使われているため
たくさんの経験ができると思い、入社しました。

県外や国外の方に喜んでいただける温泉は地元
の方々にも喜んでいただいており、日帰りの入
浴だけでも毎日たくさんの方に来ていただいて
います。また、レストランも営業しているので宿
泊のみのホテルのイメージとは一味違うので毎
日たくさんの経験ができます。

　自分が生まれ育った秋田県を県外、国外の方にアピールすることが１番の恩返し
だと思っています。鹿角は十和田湖や尾去沢鉱山など歴史を感じられる観光スポッ
トがたくさんあります。

営業部宿泊課フロント

中村　七彩
なかむら ななせ

さん

営業部宿泊課フロント

宮野　みらいさん
みやの
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株式会社  目時興業
プチ　グローバル化

株式会社　目時興業
代表取締役 目時　嘉紀

めとき よしのり

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与
休　　日

福利厚生
資格・研修支援

技術職
高卒　186,400円
会社の指定日他、年末年始、
夏季、ＧＷ
社会保険、退職金共済制度
業務に必要な資格の取得費用
全額補填

会社名 
代表者名
事業内容

従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社　目時興業
代表取締役　目時嘉紀
鳶工事（足場仮設、鉄骨建方、機械・プラント工事、重量物移設据付他）
土木工事（道路、河川、橋、水道施設などの整備改修工事他、外構造成工事等）
34名
鹿角郡小坂町小坂字岩ノ下113番地
TEL：0186-29-5281
FAX：0186-22-7020
asaishi@metokikougyou.jp
http://metokikougyou.jp/

こんな人材
大歓迎 !!

★各、現場に柔軟に対応できる

　対応力。技術力を目指す方。

瀬川　滉 さん
せがわ こう

　キツイ、キケン、人の嫌がる仕事にはニーズはあります。少子高齢化から人口減少
ㇸと進んでいく中で、若者に人気のない建設業は、今後さらに職人の高齢化、職人不
足が進んでいきます。外国人実習生を採用して人手不足を解消し、実習生と苦楽を共
にし人種差別をなくするキッカケになれば良いなと思っております。近い未来、実習
生が母国に帰り起業する姿を夢見、少しでも手助けが出来ればと思っております。世
の中に取り残された感のある建設業ですが、まだチャンスがあるのではと模索して
おります。
　他分野でロボット化が進む中、人にしかできない仕事に生きがいを感じ、共に社会
に貢献したいと思っています。
　物を作ることが好きな方、体を動かすのが好きな方、大歓迎です。

　学生の頃に職種について調べる機会
が有り、建設業、鳶職という業種を知り
ました。会社見学をした際に、先輩たち
の楽しそうに働いている姿を見て入社
を決めました。

　まずは自宅から通勤しやすいです。地元での仕事も多い為、地元に貢献できていると思い
ます。将来的には家族、親に寄り添い支える一人前の男になります。

　1人1人の個性が強く、面白い先輩が多いと
思います。（笑）
　全体的には年齢層が若いのですぐに溶け込
む事が出来ました。
　仕事も優しく、時に厳しくメリハリをつけ
て教えてくれます。日々楽しく働いています。

インターンシップ

職場見学

OK!

工事部

鳶工事のスペシャリスト  ～人の心に残る仕事～
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八重樫建設株式会社
地域と共に生きる総合建設業

八重樫建設　株式会社
代表取締役 畠山　和彦

はたけやま かずひこ

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日
福利厚生
資格・研修支援

土木技術者
高卒　160,000円
大卒　180,000円
現場手当　月額１０，０００円支給 
会社カレンダーによる年間105日
社会保険、退職金制度、温泉施設
会社で認めた資格試験の費用は
全額会社負担
資格技能手当月額1,000円支給

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

八重樫建設　株式会社
代表取締役社長　畠山　和彦
土木、建築、舗装、管、電気、造園、水道施設、解体
47名
鹿角市十和田大湯字荒瀬12番地の2
TEL：0186-37-2045
FAX：0186-37-4113
yaegashi@yaegashi.co.jp
http://www.yaegashi.co.jp/ 育児・介護休暇有　3歳までの短時間勤務有

こんな人材
大歓迎 !!

★謙虚であること

★意欲を持って物事に取組むこと

★失敗してもへこたれないこと

　我が社は土木建設を軸に100年近く事業を継続しております。地域貢献を最優先

に安心できる構築物を提供するため全社員で邁進しているところであります。近年

は天候不順により自然災害が多く発生しており、復旧作業に敏速に対応出来るよう

人員確保に努めて行きたいと思っております。

　土木建設も最先端技術を取り入れるようになって来ておりますので、いろいろな

物に興味を持って頂きたいと思います。

　子供の頃から土木工事に興
味があり地元の建設関係の会
社に就職したいと思っていた
ところ、たまたま当社の社員の
方と知り合いになり土木の色
々なことを教えてもらった事
がきっかけです。

　生まれ育った地元に何か役立ちたいと
いう気持ちがあり、仕事を通してそれが
実現できるのが魅力だと思います。

　会社全体の雰囲気が明るいことと、社
員同士の仲が良いことが大きな魅力だと
思います。

インターンシップ

職場見学

OK!

西村　翼　　さん
にしむら つばさ

工務部

地域への貢献が実感できる職場

花輪スキー場スモールヒル

八幡平発電所
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建設業
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OK!
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株式会社  柳沢建設
地域と共に未来を

株式会社  柳沢建設
柳沢　義生
やなぎさわ よしき

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日

福利厚生

資格・研修支援

現場監督員　作業員兼重機オペレーター
高　卒　170,000円
大卒等　185,000～ 210,000円
日曜、隔週土曜、GW、夏季、年末年始
（当社カレンダーによる）
各種社会保険、退職金制度、健康診断
安全大会など各種慰労会、社員旅行（3年ごと）
新人研修・安全教育など
会社が認めた各種資格取得経費全額助成

会社名 
代表者名
事業内容

従業員数
所在地

website

株式会社  柳沢建設
代表取締役社長　柳沢　義生
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、管工事業、
舗装工事業、造園工事業、水道施設工事業、解体工事業
48名
鹿角市十和田大湯字川原ノ湯15-10
TEL：0186-37-2129
FAX：0186-37-3468
https://yanagi-k.co.jp/

メールでのお問い合わせはこちらのQRコードから→ 育児・介護休暇取得可能

こんな人材
大歓迎 !!

★明るく健康で体力に自信
　のある方

★途中であきらめずに、
　最後まで考え抜き仕事を
　やり遂げる方

代表取締役社長

若手が多く、風通しの良い社風の総合建設会社

さん安保　竜矢

土木部　工事担当
あんぼ たつや

　父親の影響で建設業に興味があ
り、進路を決める際に父親に相談
したところ、㈱柳沢建設を紹介さ
れました。その後、職場見学や合同
会社説明会などでどのような会社
かを知り、高校卒業後入社させて
いただきました。

　自分は普通科高校卒で専門的な知識がなかったのですが、幅
広い年代の方々と一緒に仕事をすることで知らないことを教え
てもらったり、新しいことが出来るようになったり、日々自分の
成長を感じることができます。また仕事に必要な資格や免許を
積極的に取らせてもらえます。そして何より、自分が携わった現
場が完成して地図に載るというのが一番の魅力だと思います。

　地元に新しいものを作り、地元に貢献できるところだと思います。また親元の近くに住み、
親孝行できるところも魅力の一つだと思います。

　当社は「地域と共に未来を」をモットーに、鹿角地域を主な基盤とする総合建設業

です。土木・建築・舗装・産廃処理・除雪など公共インフラから民間工事、災害対

応まで地域に必要な生活基盤の整備や生活に密着するさまざまな構造物をつくっ

ています。

　大正2年の創業以来、「和を以て貴しとなす」を企業理念に協和・協調を大切に、地

域未来の発展の為に活動して参りました。しかし少子高齢化・人口減少の中、建設

業の担い手確保・育成は早めに解決すべき大切な課題です。最新のICT技術の導入

で生産性の向上を図り、働く人の待遇・現場の安全性向上を目指しています。　　

　まわりと協力しながら行動し、夢を持って失敗を恐れずに挑戦し、最後まで考え

抜き仕事をやり遂げる若い力が必要です！私たちと一緒に働いてみませんか。



Q.入社のきっかけ

Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

ねいち       ひろひさ

かづので働がねが？

一般機械
器具製造業

インターンシップ

職場見学

OK!

Company message

先輩方の声を紹介 !!

鹿角地域地元就職応援情報誌｜　

Company
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株式会社 柳澤鉄工所
技術で地域開発に貢献する

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日
福利厚生
資格・研修支援

技術系・事務系
高卒　155,000円
大卒　195,000円
年間94日、GW、夏季休暇、年末年始
就業規則・退職金・社会保険等有
新入社員研修、特別教育、技能講習、その他研修費用等会社負担
業務に資する会社が認めた資格について、取得費用の全額または一部負担

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数

所在地

E-mail
website

株式会社  柳澤鉄工所
代表取締役　柳澤　隆次
各種試錐用ロッド、ケーシング機器製造、鋼構造物工事、
各種産業機械機器製造、建築物の施工及び工事監理
54名
鹿角市花輪字六月田28
TEL：0186-23-2233
FAX：0186-23-2244
info@yana.co.jp
http://www.yana.co.jp/

育児・介護休暇取得可能

鉄を通して
地域産業を支える

こんな人材
大歓迎 !!

★何事にも積極的に

　取り組める方

　私達の会社は大正10年創業以来90余年、鉄で地域開発に貢献させていただきな
がら、その間に蓄積してきた技術とノウハウを十二分に活かし、各種産業部品の製造、
ボーリング用ロッド・ケーシング・ストレーナーの加工、プラント製作等を主体に
手掛けています。
　仕事の内容から、技術のみの採用と勘違いされることがありますが、学生時代の専
攻に関係なく活躍している社員がたくさんいます。
　自ら目標を掲げ、その実現に向けて挑戦できることが、当社の求める人材として重
要な資質となります。挑戦はリスクを伴うものです。壁にぶつかることもあるでしょ
う。困難も待ち受けているに違いありません。そんな時、逃げずに立ち向かう姿勢と
やり遂げようという強い意志、そして周囲を引き込む熱意を持った人材が、当社の求
める人材像です。

　家族を支えたい、地元に貢献したいという思いがきっかけで地元就
職を決めました。

　地元就職は、他の会社で働く仲間との情報交換や支え合うことができ、また、家族や
友人がいることは心強く、初心を忘れすに仕事のモチベーションアップに努めていき
たいと思っています。

　取引先に対応した時の、他の社員さんの対応がすごいと思うことがあり、この会社
の魅力だと思います。

株式会社　柳澤鉄工所
専務取締役 柳澤　康隆

やなぎさわ やすたか

2021年に
創業100年を
迎えます

さん畠山　奈々

総務部　総務課
はたけやま なな



Q.入社のきっかけ
Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

警備業

Company message

先輩方の声を紹介 !!
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ユーアイ警備保障  株式会社
都市環境を創造するエコロジックカンパニー

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日
福利厚生

資格・研修支援

警備職、セキュリティ工事スタッフ
高　卒　143,000円
大卒等　157,200円
週休2日制
各種社会保険、退職金制度
年数回のレクリエーション行事
フォローアップ、専門研修、
公的資格取得支援制度

会社名 
代表者名
事業内容
従業員数
所在地

E-mail
website

ユーアイ警備保障　株式会社
代表取締役　小畑　悟
警備業全般
360名
鹿角営業所/鹿角市花輪字中花輪120-1
TEL：0186-30-1521　FAX：0186-30-1523
本社/秋田市山王二丁目1-54
TEL：018-867-1002　FAX：018-867-1005
yuai.sp@cello.ocn.ne.jp
http://www.yuai-sp.co.jp/ 育児・介護休暇取得可能

有給休暇の1時間単位での取得可能

こんな人材
大歓迎 !!

★チャレンジ精神が
　旺盛な方

★何事にも一生懸命に
　取り組める方

ユーアイ警備保障　株式会社
小畑　悟
おばた さとる

代表取締役

さん小林　隆志

機械警備担当
こばやし たかし

　警備業は、一般市民の日常における安全を守る、社
会に貢献できる職業で、やりがいがかんじられます。
　交通誘導警備、機械警備、施設警備など、自分に合っ
た仕事を見つける事が出来る職場です。

　住み慣れた環境で安心して仕事ができます。

　ハローワークから福利厚生
がしっかりしていて、新しい事
に挑戦しようと思い応募しま
した。

　当社の企業理念は「社会貢献」です。

　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をサポートするなど多岐に

わたりますが、共通しているのは「社会の安全」や「人々の安心」を考え、サポートすることであります。そして、警備業務を

通じて社会に貢献したいと考えております。多岐にわたる業務をスムーズにスピーディーに達成するために、新しい警備

システムの開発、機械システムの開発への取り組みもわが社の大事な仕事であります。

　人材は企業の財産であり「企業は人なり」という考えの下、想像力とチャレンジ精神旺盛な人材を確保し、育成していく

ことが経営の柱です。

「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。

警備業務を通じて社会に貢献する企業



Q.入社のきっかけ Q.会社の魅力

Q.地元就職の魅力

建設業

Company message

先輩方の声を紹介 !!
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株式会社　米村組
未来に創造

株式会社　米村組
代表取締役 米村　茂

よねむら しげる

企業概要 採用情報
募集職種
給　　与

休　　日

福利厚生
資格・研修支援

現場監督員、重機オペレーター
高卒　150,000円
大卒　180,000円
日曜、隔週土曜、ＧＷ、夏季、年末年始
（当社カレンダーによる）
社会保険、厚生年金、退職金制度、健康診断
建設業関連の資格取得補助あり

会社名 
代表者名
事業内容

従業員数
所在地

E-mail
website

株式会社　米村組
代表取締役　米村　茂
土木工事業、建築工事業、とび・土工事業、石工事業、電気工事業、
管工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、防水工事業、
造園工事業、水道施設工事業
32名
鹿角市尾去沢字山根20-3
TEL：0186-23-2330
FAX：0186-23-2376
yonemuragumi@ink.or.jp
http://www.ink.or.jp/̃yonemuragumi/ 育児・介護休暇取得可能、有給休暇あり

こんな人材
大歓迎 !!

★チーム力を大事に働き

　決断力のある人

内田　貴行　　さん
うちだ たかゆき

　当社は昭和18年創業以来、地域の総合建設業として鹿角地方を主軸に、幅広い分

野で事業を行っております。「信用第一」「堅実経営」を信条に、地域から認められ、地

域から求められる企業として発展出来る企業を目指し、今後も地域貢献と社員の幸

福を追求し、安全第一をモットーに夢と形を後世に残せる仕事をして参ります。

　地域の発展に貢献し、お客様に笑顔になってもらえるように、社員一同仕事に取

り組んでいます。幅広い分野の中で、若い人が大いに能力を発揮し、やりがいを感じ

てもらえるようにサポートします。チャレンジ精神があり、アイディア豊かな人、大

歓迎です。

　元々は鹿角市外で他業種の仕事をしていまし
た。慣れない土地でのストレスと仕事の多忙も
あって地元に戻ってくる決心をしました。前か
ら建設業、ものづくりに興味があったので挑戦
してみたいと思ったのが入社のきっかけです。

　安心感があります。新しい地域で仕事、生活等のストレス等がない分、仕事に集
中できます。あと、空気がきれいです。

　社長を含め、若い人が多い会社なので
考え方が柔軟で行動力のある会社です。
　大変な時もありますが、上司の皆さん
も優しくフォローしてくれるので、ミス
を恐れずにチャレンジできる会社です。

現場監督

地域に認められ、夢と形を後世に残す仕事を
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ｅ－ラーニングで働くときに知って
おきたいルールを学べるサイト

今日から使える労働法

秋田県で働きたい人のための
就活情報サイト

Kocch Ake! こっちゃ、け！

学生の皆様・学校卒業後おおむね３年以内の方へ



学生・保護者の方へ

地元就職応援情報誌

かづので働がねが？

～鹿角でも「できる」「みつかる」「つかみとる」～
　皆様は「就職」という今後の人生の方向性を大きく左右する選択の時期にあります。
　「地元には魅力的な企業がない」「希望の職種がない」とのイメージを持っている方も多いと思いますが、
本当にそうでしょうか。
　鹿角にある企業のほとんどは中小企業ですが、今回掲載された企業をはじめとして、国内有数の大手メー
カーとの取引を行っている事業所、福利厚生において全国初の認定を受けた事業所、海外の展示会に出展し
世界市場と取引している事業所など、鹿角の事業所であっても非常に有望な企業もたくさんあります。
　入社後の研修制度や資格取得のための支援制度も充実しており、中小企業だからこそ、大学等で学んだ専
門知識を活かし、新人でも即戦力として活躍することが「できます」。
　首都圏と鹿角とで就職した場合を比較すると、通勤時間などを考えると趣味やプライベートにさける時
間も長く、子供のころからの友人や家族がいて安心安全に暮らせる生活環境など、たくさんの魅力も「みつ
かります」。
　また、自分の発想を企画し実現しながら、事業所だけでなく地域の中核人材として明るい未来を「つかみ
とる」こともできます。
　鹿角に魅力を感じ、鹿角に移住する方が年々増加している中で、地元鹿角出身の皆様にこそ、地元企業を
見つめ直すきっかけとしていただくツールとして、この情報誌を作成しました。
　地元就職について考えてみませんか。
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