
（週刊求人情報の配置場所、時間）

フルタイム
職種・雇用形態
雇用期間

求人数
年齢 仕事の内容 必要な免許・資格・経験 賃金形態・賃金月額・就業時間

※必要な免許・資格 日給

交替制あり 就業場所 101人
(1)7時00分～16時00分
(2)12時00分～21時00分 企業全体 697人
(3)16時00分～10時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 4人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 4人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

交替制あり 就業場所 74人
(1)8時00分～16時00分
(2)16時00分～0時00分 企業全体 74人
(3)0時00分～8時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 21人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 658人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 29人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 30人

※必要な経験

ハロｰワｰク鹿角(23-2173)

１１月６日発行号(毎週金曜日発行)
　※次回発行日は１１月１３日（金）です。

◎鹿角市役所・小坂町役場のホームページからも週刊求人情報、求職活動支援講習日程表がご覧頂けます！

　　→→→　市役所・役場のホームページ内の掲載場所については、この週刊求人情報の１６ページに記載しております。

　　　　(１０月２９日～１１月４日受理分)  

ハローワーク鹿角

小坂町内

午前中庁舎駐車場側入口横の「求人情報ボックス」

市役所市民ホール、各支所、コモッセ、谷内地区市民センター、あんとらあ、
ＭＩＴプラザ、花輪図書館、十和田図書館、交流センター、いとく花輪店、
いずみの湯、かづの商工会、道の駅おおゆ、きりたんぽＦＭ

小坂町役場、七滝支所、セパーム、ゆーとりあ、みんなのお家「だんらん」

　週 刊 求 人 情 報

鹿角市内
金曜日に郵送のた
め設置時間は各施
設の事情によりま
す。(土～月曜日)

 ◎　応募要件・仕事の内容等についての詳細は、求人票や紹介窓口でご確認ください。(紙面の関係上、全内容が掲載されておりませんのでご注意ください)
 ◎　詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方（面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です）は、ハローワークの紹介窓口へご相談ください。
 ◎　フルタイム求人の賃金は月額換算額、パートタイム求人の賃金は時間給を記載しています。
 ◎　労働時間によっては記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。
 ◎　ハローワークでは随時紹介を行っていますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際にはご了承願います。
 ◎　求人条件の見直し等による「リフレッシュ求人」など、一部再掲載の求人もあります。

事業所名
所在地・就業場所

求人番号

◎11/18（水）10：00～　社会福祉法人 花輪ふくし会

◎11/24（火）10：30～　医療法人 恵愛会

休日・従業員数・
加入保険

★地元の企業のこと、知ってますか？★　会 社 説 明 会 ＆ 面 接 会（※参加するには予約が必要です）

◎11/20（金）10：30～　㈱伊徳（いとく鹿角ショッピングセンター・花輪店）

◎12/ 3（木）14：30～　秋北バス㈱

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

不問 02080- 2797301

飼育管理スタッフ
（鹿角農場）

3人

○大規模な養豚施設で消費者が望むおいしい豚肉を生産する
　お仕事です。
＊日常の主な作業は機械化されており最新の繁殖技術や飼育
　管理、技術を駆使する農場スタッフとしての仕事です
＊交配・分娩・仔豚・肉豚の養豚生産管理
※作業服貸与
※雇用期間については、１年毎の更新
　（特段の事情がない限り、原則１年毎の契約更新）

他 インターファーム　株式会社
158,240円～204,210円 その他

青森県上北郡おいらせ町松原
一丁目７３－１０２０雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

技術職（測量業務）

2人

○測量業務
・地図の作成、土地の位置、状態調査など
・国または地方公共団体の実施する基本測量、公共測量などの
　専門　的なサービスの提供
＊ワード、エクセルの他専用ソフトを使用
当社は測量業、これに加えて建設コンサルタントと補償コンサル
タントとして土木建築サービス業（建設関連業）を行っております。
各種業務遂行に必要な「測量士、測量士補」「技術士、技術士補、
ＲＣＣＭ」「補償業務管理士」等の有資格者が従事しています。

土日祝他 興建エンジニアリング　株式会社

測量士 148,200円～453,500円 毎　週

測量士補 秋田県秋田市新屋比内町８－４
５雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市
正社員 雇用・労災・健康・

厚生
必須 05010-18858201

生活支援員（とわだ
地域生活支援セン
ター） 1人

●障害者の自立に係る日常生活・日中活動の支援業務
　（生活支援員約５０名で支援しています）
・当センターのグループホーム利用者（約６９人）の日常生活支援
（日常生活全般支援、本人活動支援、余暇活動支援等）
・当センター利用者（約９５人、グループホーム・在宅）の日中
　活動支援
（養鶏飼育、きのこ・杉苗栽培、食品加工、クリーニング作業等）
・利用者送迎等普通車の運転業務
＊働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

他 社会福祉法人　花輪ふくし会
170,715円～184,709円 その他

秋田県鹿角市花輪字案内６３－
１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

漬物製造員

1人

●漬物（しそ巻き大根やしそ巻きあんず等）の製造加工に係る業務
　全般に従事していただきます
　・大根の種蒔きから収穫まで
　・塩漬け大根をカットし、染め付けまで
　・フォークリフトの運転
　・作業場の整理整頓等

木日他 あらとまい農場
フォークリフト運転技能
者

128,941円～128,941円 その他

秋田県鹿角市花輪字新斗米５０
雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2274101

重機運転手（ロー
ダー、バックホーオ
ペ） 1人

【請負業務】
●大型重機の運転業務です
　・主に小坂町の小坂製錬所内において、製錬の原料（カラミ）の
　　受入に係る作業、及び含有金属や製品等の取り扱い作業です
＊使用する重機は…
　ローダー（１．３立米級、２．０立米級、２．８立米級）
　バックホー（０．１、０．２５、０．７等）です

他 株式会社　小坂ワークス

大型特殊自動車免許 200,460円～200,460円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字尾樽部３７－２雇用期間の定めなし

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員以外 雇用・労災

不問 05080- 2275401

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

必須 05080- 2277801

◎12/ 2（水）10：30～　㈱大寿　ショートステイ大寿十和田

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

※必要な免許・資格・経験については、必須としない場合があります。

詳細については、求人票をご確認下さい。

1 



※必要な免許・資格 月給

就業場所 29人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 30人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 29人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 30人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 29人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 30人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 2人
(1)8時00分～17時20分

企業全体 47人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 8人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 286人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 4人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 300人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 4人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 300人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 15人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 48人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 10人
(1)9時30分～18時00分

企業全体 116人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 10人
(1)9時30分～18時00分

企業全体 116人

※必要な経験

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05010-18857801

測量、建設コンサル
タント、補償コンサ
ルタント【経験不問】 1人

○測量業務
　地図作成、土地の位置・状態調査等。国又は地方公共団体の
　実施する基本測量、公共測量等専門的なサービスの提供
○建設コンサルタント業務
　建設技術を中心とした開発・防災・環境保護等に関して計画・
　調査・設計業務を中心に官公庁等にコンサルティング
○補償コンサルタント
　不動産に関するコンサルタントの一つで、公共事業にあたり土地
　取得と建物移転など損失補償の算出等
※研修終了後、希望・適性を考慮し担当業務を決定

土日祝他 興建エンジニアリング　株式会社

測量士
148,200円～161,000円 毎　週

測量士補 秋田県秋田市新屋比内町８－４
５

技術職（建設コンサ
ルタント）

2人

○建設コンサルタント
・建設技術を中心とした開発、防災、環境保護等に関して、計画・
　調査・設計業務を中心に官公庁などにコンサルティング
＊ワード、エクセルの他専用ソフトを使用
当社は測量業、これに加えて建設コンサルタントと補償コンサル
タントとして土木建築サービス業（建設関連業）を行っております。
各種業務遂行に必要な「測量士、測量士補」「技術士、技術士補、
ＲＣＣＭ」「補償業務管理士」等の有資格者が従事しています。

土日祝他 興建エンジニアリング　株式会社

２級土木施工管理技士 161,000円～391,800円 毎　週

秋田県秋田市新屋比内町８－４
５雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

雇用期間の定めなし

64歳
以下

一級建築士

就業場所 秋田県鹿角市

技術職（補償コンサ
ルタント）

2人

○補償コンサルタント
・不動産に関するコンサルタント。公共事業にあたり土地取得と
　建物移転など損失補償費の算出　等
＊ワード、エクセルの他専用ソフトを使用
当社は測量業、これに加えて建設コンサルタントと補償コンサル
タントとして土木建築サービス業（建設関連業）を行っております。
各種業務遂行に必要な「測量士、測量士補」「技術士、技術士補、
ＲＣＣＭ」「補償業務管理士」等の有資格者が従事しています。

土日祝他 興建エンジニアリング　株式会社

二級建築士 161,000円～391,800円 毎　週

秋田県秋田市新屋比内町８－４
５雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

必須 05010-18859501

1人

◇建設土木資材・機械の販売、重機・コンテナハウス等のレンタル
　に係る営業業務に従事して頂きます。
◎既存の取引先を回るルート営業が主ですが、新規開拓も積極的
　に行っていただきます。
◎営業エリアは主に鹿角市郡です。
※関連会社の社員も、同じ就業場所で頑張っております。

日他 幸和機械　株式会社
170,000円～240,000円 その他

秋田県能代市浅内字横道１９－
１雇用期間の定めなし

45歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

必須 05010-18860601

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05030- 4773201

警備員（正社員）

2人

◎ＮＴＴ東日本等、通信事業社におけるメンテナンスに伴う警備
　を中心に、主にライフラインに関する保守にかかる工事の警備
　に従事していただきます
＊一般生活に直結しているインフラのメンテナンスの為安定した
　仕事量で業務を行っています。又、催事、イベントの警備を実
　施しております。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。
＊「６０歳以上歓迎求人」
　現在６０歳以上の方多数活躍しています

土日 株式会社　国際パトロール　大館
営業所140,400円～194,400円 その他

秋田県大館市泉町８－８

理容師／鹿角市
（鹿角店）

2人

理容師業務を行っていただきます
　・カット、シャンプー、顔そり
　・パーマ、ロッド巻き、ブロー、カラー等
　・ドライヤー等備品の準備や使用後の片づけ、整理
　・使用済みタオル類の洗たく
　・ロッド等器具類の洗浄など
　・フロアの清掃
※店長を目指す方の応募歓迎

他 株式会社　アクア北

理容師 280,000円～400,001円 なし

茨城県猿島郡境町長井戸７９８
－１雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

雇用期間の定めなし

18歳
～69
歳

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

不問 05020- 4430301

総合職（法人営業）
【鹿角営業所】

美容師／鹿角市
（鹿角店）

2人

美容師業務を行っていただきます
　・カット、シャンプー
　・パーマ、ロッド巻き、ブロー、カラー等
　・ドライヤー等備品の準備や使用後の片づけ、整理
　・使用済みタオル類の洗濯
　・ロッド等器具類の洗浄
　・フロアの清掃など
※店長を目指す方の応募歓迎

他 株式会社　アクア北

理容師 250,000円～350,000円 なし

茨城県猿島郡境町長井戸７９８
－１雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 08050- 5372501

工場スタッフ（鹿角
市）【就職氷河期世
代限定求人】 2人

○自動車リサイクルを主とした総合金属リサイクル業です。
従事していただくのは、
　・買取してきた自動車の解体作業（溶断、溶接）
　・オイル、燃料、エアバック、フロンガスの適正処理業務
　・フォークリフトを使用した社内搬送や自動車解体
　　（海外輸出・金属としてのリサイクルの為）
　・重機オペレーター
　・貿易部門（コンテナに車輌を積込して海外輸出）
　上記の各部署でお持ちの資格・免許や希望を確認した上で適正
　の部署へ配属となります。

日祝他 株式会社　リーテックス
アーク溶接技能者（基
本級）

165,000円～220,000円 その他

フォークリフト運転技能
者

秋田県秋田市下浜桂根字浜田
８５－８雇用期間の定めなし

35歳
～54
歳

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 08050- 5411501

営業スタッフ（県北
地域）

3人

○営業活動における各業務を担当していただきます。
　・新車販売及び顧客に対するアフターサービス
　・自動車保険の販売
　・車検、点検、車両の引取、納車
　・その他付随する業務
＊車両の引取、納車時に積載車（中型自動車）を運転する場合が
　あります。
＊営業用燃料支給（ガソリンカード）
＊働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

月他 秋田三菱自動車販売　株式会
社８トン限定中型自動車免

許
160,000円～186,600円 その他

秋田県秋田市川元開和町４－１
７雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05010-18652801

サービススタッフ
【自動車整備士】
（県北地域） 3人

○サービス（整備）活動における各業務を担当していただきます。
　・車両の整備、点検、修理
　・整備車両の引取、納車
　・その他付随する業務
＊車両の引取、納車時に積載車（中型自動車）を運転する場合が
　あります。
＊働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

月他 秋田三菱自動車販売　株式会
社二級自動車整備士 157,000円～202,500円 その他

８トン限定中型自動車免
許

秋田県秋田市川元開和町４－１
７雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

必須 05010-18739101

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

必須 05010-18743001

2 



※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 6人
(1)9時30分～18時00分

企業全体 116人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 1人
(1)8時00分～17時20分

企業全体 47人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 50人

企業全体 300人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 10人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 117人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 21人
(1)8時30分～17時35分

企業全体 48人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

交替制あり 就業場所 22人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 22人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 116人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 153人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 5人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 116人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 41人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 46人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 0人
(1)8時30分～18時00分

企業全体 0人

※必要な経験

営業事務【鹿角店】

1人

〇鹿角店にて、下記の業務に従事していただきます。
【主な担当業務】
　・事務業務（書類作成、ＤＭ作成、ＯＡ入力、損保取扱い）
　・受付接客（店頭対応、電話応対、簡単な商品説明）
　・営業・整備スタッフのサポートを中心に定期的に銀行等へも
　　行きます。（社有車使用）
＊増員の為の募集です。
＊働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

月他 秋田三菱自動車販売　株式会
社151,300円～164,800円 その他

秋田県秋田市川元開和町４－１
７雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

重機整備員【鹿角
営業所】

1人

◇重機（バックホウ・ローダー等）及び土木建設機械（コンパク
　ター・ランマー等）の整備・点検及び入出庫作業に従事して頂き
　ます。

日他 幸和リース　株式会社
２級建設機械整備技能
士

160,000円～210,000円 その他

秋田県能代市浅内字横道１９－
１雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05010-18745601

大型バス運転士
【花輪営業所】

1人

◆路線バスの運転業務に従事していただきます。
※採用後、半年間は試用期間。半年経過した時点で当社規定に
　より正社員への登用となります　　　　　　　　　　　　
◎男性及び女性の方も活躍できる仕事です
※大型二種免許のない方は、内定後、先に免許の取得をして
　いただきます（教習所の費用の全額を会社が負担します）
　詳細は面接時に説明いたします
○働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

他 秋北バス　株式会社

大型自動車第二種免許 160,000円～220,000円 その他

秋田県大館市御成町一丁目１１
番２５号雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

あれば尚可 05020- 4419401

高規格道路の維持
作業員

5人

◆高規格道路の現場において、維持作業に従事していただきます
　＊パトロール・草刈・道路補修・除雪補助などの業務
　＊現場は北秋田市、大館市、小坂町等です
　　　（移動時は社用車使用）
【Ａターン者応募歓迎いたします】

土日他 秋田土建株式会社　本店

移動式クレーン運転士 172,800円～216,000円 毎　週

玉掛技能者 秋田県北秋田市米内沢字倉ノ
沢出口５－１雇用期間の定めなし

59歳
以下

大型自動車免許

就業場所 秋田県鹿角小坂町

正社員 又は6時30分～19時00
分の間の7時間

雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05030- 4652201

製品開発、技術研
究、製造工程管理

1人

●製品開発、技術研究、製造工程管理業務に従事して
　いただきます
　・製品開発：製品の効果や目的に応じた研究による製品開発
　・技術研究：将来的に進歩発展するための技術等の研究
　・製造工程管理：製品製造における安定化や効率化、改善等
　　　　　　　　　　　　を図るための工程管理
＊作業時に着用する作業服等は一式貸与します

土日祝他 新化食品株式会社　花輪工場
175,000円～205,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字大曲４２－
１雇用期間の定めなし

50歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05031- 1897501

介護支援専門員

1人

●在宅で生活されている方のケアマネジメント業務です
　・介護に係る相談業務
　・要介護認定の申請代行
　・居宅サービス計画書の作成
　・各事業所、関係機関との連携調整　等
＊訪問には、事業所車両の自動車（ＡＴ車、ＭＴ車）を使用します

他 医療法人翠峰会
介護支援専門員（ケア
マネージャー）

206,000円～236,000円 その他

秋田県鹿角市八幡平字小山５０
番地雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2149001

解体作業員（運転
手・重機オペを含
む） 5人

●解体作業に係わる作業
　（一般住宅からビル・プラントまであらゆる解体・撤去工事
　　をしています）
　・解体に係る技術作業
　・解体した建物の資材等の分別、片付け作業
　・解体して出た廃材等の運搬作業
　・リサイクル部門において、リサイクル製品等の回収分別
●自動車解体に係わる作業
　・廃自動車の解体作業、中古部品の入出庫管理
※必要な資格取得については、費用を会社にて全額負担します

日他 株式会社　現代

大型自動車免許 160,300円～229,000円 その他

車両系建設機械（解体
用）運転技能者

秋田県鹿角郡小坂町荒谷字手
紙沢５４－６３雇用期間の定めなし

55歳
以下

フォークリフト運転技能
者

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

不問 05080- 2150901

自動車整備・板金
塗装

1人

●一般自動車の整備及び板金塗装に係る業務
　・板金加工及び塗装作業
　・新車、中古車の整備作業
　・お客様の自動車の引取り及び納車、洗車及び車内清掃等
　・部品及び工具等の整理整頓、工場内の清掃
＊設備や作業環境を見学したい方、大歓迎！
　事前にハローワークを通して、気軽にご連絡下さい。
＊当社は、整備・販売以外に、板金塗装でも業績を伸ばしている
　店舗です。板金塗装に必要な資格も取得でき、車を扱うプロと
　して、キャリアアップが可能です（資格取得支援あり）

日祝他 ＡＵＴＯ－ＢＯＤＹ阿部

三級自動車整備士 160,000円～190,000円 その他

二級自動車整備士 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下タ道１９－１０雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

不問 05080- 2152401

正社員 雇用・労災

あれば尚可 05080- 2155201

板金兼塗装工員

1人

●板金兼塗装業務、納入作業に従事していただきます
　・精密機器パネルの板金及び塗装業務
　・板金塗装製品の検査
　・板金塗装済パネル部品の梱包
　・取引業者への製品の納入作業（主に鹿角郡市）
＊社有車（ワゴン車）で納入します
＊未経験者の場合、年齢条件４０歳以下とします。
　（長期勤続によりキャリア形成を図る為）

日祝他 有限会社　リンテック
143,000円～178,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字新川原４８
－７雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

ゴミ収集助手

1人

●一般家庭ごみ収集車の助手作業に従事していただきます
（鹿角市、小坂町内の一般家庭ごみ収集車の助手作業）
　・収集箱から家庭ごみを収集する作業
　・週１回リサイクルセンターにおいて仕分等の作業
　　〔社有車（ＡＴ軽トラ、軽バス）で移動〕
　・その他、作業場の清掃等附随する業務
＊令和３年１月から勤務の正社員の募集ですが、１２月中は契約
　社員として、月１５日程度の勤務が可能な方を希望します。
　（日給額は変更なし、社会保険は、１月～加入となります）

日他 有限会社　ホクセイ
139,100円～139,100円 その他

秋田県鹿角市花輪字高沢６－１
雇用期間の定めなし

45歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2272601

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2273901

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

3 



※必要な免許・資格 時給

就業場所 21人
(1)8時00分～16時45分

企業全体 340,000人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 38人
(1)8時10分～17時05分

企業全体 55人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 38人
(1)8時10分～17時05分

企業全体 55人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

大型特殊自動車免許 変形（1年単位） 就業場所 22人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 31人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 38人
(1)8時10分～17時05分

企業全体 55人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 22人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 31人

※必要な経験

あれば尚可
※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 25人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 25人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 25人
(1)8時00分～17時30分

企業全体 25人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 54人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 54人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 48人
(1)8時00分～16時30分

企業全体 48人

※必要な経験

集配員（毛馬内）

1人

●郵便物、荷物の集配に係る業務
　・花輪郵便局担当エリアの集配作業
　　（担当エリアは毛馬内・大湯地域です）　
　・郵便物、荷物の仕分け作業
　・郵便物、荷物の集配は当郵便局の自動二輪車（原付可）を使用
　　します
　・携帯端末を使用し、荷物引受、配達時の入力作業あり
＊未経験者の方も歓迎します

他 日本郵便株式会社　郵便事業
総本部花輪郵便局原動機付自転車免許 141,288円～141,288円 その他

自動二輪車免許 秋田県鹿角市花輪字堰向４９
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

ラインコントローラー

1人

●当社工場の縫製に係わるライン作業全般の管理を担当
　・各作業が順調に流れるよう監視コントロールする業務
　　（ミシンオペレーター、アイロンオペレーター等）
　・各ラインのオペレーターを巡回し材料の補充等の作業
　・各ラインオペレーターの仕事の段取りに係る調整業務
　・その他、工場内の調整等管理業務
＊全体の流れをみて、気配りの出来る方に向いた仕事です
　（男性も活躍しています）

日祝他 株式会社　サッシュ
136,858円～152,064円 その他

秋田県鹿角市八幡平字大里下
モ川原１１９－１雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2157001

パタンナー

1人

●洋服のデザイン画を元に、実際の洋服にするための型紙を作る
　作業です　
　・洋服に仕立てるため、縫いしろやダーツ（つまみ）等を入れた
　　型紙を製図する作業
　　（ＣＡＤによるグレーテイングと型入れ作業）
　・デザイン画で見えない角度を計算して補ったり、
　　デザインのイメージ通りに着心地を想像して製図する作業
　　（パターン作成、またはＣＡＤ操作可能な方）

日祝他 株式会社　サッシュ
136,858円～136,858円 その他

秋田県鹿角市八幡平字大里下
モ川原１１９－１雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2158301

重機オペレーター

1人

●建設土木工事に伴う建設重機オペレーター業務に従事して
　いただきます
　・建設工事、土木工事、管工事等各種工事現場での重機に
　　よるオペレーター業務
　・重機は、油圧ショベル（ユンボ、バックホー、パワー
　　ショベル）やブルドーザーです

日他 株式会社　村木組

大型自動車免許 186,300円～207,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字小坂２６－
４雇用期間の定めなし

62歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

必須 05080- 2159601

縫製工兼アイロン工
（本社工場）【トライ
アル雇用求人】 1人

●縫製工兼アイロン工として業務に従事していただきます
　・ミシン縫製作業
　　部分工程の流れ作業です（担当部分は適性による）
　・アイロン作業
　・縫製に関する各種作業（芯はり作業等）
　・その他工場内雑務（清掃、片付け等）
＊レディース用パンツ、スカートを製造しています
＊縫製業未経験の方には丁寧に指導します
　（応募歓迎します）

日祝他 株式会社　サッシュ
136,858円～136,858円 その他

秋田県鹿角市八幡平字大里下
モ川原１１９－１雇用期間の定めなし

49歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

必須 05080- 2160401

現場作業担当（土
木、舗装、設備）

1人

●各種土木工事、舗装、設備に係る現場作業業務に従事して
　いただきます
　・土砂の掘削作業、草刈り、根切り、埋め戻し等の作業
　・コンクリートの流し込み、Ｕ字溝、土管の設置、埋設
　　アスファルト舗装、コンクリート舗装等の作業
　・２ｔダンプの運転業務
　・重機（ユンボ）の運転業務

日他 株式会社　村木組
８トン限定中型自動車免
許

165,000円～198,000円 その他

車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者

秋田県鹿角市花輪字小坂２６－
４雇用期間の定めなし

62歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2161701

土木作業員

2人

●土木工事業務に従事していただきます
　・土木工事の現場作業
　　（主に道路工事、法面工事、舗装工事等）
　・大型、特殊車両（ローダー・ローラー等）のオペレータ業務
　・その他、付随する雑工事作業

日他 小坂建設　株式会社

大型自動車免許 170,040円～180,940円 その他

大型特殊自動車免許 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
前田４－４雇用期間の定めなし

40歳
以下

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健康・
厚生 05080- 2163201

土木・建築施工管
理技士

2人

●土木・建築工事業務に係る施工管理業務
　・土木、建築工事等に係る費用の積算及び実施計画について
　・土木、建築工事の施工管理の計画検討や工程管理に係る業務
　・工事施工に伴う品質管理及び原価管理に係る業務
　・官公庁へ提出する書類の作成と提出等

日他 小坂建設　株式会社

２級土木施工管理技士 219,000円～317,000円 その他

２級建築施工管理技士 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
前田４－４雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

不問 05080- 2165001

土木施工管理技士

1人

●建設土木工事施工の工程調整、工期設定、工事経費の積算等
　を検討し計画する業務
　・建設土木工事に関する設計
　・工事の施工管理、工事の検査等
　・工事作業の手順、段取り、また資材や機械等の手配
以上の技術的業務に従事します
＊働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

日他 株式会社　石川組

２級土木施工管理技士 180,000円～250,000円 その他

１級土木施工管理技士 秋田県鹿角市十和田大湯字中
田１－３雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

不問 05080- 2166301

建設作業員兼重機
オペレーター（除雪
オペレーター含） 1人

●土木工事・建築工事の作業、工事車両・重機、除雪車の運転に
　係る業務に従事していただきます
　・土木及び建築工事現場においての作業
　・工事車両の運転業務等
　（小型中型トラック、小型中型大型ダンプカー及び重機、除雪
　　ドーザー等）
＊作業現場は、主に道路工事、河川工事、圃場工事等です
＊資格取得の場合、費用は会社で一部助成します
＊経験の無い方（見習い希望）応募可です
（経験の無い方はキャリア形成を図る為年齢５０歳以下とします）

日他 株式会社　柳沢建設

２級土木施工管理技士 200,100円～276,000円 その他

大型自動車免許 秋田県鹿角市十和田大湯字川
原ノ湯１５－１０雇用期間の定めなし

64歳
以下

大型特殊自動車免許

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

あれば尚可 05080- 2167601

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

あれば尚可 05080- 2168901

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

4 



※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 48人
(1)8時00分～16時30分

企業全体 48人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

変形（1年単位） 就業場所 14人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～16時30分 企業全体 15人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 7人
(1)8時00分～16時30分

企業全体 7人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 28人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 28人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 4人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 4人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 20人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 26人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 20人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 26人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 54人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 60人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 40人

(1)8時20分～17時10分
企業全体 45人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 13人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 13人

※必要な経験

現場監督員

1人

●土木・建築工事における現場監督の業務に従事していただき
　ます
　・土木・建築工事現場において、土木・建築施工
　　状況管理に係る業務
　・諸官庁等へ提出する各種書類の作成
　　（パソコン操作において作成する）
　・工事現場等の移動は社用車を使用します
＊経験の無い方（見習い希望）応募可です！（経験の無い
　方はキャリア形成を図るため年齢４５歳以下とします）

日他 株式会社　柳沢建設

１級土木施工管理技士 237,000円～307,000円 その他

２級土木施工管理技士 秋田県鹿角市十和田大湯字川
原ノ湯１５－１０雇用期間の定めなし

64歳
以下

１級建築施工管理技士

就業場所 秋田県鹿角市

管工事施工管理技
士

1人

●水道事業に係る工事施工の管理業務
　・水道工事に係る費用の積算、実施計画書の作成
　・工事の施工管理の計画検討、工程管理業務
　・工事の施工に伴う品質管理、原価管理業務
　・官公庁等へ提出する書類の作成と提出等
　・社有車を運転する場合があります

日他 株式会社　コステ－鹿角
２級管工事施工管理技
士

173,250円～231,000円 その他

１級管工事施工管理技
士

秋田県鹿角市花輪字葉ノ木谷
地９９雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

あれば尚可 05080- 2169101

土木作業員兼重機
オペレーター（見習
い可） 1人

●土木工事の作業、工事車両・重機、除雪車の運転に係る業務に
　従事していただきます
　・土木工事現場においての土木作業
　・工事車両、重機（バックホー、ホイールローダ等）の
　　運転業務等
＊経験のない方（見習い希望）応募可です
　（経験のない方は、長期勤続によるキャリア形成を図る
　　観点から５０歳以下をとします）

日他 有限会社　成賢組

大型自動車免許 200,100円～276,000円 その他

大型特殊自動車免許 秋田県鹿角市十和田岡田字上
前田９２雇用期間の定めなし

64歳
以下

２級土木施工管理技士

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2171201

総合職（燃料販売）

1人

●販売所における業務全般に従事していただきます
　・得意先等のＬＰガスの顧客訪問
　・ガス器具の安全点検サービス
　・ガス器具の販売及び器具の取り扱い説明等
　・ガスを利用する設備工事（配管、設備工事等）
　・ＬＰガスの検針業務
　・灯油の販売
　（業務は社有車使用）
＊資格取得のための費用は会社で全額負担します！

日祝他 ハタリキ　株式会社
高圧ガス販売主任者
（第２種）

155,000円～230,000円 その他

液化石油ガス設備士 秋田県鹿角市十和田錦木字向
谷地９－１雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2172501

家具・建具製造工

1人

●家具及び建具等の製造に係る業務に従事していただきます
　・工場において家具、建具の製作と加工作業
　　（家具、戸、襖、障子等木製家具の製作、木材の切断、加工、
　　　組み立て、塗装、金具の取付等）
　・製作した家具、建具等を建築現場へ運搬し、現場での取付作業
＊家具、建具、資材等の運搬には社有車を使用していただきます
※短期間（１～２ヶ月）勤務希望の方、相談可！

日他 有限会社　清藤木工所
138,600円～161,700円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字中
前田５４－４雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

不問 05080- 2173001

土木施工管理技士

1人

●建築土木の設計図書に基づき、着工から完成までの工事全体の
　流れを把握し、工事現場において監督指揮を行う業務に従事して
　いただきます
　・土木工事の施工管理の計画検討業務
　・土木工事の作業工程管理業務
　・品質管理及び資材管理、原価管理等の業務、工事の安全管理
　　及び労務管理等の業務
＊働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

日祝他 株式会社　小板橋建設

２級土木施工管理技士 181,000円～285,000円 その他

１級土木施工管理技士 秋田県鹿角市花輪字寺ノ後７
雇用期間の定めなし

65歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

必須 05080- 2174301

建築施工管理技士

1人

●建設工事の設計書に基づき、完了までの工事全体の流れを把握
　し、工事現場において監督指揮を行う業務に従事していただき
　ます
　・建設工事の施工管理の検討
　・建設工事の作業工程管理業務
　・品質管理、資材管理、原価管理業務
　・安全管理、労務管理等
＊働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

日祝他 株式会社　小板橋建設

２級建築施工管理技士 202,000円～290,000円 その他

二級建築士 秋田県鹿角市花輪字寺ノ後７
雇用期間の定めなし

65歳
以下

１級建築施工管理技士

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

必須 05080- 2175601

溶接工

1人

●溶接を主とした担当業務に従事していただきます
　・アーク溶接及び半自動溶接の作業
　・各プラント製作に伴う溶接の作業
　・配管工事、タンクの製作、架台製作、プラントの補修等
　・材質はステンレス及び鉄が主となっています
＊Ａターンの方で経験者歓迎します
＊車で通勤可能な方を希望します
＊働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

日祝他 株式会社　柳澤鉄工所
150,000円～235,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字六月田２８
雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

必須 05080- 2176901

ミシンオペレーター

2人

●当社で主にミシンによる縫製作業に従事していただきます
　・パーツづくり（例：ポケットのふた等）
　・組み立て（各パーツを縫製し服の形にする）
＊お仕事の内容や手順は、作業前にひとつひとつベテランスタッフ
　が説明いたします！
＊季節によって仕事量の変化が多い職場です。時期によって完成
　品の検査、簡単な仕上げ作業、完成品の袋入れや梱包作業等
　お手伝いいただくこともあります。ミシンの作業だけではなく縫製
　全般に関わっていただける職場です！
＊経験者は歓迎いたします！子育てや介護などでしばらく
　お仕事を離れていた方もお待ちしております！

日祝他 昭和第一産業株式会社　尾去
沢工場132,709円～132,709円 その他

秋田県鹿角市尾去沢字新山２３

雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形・その他

あれば尚可 05080- 2177101

現場施工管理

1人

●建設工事現場における施工管理業務の担当
　・主として公共工事関係の施工管理、道路工事、側溝工事
　　河川工事等です
　・提出書類作成（パソコンを使用）

日他 有限会社　田中工務店

２級土木施工管理技士 210,000円～280,000円 その他

１級土木施工管理技士 秋田県鹿角市花輪字八正寺２５
－３１雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2179701

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

あれば尚可 05080- 2183601
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※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 28人

企業全体 28人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 256人

(1)8時30分～17時30分

(2)17時00分～9時00分 企業全体 256人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

変形（1年単位） 就業場所 3人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 3人
大型自動車免許

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

変形（1年単位） 就業場所 20人
(1)7時30分～17時00分
(2)7時30分～16時30分 企業全体 23人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

変形（1年単位） 就業場所 20人
(1)7時30分～17時00分
(2)7時30分～16時30分 企業全体 23人

※必要な経験

必須

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 45人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 47人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 11人

企業全体 11人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 19人
(1)7時50分～17時00分

企業全体 19人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 35人
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分 企業全体 35人
(3)11時00分～20時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 19人
(1)7時50分～17時00分

企業全体 19人

※必要な経験

車両系建設機械（解体
用）運転技能者

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

保育士

1人

●保育業務全般に従事していただきます
　・管理運営する保育園で乳幼児（８０名）の保育業務
　・乳幼児に基本的な生活習慣を身に付けさせる
　　（食事、睡眠、着替え、排泄等）
　・遊びを通じて心身の健やかな発達をサポートする
　・保護者に対する報告、子育てに対するアドバイス、サポートを
　　行う等
　・その他、保育関係に付随する業務・授乳やオムツ取り換え等の
　　保育業務
＊契約期間は、年度毎更新です

日祝他 株式会社　わんぱくはうす

保育士
145,000円～145,000円 その他

小学校教諭免許（専修・
１種・２種）

秋田県鹿角市花輪字上花輪６９
－３雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問

幼稚園教諭免許（専修・
１種・２種）

就業場所 秋田県鹿角市

看護師（正社員）

1人

●当病院での看護師に係る一般業務
　（入院患者病棟の業務）
　・入院患者に対する医師の診療補助、患者の検温、投薬、
　　注射等医師から指示された処置を行う業務　　　
　（外来患者の対応業務）
　・来院患者に対しての予診、医師の診療補助、診療後の
　　指示による処置等を行う業務
＊当病院では６５歳以上の方も勤務しております！
　（６５歳以上の方の場合１年契約の臨時職員となります）
　夜勤が出来ない等の相談にも対応可能です
　興味のある方は、どうぞ応募下さい（※別途求人公開中）

他 医療法人楽山会　大湯リハビリ
温泉病院

看護師
254,200円～297,000円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字湯
の岱１６－２雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 又は7時30分～19時00
分の間の8時間

雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2184901

重機オペおよび機
械操作

1人

●重機運転業務及び機械操作に従事していただきます
　・廃材の仕分け移動、機械への配給業務
　　（バックホー、ローダーの重機運転）
　・廃材を木質チップにする機械の操作
　・運搬トラックへの木質チップの積込
　・大型自動免許ある場合（１０ｔトラック使用）
　　木質チップの運搬業務（秋田市、能代市等）
＊６０歳以上の方は、１年毎更新の契約社員となります

日他 有限会社　セイキ
173,250円～196,350円 その他

秋田県鹿角市花輪字妻の神３９
－２雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2185101

土木施工管理（現
場監督）

1人

●土木工事に係る施工管理業務に従事していただきます
　・土木工事に係る施工計画作成、工程表作成、品質管理、原価
　　管理
　・官公庁へ提出する書類の作成および提出等
　・現場における工程管理、作業指導及び監督、安全管理
　・作業手順、資材、機械の手配に関する業務
＊工事現場は主に鹿角地域ですが、受注工事によっては隣県等
　への出張（日帰り）もあります
＊資格、経験が無い方でも、気軽にご相談下さい

日他 株式会社　環美

２級土木施工管理技士 184,800円～231,000円 その他

１級土木施工管理技士 秋田県鹿角市花輪字妻ノ神３９
―１雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2186401

重機オペレーター

1人

●建設土木工事に伴う建設重機のオペレーター業務
　・建設工事、土木工事、管工事等各工事現場での、重機による
　　オペレーター業務
　・重機の安全点検と洗車業務
　・重機は、油圧ショベル（ユンボ、バックホー、パワーショベル）
　　やブルドーザです
　・冬期間は除雪作業業務あります
※資格を保有しない方は見習いの求人も別途公開していますので
　そちらをご覧ください。

日他 株式会社　環美
車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者

173,250円～207,900円 その他

秋田県鹿角市花輪字妻ノ神３９
―１雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2188801

車両系建設機械（解体
用）運転技能者

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

製缶及び管理技術
者（総合職）（見習
い可） 1人

●総合職として当社を担う人材として下記の主な業務に従事
※配属はご本人の意向と適性を判断し決定します
技能工：工場内で製造工程内作業、型鋼、鉄板等の組立
溶接工：工場内において建築鉄骨部品及び製缶物の溶接作業
現場管理者：製作した製品を建築現場に搬入した際の管理
技術職：各種プラント工場の製缶物、橋梁等の製作の為の図面
　　　　　　作成する。ＣＡＤを使用し、各種図面及び加工図・設計
　　　　　　図等の作成
営業職：取引先メーカー・ゼネコン等との調整、見積書作成
施工管理：工事現場で施工管理（積算、施工図の作成、安全品質
　　　　　管理、工程管理業務等）

日他 シー・アンド・シー　株式会社

２級土木施工管理技士
162,000円～380,000円 その他

２級建築施工管理技士 秋田県鹿角郡小坂町荒谷字手
紙沢５４－５雇用期間の定めなし

65歳
以下

溶接管理技術者２級

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健康・
厚生 05080- 2189201

配送兼商品ＰＲ担
当

1人

●商品の配送およびＰＲ業務に従事していただきます
　・取引先へ商品（鶏肉：ダンボール入）の配送
　（２ｔ車：県北地区、弘前市、五所川原市など）
　・取引先への商品のＰＲおよび販売業務
　・商品の仕分けおよび積込み作業
　・食肉加工業務への応援
　（食肉（鶏）のカット作業、焼き鳥用肉の串刺し作業、袋詰め作業
　　等）
＊鶏肉（ダンボール入）は、重量１２ｋｇ程度です
＊冷蔵庫・冷凍庫内での作業の場合もあります

日祝他 株式会社　宮川ブロイラ－
８トン限定中型自動車免
許

192,000円～196,800円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字初
瀬場２２－１雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2190001

建築現場管理

1人

●リフォーム建築現場の設計書に基づき、
　工事完了までの工事全体流れを把握し、工事現場において
　監督指揮を行う業務に従事していただきます
　・建築工事の施工管理の検討
　・建築工事の作業工程管理業務
　・品質管理、資材管理、原価管理業務
　・安全管理、労務管理等

日祝他 株式会社　イトウ建材店

２級建築施工管理技士 180,000円～230,000円 その他

１級建築施工管理技士 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
城ノ下７４－１０雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 又は5時00分～18時00
分の間の7時間以上

雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2191301

介護職員（グループ
ホームみさと）

1人

●「グループホームみさと」入居者への生活支援を行う業務に従事
　していただきます
　・入居者（１８名）の介護業務で認知症の方に食事、入浴介助、
　　排泄等の日常生活上必要な援助を行ないます
　・通院の同行（社用の軽自動車を使用）
＊就業時間（２）のみ希望（日勤のみ）、相談可！
＊短時間勤務９時～１７時希望、相談可！

他 有限会社　プラントス
180,920円～185,920円 その他

秋田県鹿角市花輪字寺ノ後４２
－７雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

必須 05080- 2193901

配管工員（見習い
可）

1人

●配管設備に係る工事作業
　・風呂、トイレ、台所等水廻り関係の給排水に係る配管
　　工事、修理作業等
　・上下水道の配管工事
　・その他、水周り給排水に関する配管設備工事全般
　・現場には社用車を使用します

日祝他 株式会社　イトウ建材店

３級配管技能士 184,800円～231,000円 その他

２級管工事施工管理技
士

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
城ノ下７４－１０雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2194101

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2195401
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※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 41人
(1)8時30分～17時30分
(2)16時30分～9時30分 企業全体 78人
(3)6時00分～15時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 120人
(1)7時00分～16時00分
(2)9時30分～18時30分 企業全体 121人
(3)13時00分～22時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 41人
(1)6時00分～15時00分
(2)9時00分～18時00分 企業全体 78人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 120人
(1)5時30分～14時30分
(2)9時00分～18時00分 企業全体 121人
(3)10時00分～19時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 31人
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分 企業全体 72人
(3)9時00分～18時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 31人
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分 企業全体 72人
(3)9時00分～18時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 30人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 34人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 65人
(1)8時30分～17時20分

企業全体 65人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 65人
(1)8時30分～17時20分

企業全体 65人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給
準中型自動車免許

変形（1ヶ月単位） 就業場所 12人
(1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分 企業全体 12人

※必要な経験

介護職員

1人

●施設利用者の介護に係る全般業務に従事していただきます
　・食事、入浴、排泄介助等
　・日常生活支援介護全般　　　　　　　　　　
【利用定員数】
　福永医院：１７床（医療３床、介護療養１４床）
　北の郷：２８床（介護２２床、一般６床）
　ぐるーぷほーむ・せきがみ：１８床
　ぐるーぷほーむ・こさか：９床

他 医療法人　寿光会　（福永医院、
有料老人ホーム北の郷、ぐるーぷ
ほーむ「せきがみ」・「こさか」）

介護福祉士 160,800円～200,000円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下寄熊６－９雇用期間の定めなし

18歳
～64
歳

就業場所 秋田県鹿角市

介護職員

1人

●老人介護に係る全般業務
　・当特別養護老人ホーム利用者の介護業務全般
　・施設利用者の食事、入浴、排泄の介助等に係る業務
　・利用者の送迎業務（リフト付きワゴン車運転あり）
＊採用後に配属先を決定します
＊短時間パート勤務希望の方、相談可（時給９００円）
【利用者人数】
　あかしあの郷；５０名、サンホーム大石平；６０名
　ケアハウスわかば；２２名
【ユースエール認定企業】※備考欄参照

他 社会福祉法人　小坂ふくし会

介護福祉士
161,300円～195,700円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字栗平２５－２　本部あかしあの
郷

雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形・その他

不問 05080- 2196701

栄養士または管理
栄養士

1人

●施設の栄養士業務に従事していただきます
　・献立作成（パソコン使用）
　・食材発注管理
　・入居者への栄養相談指導
　・調理、盛付、配膳
　・厨房の整理整頓、掃除作業等
＊調理は、和食を中心として福永医院１７食分を３人、
　北の郷２８食分を４人のスタッフで行ないます

他 医療法人　寿光会　（福永医院、
有料老人ホーム北の郷、ぐるーぷ
ほーむ「せきがみ」・「こさか」）栄養士 165,000円～205,000円 毎　週

管理栄養士 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下寄熊６－９雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2197801

調理員

1人

●特別養護老人ホームの調理全般
　・給食の調理、盛り付け、配膳
　・上記に付随する業務全般（食材の下ごしらえ等）
※採用後に配属先を決定します
【利用者人数】
　あかしあの郷：６０名　サンホーム大石平：６０名
　ケアハウスわかば：２２名
【ユースエール認定企業】※備考欄参照

他 社会福祉法人　小坂ふくし会

調理師 141,400円～143,400円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字栗平２５－２　本部あかしあの
郷

雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形・その他

不問 05080- 2198201

給油スタッフ

1人

●自動車の給油サービスに係る業務に従事していただきます
　・給油所おいてお客様の自動車に給油するサービス業務
　・給油に係る会計業務（レジ操作）
　・油類の配達業務
　・お客様の自動車の洗車（機械操作による）
　・自動車の軽微な整備点検、タイヤ・オイル交換・ウォッシャー
　　液注入等
　・その他、給油所施設内の雑務（清掃等）

他 株式会社　アニモ

危険物取扱者（乙種） 135,800円～209,200円 その他

秋田県鹿角市花輪字下中島１３
２雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2199501

油類配送業務ス
タッフ

1人

●お客様宅、企業等に油類の配送業務に従事していただきます
　・主に、灯油・軽油の配送になります
　・配送範囲は、各スタンドから鹿角郡市内です

他 株式会社　アニモ

危険物取扱者（乙種） 139,800円～213,200円 その他

秋田県鹿角市花輪字下中島１３
２雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2200701

現場作業員

2人

●建設現場においての足場組み立て、とび等に係る作業に従事
　していただきます
　・橋や建物等の鉄骨の組み立て作業
　・橋や建物等の建設現場の足場組み立て作業
　・資材置き場から機械等を使用しての資材運搬の補助作業
　・工事現場、資材置き場等の後片付け清掃業務
＊工事現場へは社有車のワゴンで移動します
＊県外の工事現場への出張もあります

日他 株式会社　目時興業
178,500円～396,100円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字岩
ノ下１１３雇用期間の定めなし

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2201801

生産技術（正社員）

1人

●製造部門に係る生産技術業務に従事していただきます
　・プログラム、図面作成（ＣＡＤを使用します）
　・他、付随する業務
＊繁忙時は、工場内製造部門の作業をしていただく場合があり
　ます

日他 株式会社　サンテック
145,000円～180,000円 その他

秋田県鹿角市十和田山根字上
ノ平１－４雇用期間の定めなし

40歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2202201

資材管理（正社員）

1人

●製造部門に係る資材業務に従事していただきます
　・材料及び部品の業者への手配
　（伝票等はパソコンでの入力作業となります）
　・材料及び部品の受け入れ確認　
　（受入箱重量は重い物で３０ｋｇ程度の場合もあります）
　・部品等の配膳（部品の仕分け）

日他 株式会社　サンテック
140,000円～180,000円 その他

秋田県鹿角市十和田山根字上
ノ平１－４雇用期間の定めなし

40歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

不問 05080- 2205301

鉄道工事作業員

2人

●鉄道保線工事業務に従事していただきます
　・軌道工事：枕木・レール交換等の線路の修繕
　・土木工事：沿線の土木工事
　・伐採工事：沿線の危険木の伐採、除草など
　・冬季は、踏切内の除雪や氷柱の除去
＊未経験者の場合、長期勤続によるキャリアアップの観点から
　年齢条件５５歳以下とする
　★未経験者も大歓迎です！★

日他 有限会社　湯清建設
163,800円～234,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字下中島１０
雇用期間の定めなし

18歳
～64
歳

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

不問 05080- 2206601

車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2207901
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※必要な免許・資格 日給

大型特殊自動車免許 就業場所 2人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 6人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 3人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 3人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 89人
(1)8時15分～17時10分

企業全体 101人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 89人
(1)8時15分～17時10分

企業全体 101人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 9人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 9人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 25人

(1)7時00分～16時00分

(2)9時30分～18時30分 企業全体 48人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 6人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 6人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 74人
(1)7時00分～16時00分
(2)13時00分～21時30分 企業全体 74人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 13人
(1)8時15分～17時00分

企業全体 38人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 74人
(1)8時30分～17時30分
(2)12時00分～21時00分 企業全体 74人

※必要な経験

農業機械オペレー
ター

1人

●農作業全般（主に農業機械による）に従事していただきます
　・トラクター等の農業機械によるオペレータ業務
　　（播種、収穫、出荷、運搬作業）
　・事務所において、車両等の整備等
　・他、付随する業務
＊主に蕎麦の栽培をしています

土日他 有限会社　ウイング

大型自動車免許 172,800円～259,200円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字平中４１－
２雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

自動車整備士

1人

●当工場内において自動車整備業務全般に従事していただきます
　・自動車の点検、修理、整備
　　（定期点検・故障車両等の修理・その他の一般整備業務）
　・車検業務
　・その他工場内雑務（工場内整理整頓等の日常業務）
＊整備士経験のある方は相談下さい
　（応募年齢条件緩和可）

日他 株式会社　カーテックＫＯＳＡＫＡ

三級自動車整備士 175,000円～250,000円 その他

二級自動車整備士 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字尾樽部６雇用期間の定めなし

39歳
以下

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員以外 雇用・労災

あれば尚可 05080- 2208101

製造事務員

1人

●製造に関するデータ管理、部品管理に従事します
　・パソコンを使用した業務
　　（主に設定済みのエクセルシートへの入力作業）
　・部品管理は、受発注・資材管理等
　・その他付随業務（担当部署内での片付け、清掃等）

日他 ジョイタム　株式会社
139,320円～139,320円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
南陣場３５雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2209401

組立工員

5人

●光ハーネスの組立作業に従事していただきます
　・電気、光のハーネスの組立
　・電線カット、工具での部品取付け、線をつなぐ、ネジ締め、
　　梱包の作業
　・その他組立等の付随する作業
＊主に立ち作業です
＊未経験者でも、丁寧に指導します
＊作業をスピーディーに行おうと努力する方を希望します
【受注増加による、増員募集】

日他 ジョイタム　株式会社
139,320円～139,320円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
南陣場３５雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2210201

左官工（見習い）

1人

●主にコンクリート構造の大型建造物（公共の学校や病院、マン
　ション等）の左官工事一式の業務補助に従事していただきます
　・その他、建設現場における付随する業務があります
　・工事現場は主に岩手県内、まれに青森県内や秋田県内の
　　現場があります
　（作業現場までは、途中合流を含み基本的に社有車で移動
　　します）

日他 株式会社　高田工業
184,000円～184,000円 その他

秋田県鹿角市八幡平字赤渕１９
１－１雇用期間の定めなし

18歳
～45
歳

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2211501

看護師（正・准）

1人

●当施設において看護に係る業務に従事していただきます
　・当施設を利用する方の日常の健康管理業務
　・検温、血圧測定、投薬の確認
　・食事、入浴、排泄の介助等、生活に係る援助業務
　・経管栄養に係る業務
　・施設車両の運転（乗用車）
　（通常業務としてはありませんが、緊急時等状況によってお願い
　　する場合があります）
　・その他、看護業務に付随する業務
＊現在、利用定員２９人程度に対して看護業務２人で対応して
　います

他 シニアガーデン　ゆぜ

准看護師
175,000円～200,000円 毎　週

看護師 秋田県鹿角市八幡平字湯瀬３０

雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2212001

土木作業員

1人

●一般土木工事に係る業務に従事していただきます
　・土砂の掘削、埋戻し、盛土、型枠、コンクリート
　　打込み業務等
　・その他、付随する業務

日他 有限会社　鳥谷建設
８トン限定中型自動車免
許

161,700円～173,250円 その他

秋田県鹿角市十和田岡田字中
野４３－２雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

必須 05080- 2213301

接客（フロント業務）
【トライアル雇用併
用求人】 1人

●ホテルでの接客業務に従事していただきます
　・チェックイン、チェックアウト（会計）に関する業務
　・案内業務（食事の会場や時間等）
　・売店におけるレジ業務や接客
　・お客様のお出迎え、お見送り
　・ロビー、ラウンジ等の消毒作業
　・その他、雑務等付随する業務
　　（食事会場の準備、食事の提供、食後の片付け業務の応援等）
＊Ａターン希望者歓迎
＊パート求人も別途公開しています

他 湯瀬ホテル（株式会社　せせら
ぎ宿）180,000円～250,000円 その他

秋田県鹿角市八幡平字湯瀬湯
端４３雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2214601

養豚農場作業員

1人

●当組合養豚農場内で肥育飼養管理に係る業務に従事して
　いただきます
　・養豚の交配確認作業
　・養豚の妊娠確認作業
　・養豚の分娩確認作業
　・養豚の給餌作業
　・養豚農場内の清掃
　・その他、養豚に関する作業

他 農事組合法人　八幡平養豚組
合157,300円～171,600円 その他

秋田県鹿角市八幡平字長川６０
－３雇用期間の定めなし

50歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 又は6時30分～21時30
分の間の8時間程度

雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2215901

館内施設設備管理
業務

1人

●館内の管理業務全般
　・内製による施設設備投資業務及び外部発注業務
　・館内の電気設備、ボイラー、その他の主要な機械設備の
　　維持管理
　・館内の修繕
　・備品管理
　・エアコンフィルターの管理
　・他の部門の応援業務（館内清掃、布団上げ等）
＊通勤可能で明るく元気に仕事が出来る方（未経験者可）
＊一緒に湯瀬ホテルを創り上げて行きましょう

他 湯瀬ホテル（株式会社　せせら
ぎ宿）その他の電気工事関係

資格
180,000円～250,000円 その他

秋田県鹿角市八幡平字湯瀬湯
端４３雇用期間の定めなし

50歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2216101

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2217401
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※必要な免許・資格 日給

変形（1年単位） 就業場所 10人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 10人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 8人
(1)20時00分～3時00分

企業全体 8人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

変形（1年単位） 就業場所 7人
(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～16時00分 企業全体 50人
(3)12時00分～21時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 24人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 715人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

変形（1年単位） 就業場所 15人

(1)8時30分～17時00分
企業全体 107人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 4人
(1)9時30分～18時00分

企業全体 129人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 4人
(1)9時30分～18時00分

企業全体 129人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 4人
(1)9時30分～18時00分

企業全体 129人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 29人
(1)7時00分～16時00分
(2)7時00分～12時00分 企業全体 477人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 9人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 9人

※必要な経験

造林作業員

2人

●山林の下刈り作業、土木作業業務
　・山林において、樹木等の下刈り作業
　　（草刈り機械を使用）
　・移動は当社の車両を使用（運転業務もある）
　（作業現場は鹿角地域が主ですが、日帰りで隣県の現場もあり）
＊草刈り機械は、各自持参願います
　（燃料は会社負担）

日他 有限会社　山口造林
174,800円～195,500円 その他

秋田県鹿角市八幡平字老沢３６
雇用期間の定めなし

45歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

代行運転手

1人

●運転代行車の運転業務に従事していいただきます
　・お客様の車の運転業務
　・代行料金に係る清算業務
＊運転地域は主に鹿角市、小坂町地域となりますが、大館市方面
　や八幡平市方面等の遠方への運転の場合もあります
＊パート（短時間勤務、週２～３日等）を希望の方、相談下さい！

他 ひまわり代行

普通自動車第二種免許 150,579円～152,100円 なし

秋田県鹿角市花輪字下花輪１６
２－４　柳館繁雄ビル２Ｆ雇用期間の定めなし

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2219801

接客サービス

1人

●尾去沢鉱山及び水晶山スキー場での接客サービス業務に従事
　していただきます
　・売店での接客（レジ精算等）
　・食堂での給仕、調理補助
　・施設清掃業務
　・団体客の対応

他 株式会社ゴールデン佐渡　史跡
尾去沢鉱山128,000円～147,200円 その他

秋田県鹿角市尾去沢字獅子沢
１３－５雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災

不問 05080- 2220301

営業係

2人

●事業所等の得意先を訪問して、以下の当社品目について、提案
　や日程調整から実施に至るまでのフォーロー業務に従事して
　いただきます
　・ビルメンテナンス
　・各種建物清掃及び害虫駆除
　・給食、人材派遣
　・産業廃棄物の収集運搬
　・建物等の解体工事
＊ノルマはありません
＊未経験者の場合：４５歳以下（長期勤続キャリアアップ）

土日祝他 東北ビル管財株式会社　鹿角営
業所166,400円～211,700円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字諏訪野９２
雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2221601

幹部（所長）候補

1人

●幹部（所長）候補として下記の業務に従事していただきます
　・ドライバーへの指示、配車、作業内容等の連絡調整
　・出発時、帰着時の点呼
　・営業所の安全管理、運行管理
　・荷主との交渉等
　・配送時に故障車両があった場合は現場へ行き、荷物の入替え
　　作業等あり
　・その他、上記に付随する業務（各種申請業務、集計等）
＊充実の研修、先輩スタッフのサポートあり！
　安心してスタート出来る働きやすい環境です
　（研修は、本社三戸にて行う時もあります）

他 三八五エクスプレス株式会社
鹿角営業所

大型自動車免許
168,630円～168,630円 その他

フォークリフト運転技能
者

秋田県鹿角市十和田末広字和
田２４ー７雇用期間の定めなし

59歳
以下

大型特殊自動車免許

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

あれば尚可 05080- 2222901

自動車整備士

1人

●自動車整備に係る全般業務に従事していただきます
　・故障整備、修理作業
　・車検等定期整備に係る業務
　　（エンジン、ハンドル廻り、ブレーキ系統、動力伝達、他関連
　　　各部の点検整備）
　・引取、洗車等納車に係る業務
　・顧客訪問による車検・点検の勧誘（社用車使用）
　　（パソコン操作業務あり）

火他 株式会社日産サティオ秋田　鹿
角店三級自動車整備士 166,000円～197,000円 その他

二級自動車整備士 秋田県鹿角市花輪字堰ノ口６９
－１雇用期間の定めなし

59歳
以下

自動車検査員

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

不問 05080- 2226801

営業（自動車販売
等）【正社員】

1人

●自動車の販売に関する業務に従事していただきます
　・新車及び中古車の自動車販売に係る営業活動業務
　・顧客管理等アフターフォロー
　　（車の状況把握、車検及び点検等の勧誘活動等）
　・自動車に係る損害保険の募集業務
　・パソコン操作による顧客管理業務（データーベース化等）
＊業務には私有車を借上使用していただきます
　私有車は借上契約をし借用料を支払います
　（燃料代は別途支払います）
＊営業エリアは主に鹿角地域ですが大館地域等もあります

火他 株式会社日産サティオ秋田　鹿
角店184,000円～219,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字堰ノ口６９
－１雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

必須 05080- 2227201

営業（自動車販売
等）【契約社員】

1人

●自動車の販売に関する業務に従事していただきます
　・新車及び中古車の自動車販売に係る営業活動業務
　・顧客管理等アフターフォロー
　　（車の状況把握、車検及び点検等の勧誘活動等）
　・自動車に係る損害保険の募集業務
　・パソコン操作による顧客管理業務（データーベース化等）
＊業務には私有車を借上使用していただきます
　私有車は借上契約をし借用料を支払います
　（燃料代は別途支払います）
＊営業エリアは主に鹿角地域ですが大館地域等もあります

火他 株式会社日産サティオ秋田　鹿
角店184,000円～219,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字堰ノ口６９
－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2229001

清掃員（大湯リハビ
リ温泉病院）

1人

【請負業務】
●病院の清掃業務に従事していただきます
　・大湯リハビリ温泉病院内の清掃に係る業務
　・清掃箇所は、病室４０室、トイレ、廊下、階段等
　・清掃は電気掃除機、モップ、ホーキ、タオル、洗剤等を使用し
　　行います
＊掃除は、月～土曜日までは４人で行い、日曜日・祝日は交替制
　で１人出勤し、指定された場所の清掃を行います　

他 株式会社タクト　鹿角営業所
139,040円～147,730円 その他

秋田県鹿角市花輪字志和野３６
－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2230901

土木施工管理技士

1人

●土木工事における現場施工に係る管理業務に従事して
　いただきます
　・工事現場において、施工状況の管理及び現場測量に
　　係る業務
　・工事の工程管理及び安全管理等状況把握
　・諸官庁等へ提出する各種書類の作成
　　（パソコンで作成）
＊工事現場の移動は社有車を使用します

日他 有限会社　北部地研

２級土木施工管理技士 200,000円～270,000円 その他

１級土木施工管理技士 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
上陣場４８－１雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2234801

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

必須 05080- 2236501
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※必要な免許・資格 日給

変形（1年単位） 就業場所 9人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 9人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 2人
(1)9時00分～18時00分
(2)9時00分～12時00分 企業全体 2人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 8人
(1)8時30分～17時00分
(2)8時30分～16時30分 企業全体 8人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 5人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 40人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 17人
(1)8時00分～17時30分

企業全体 22人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 20人
(1)8時00分～17時20分

企業全体 20人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 3人
(1)9時30分～18時30分
(2)8時30分～16時30分 企業全体 3人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 3人
(1)9時30分～18時30分
(2)8時30分～16時30分 企業全体 3人
(3)9時00分～13時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 29人

(1)7時50分～16時35分
企業全体 55人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 29人
(1)7時50分～16時35分

企業全体 55人

※必要な経験

土木作業員

2人

●土木建築現場での土木作業に従事していただきます
　・土木工事に伴う一般作業
　（道路工事、田園工事、河川工事等に伴う作業）
　・２ｔ、４ｔダンプ運転作業
　・オペレーター補助（資格がある場合）
　（車両系建設機械で土木作業中の整地等整備作業）

日他 有限会社　北部地研
８トン限定中型自動車免
許

179,200円～201,600円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
上陣場４８－１雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

歯科衛生士

1人

●医師の指示のもと、歯科治療のアシスタント業務に従事して
　いただきます
　・虫歯、歯周病、顎関節症、口内炎等治療のアシスタント
　・口腔衛生指導
　・ＰＭＴＣ（歯のクリーニング）
　・器具消毒、準備
　・その他、院内の清掃を含む付随する業務

日祝他 あんどう歯科医院

歯科衛生士 192,000円～192,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字八正寺７
－２雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2238301

一般事務員

1人

●一般事務業務に従事していただきます
　・受注処理業務
　　データ入力、注文票等作成、伝票整理
　（パソコン使用しての入力作業があります）
　・電話、来客応対
　・その他、附随する業務

他 有限会社　平塚果樹園
132,000円～143,000円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字箒
畑１０５－１雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

必須 05080- 2239601

ガソリンスタンドス
タッフ

1人

●給油サービスに係る業務および販売全般業務に従事して
　いただきます
　・給油、カー用品販売、車検、タイヤ・オイル・ワイパー交換、
　　ウォッシャー液注入、タイヤのチェック、洗車等のサービス
　　業務全般
　・軽油、灯油配達業務
　・来客応対、電話応対
　・会計業務（レジ操作）
　・その他、給油所施設内の雑務（清掃等）　
＊パート・アルバイト勤務相談に応じます
　別途求人公開しています／時給８００円

他 東北つばめ石油販売株式会社
十和田湖畔ＳＳ

危険物取扱者（乙種）
148,000円～200,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字休平６４－６雇用期間の定めなし

65歳
以下

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2240401

建築板金工

1人

●建築板金工事業務に従事していただきます
　・一般住宅、工場、事務所などの屋根の葺替工事
　・金属板を屋根のサイズに切断・加工し葺替を行う
　・金属板を溶接でつなぐ
　・トラック（４ｔ車）運転を使用します
＊高所での作業となります
＊東京営業所への出張業務もあります
　（１～２ヶ月程度の見込み）

日他 株式会社　キムラ鋼板
８トン限定中型自動車免
許

170,000円～250,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字柳田２０－
１雇用期間の定めなし

18歳
～64
歳

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 又は7時00分～19時00
分の間の8時間

雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2242801

住宅営業（未経験
者可）

1人

●建築営業
　一般住宅の営業活動に係る全般の業務に従事していただきます
　お客様への提案やサポート、メンテナンスを社内のスタッフと
　協力して行います。
　主に個人の注文住宅新築やリフォーム工事の企画提案営業です
　住宅展示会来場者やお問合せ頂いた方への営業活動が中心で、
　飛込み営業などの新規開拓営業はありません。
＊未経験者はキャリア形成を図る為、４０歳以下とします。
　１年間は、見習い期間として社員みんなでじっくり教えます。

他 株式会社　長老森施工
165,000円～200,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字町端１４－
１雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

必須 05080- 2243201

歯科衛生士

1人

●当クリニックにおいて下記の業務全般に従事していただきます
　・歯科医師のアシスタント
　・機材、及び薬品の準備、消毒等
　・ＰＭＴＣ業務（歯のクリーニング）
　・予防処置に係る業務
　・口腔衛生の指導
＊試用期間後正社員への登用となります

日祝 ちゃこ歯科クリニック

歯科衛生士 160,000円～180,000円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
上寄熊１５－１雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2245001

歯科助手

1人

●当クリニックの歯科診療の補助に係る業務全般に従事して
　いただきます
　・歯科医師のアシスタント（補助業務）
　・歯科診療に係る機材、薬品の準備、片付け業務
　・お客様のご案内誘導（接客等）
　・その他、歯科医師の指示による業務（付随する業務）
＊試用期間後、正社員への登用となります

木祝他 ちゃこ歯科クリニック
135,000円～145,000円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
上寄熊１５－１雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 労災・健康・厚生

不問 05080- 2246301

各種プラント設備等
の送配電線工事、
計装工事（電気系） 3人

●主にＤＯＷＡグループ関連施設における各種電気設備工事
　・受変電設備の設計・施工管理
　・プラント設備等の送配電線工事の設計・施工管理
　・プラント設備等を適切に制御するための計装工事
　・施設等の照明・冷暖房他配線工事
　・各種電気設備に関する保守・点検作業
＊屋外の作業あります
※当社は、ＤＯＷＡグループの一員である為、ＤＯＷＡグループ
　からの受注が９割以上を占めています。
　必要な資格は入社後でも取得可能（費用全額会社負担）、勉強
　会、外部講習へ参加可能です。

日祝他 秋田工営株式会社　小坂営業
所２級電気工事施工管理

技士
155,000円～263,000円 その他

第二種電気工事士 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字尾樽部６－２雇用期間の定めなし

59歳
以下

第一種電気工事士

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2247601

各種プラント設備等
の設計・施工管理
（機械系） 3人

●主にＤＯＷＡグループ関連施設において、各種プラント
　設備の設計・施工管理業務に従事します
　・機械装置の組立て、据付け工事の設計・施工管理
　・タンクの組立て、据付け工事の設計・施工管理
　・配管及びダクト等の設計・施工管理
＊屋外の作業あります
※当社は、ＤＯＷＡグループの一員である為、ＤＯＷＡグループ
　からの受注が９割以上を占めています。
　必要な資格は入社後でも取得可能（費用全額会社負担）、勉強
　会、外部講習へ参加可能です。

日祝他 秋田工営株式会社　小坂営業
所２級管工事施工管理技

士
155,000円～263,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字尾樽部６－２雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2248901

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2249101
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※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 29人
(1)7時50分～16時35分

企業全体 55人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 3人
(1)9時00分～18時00分

企業全体 3人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

交替制あり 就業場所 38人

(1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分 企業全体 697人

(3)10時00分～19時00分
※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

交替制あり 就業場所 58人
(1)7時00分～16時00分
(2)8時00分～17時00分 企業全体 697人
(3)8時30分～17時30分

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

交替制あり 就業場所 26人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時30分 企業全体 697人
(3)9時00分～18時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 25人
(1)6時00分～15時00分
(2)6時30分～15時30分 企業全体 697人
(3)8時30分～17時30分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 296人

(1)8時30分～17時00分

(2)7時00分～15時30分 企業全体 5,018人

(3)10時30分～19時00分
※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 296人
(1)8時30分～17時00分
(2)16時30分～1時00分 企業全体 5,018人
(3)0時30分～9時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 296人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 5,018人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 19人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 149人

※必要な経験

機械装置等のメン
テナンス、製作・加
工業務（機械系） 3人

●主にＤＯＷＡグループ関連施設において、各種機械装置のメンテ
　ナンス等の業務に従事します
　・機械装置の分解整備
　・部品の制作及び材料加工（製缶、溶接等）
＊屋外の作業あります
※当社は、ＤＯＷＡグループの一員である為、ＤＯＷＡグループ
　からの受注が９割以上を占めています。
　必要な資格は入社後でも取得可能（費用全額会社負担）、勉強
　会、外部講習へ参加可能です。

日祝他 秋田工営株式会社　小坂営業
所２級機械保全技能士 155,000円～263,000円 その他

溶接技能者 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字尾樽部６－２雇用期間の定めなし

59歳
以下

２級管工事施工管理技
士

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

営業

1人

●損害保険及び生命保険の契約業務全般に従事していただきます
　・各種保険の設計書や提案書の作成業務
　・新規契約及び更新、変更手続き業務
　・他、付随する業務
＊書類作成等は、当社専用のパソコンを使用していただきます
＊営業には、自家用車を使用していただきます

土日祝他 株式会社　佐藤総合保険
200,000円～200,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字下タ町２１
２－１３雇用期間の定めなし

48歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2250801

生活支援員（あす
なろ）

1人

●障がいを持つ利用者４０人に対し、本人の意志に基づき
　生活支援員２３人で暮らし全般に渡る支援をします
　・身の周りの支援（入浴、食事、トイレ）
　・利用者からの相談支援
　・利用者と共に日中活動（軽作業）を支援
　・外出の付添支援
　・利用者の通院介助
　・利用者が外出等の場合の運転業務
　　（車両は、当施設の乗用車およびワゴン車）
＊働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

他 社会福祉法人　花輪ふくし会

170,715円～184,709円 その他

秋田県鹿角市花輪字案内６３－
１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2251201

生活支援員（こさか
わいわいセンター）

1人

●施設利用者支援
　・身の周りの支援（入浴、食事、トイレ）
　・利用者からの相談支援
　・利用者と共に日中活動（軽作業）を支援
　・外出の付添支援
　・利用者の外出時、運転業務
　　（車両は、当施設の乗用車及びワゴン車）
＊働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

他 社会福祉法人　花輪ふくし会
170,715円～184,709円 その他

秋田県鹿角市花輪字案内６３－
１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2254301

介護員（デイサービ
ス）

2人

●高齢者の介護全般に係る業務
・利用者の送迎業務
・入浴や食事、排せつや移動等の介護
・介護記録の作成　他

他 社会福祉法人　花輪ふくし会
170,715円～184,709円 その他

秋田県鹿角市花輪字案内６３－
１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2255601

介護員（鹿南の郷）

1人

●当施設利用者の介護に係る業務
　（施設利用者２９人を１７人で介護していただきます）
　・食事、入浴、排泄の介護および生活支援等
　・機能訓練、レクリエーション等の介助
　・散歩等の外出の援助
　・学習療法に係る業務
＊雇用は６ヶ月更新で、６ヶ月後の賃金形態は「月給制」になり
　ます

他 社会福祉法人　花輪ふくし会
170,715円～184,709円 その他

秋田県鹿角市花輪字案内６３－
１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2256901

看護助手

1人

●環境整備・清掃：病室、看護室、休憩室、デイルーム等
　　　　　　　　　検査・処置後の物品返品・補充
　　　　　　　　　入退院患者のベッドメーキング
●患者移送介助：車椅子やストレッチャー移送等
　　　　　　　　シーツ交換や病衣交換介助と回収
●食事の援助：食事の準備後片づけ、食事介助、配膳
●清潔の援助：入浴、全身部分清拭介助、洗髪等看護ケア
●排泄の援助：おむつ交換、排泄介助、汚物処理等
●メッセンジャー業務：伝票及び書類や物品の補充、点検
＊採用後、教育研修制度あります
　経験がない方でも、安心して就労開始できます

他 かづの厚生病院

130,050円～139,995円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字向畑１８

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2257101

看護師

1人

●当病院の患者看護に係る全般業務に従事していただきます
　・外来または入院病棟における看護業務
　・医師の指示のもと診療、治療の補助等　
＊配属先は採用後検討し、決定します
　外来または病棟勤務希望がありましたら、ご相談下さい
＊短時間希望や就業日数等ご相談下さい
　（時給１，１７０円～）

他 かづの厚生病院

看護師 179,010円～253,980円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字向畑１８
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2259701

臨床工学技士

1人

●当病院において医師の指示のもと各種検査業務に従事して
　いただきます
　・透析、ＭＥ機器点検、心血管カテーテル、ペースメーカー
　　関連業務
　・その他附随する業務

土日祝他 かづの厚生病院

臨床工学技士 164,475円～272,340円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字向畑１８
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2260501

農機具整備担当

1人

●トラクターをはじめとした農業機械の整備業務全般に従事
　していただきます
　・機具の動力伝達関連等の各部分の点検
　・故障個所の分解修理、故障整備作業
　・出張修理の場合あります
　・その他、付随した業務
　　（お客様への納車や工場内の清掃整理等）

土日祝他 かづの農業協同組合

大型自動車免許 136,400円～200,000円 毎　週

大型特殊自動車免許 秋田県鹿角市花輪字下中島１０
－２５雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問

２級農業機械整備技能
士

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2261001

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生・財形・その他

必須 05080- 2262301

11 



※必要な免許・資格 月給

就業場所 19人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 149人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 151人
(1)8時30分～17時00分
(2)8時30分～12時15分 企業全体 151人
(3)16時30分～8時30分

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 151人
(1)7時00分～15時30分
(2)7時00分～11時00分 企業全体 151人
(3)11時00分～19時30分

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 25人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時00分 企業全体 151人
(3)8時30分～12時15分

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 19人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 19人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 46人
(1)8時00分～16時45分

企業全体 46人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 0人
(1)9時15分～18時15分

企業全体 600人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 0人
(1)9時00分～18時00分

企業全体 420人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 6人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 6人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 8人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 8人

※必要な経験

自動車整備担当

1人

●自動車の整備業務全般に従事していただきます
　・車両のエンジン、ハンドル回り、ブレーキ系統、動力
　　伝達関連等の各部分の点検、故障個所の分解修理等
　・定期点検整備、車検整備、故障整備作業
　・自動車納車に係る業務
　・その他、付随した業務（工場内の清掃整理等）

土日祝他 かづの農業協同組合

三級自動車整備士 170,500円～200,000円 毎　週

二級自動車整備士 秋田県鹿角市花輪字下中島１０
－２５雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

看護師または准看
護師

1人

●当病院の患者看護に係る全般業務
　・医師の指示により、患者の看護業務全般を担当
　・入院患者（医療病棟及び介護病棟）に対する看護
　　業務全般
　・医師の診療に関する補助業務
　（患者の検温、投薬、注射等、医師から指示された処置）
＊夜勤なしの勤務や短時間のパート勤務等相談に応じます
　ご相談下さい（契約社員となります）

他 医療法人恵愛会　鹿角中央病
院准看護師 204,000円～268,000円 その他

看護師 秋田県鹿角市花輪字六月田９７
雇用期間の定めなし

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生・財形・その他

必須 05080- 2263601

看護師または准看
護師（けいあい）

1人

●当施設の入所者看護に係る全般業務
　・医師の指示により、入所者の看護業務全般を担当
　・入所者に対する看護業務全般（介護業務も含む）
　・医師の診療に関する補助業務
　（患者の検温、投薬、注射等、医師から指示された処置）

他 医療法人恵愛会　鹿角中央病
院准看護師 201,000円～262,000円 その他

看護師 秋田県鹿角市花輪字六月田９７
雇用期間の定めなし

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

不問 05080- 2264901

理学・作業療法士

1人

●デイサービスセンターの機能訓練指導に従事していただきます
　・利用者の訓練内容の計画
　・利用者の訓練実施指導
　・看護師への指導など
　・記録等の入力作業

他 医療法人恵愛会　鹿角中央病
院理学療法士 212,000円～262,000円 その他

作業療法士 秋田県鹿角市花輪字六月田９７
雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

不問 05080- 2265101

1人

●建設重機クレーン車のオペレーター業務に従事して
　いただきます
　・建設業者等からのクレーン作業の受注により
　　ホイールクレーン（ラフテレーンクレーン）の
　　オペレーター業務
　（クレーン車の安全の為の通常の手入れも含む）
＊養成期間２～４年間を予定しております
　トラック（２ｔ～１０ｔ）、大型特殊自動車等各種の
　運転を経てからクレーン車研修に入ります

日他 南部建設　株式会社

大型自動車免許 150,000円～200,000円 その他

大型特殊自動車免許 秋田県鹿角郡小坂町荒谷字手
紙沢５４－１９雇用期間の定めなし

21歳
～40
歳

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

あれば尚可 05080- 2266401

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2271301

中型自動車運転手

1人

●中型トラックでの輸送業務に従事していただきます
　・食品の輸送業務
　・輸送範囲：鹿角市～県内
　　　　　　　（稀に県外もありますが、すべて日帰り業務です）
　・使用車両：４ｔウィング車
　・その他、車両の洗浄等
＊フォークリフトの資格が無い場合は、入社後の取得も可能です

日祝他 丸佐運送　合資会社

中型自動車免許 150,100円～186,500円 その他

フォークリフト運転技能
者

秋田県鹿角市花輪字上中島３５
－１

（臨）大判焼き・たこ
焼きの製造販売員
（鹿角市） 1人

○上記スーパー、ホームセンターの敷地内に、プレハブ型の店舗
　を設置して、大判焼き、たこ焼きの製造販売をして頂く仕事です。
＊毎年来てくれる方歓迎します
※人員が集まり次第、研修開始します
※勤務店舗・雇用期間についてはお問い合わせください。
※応募の際はハローワークから紹介状の交付を受けて下さい

他 株式会社　あじまん
136,857円～136,857円 その他

山形県天童市乱川３丁目６番１
号雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

雇用期間の定めなし

20歳
～50
歳

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2267701

クレーン車オペレー
ター見習い（オペ
レーター養成）

高速道路の保守・
点検　　十和田市

1人

○道路を健全な状態に維持するための点検を行っていただき、
　必要な情報を収集していただきます。

◇ハローワークの紹介状が必要です

土日祝他 株式会社アスタリスク

１級土木施工管理技士 375,000円～450,000円 毎　週

２級土木施工管理技士 愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺４
３番地　第２丸中ビル５Ｆ雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

不問 06010-17493001

ガス検針・集金・
セールス・灯油販
売 1人

●個人宅のガスの検針・灯油販売・集金及びセールス業務等に
　従事していただきます
　・ガスの検針および集金業務（社用車ＭＴ車使用）
　　ハンディーターミナルへの入力業務
　・燃料器具の販売営業及び灯油販売（社用車ＭＴ車使用）
　・集金したお金の集計業務
　・電話応対等その他付随する業務（事務所の清掃等）
＊検針業務は、毎月１０日～２０日の間に１人４００件程度回り
　ます
＊業務に必要な資格取得費用は会社で負担します

日他 鹿角石炭販売　合資会社

危険物取扱者（乙種） 160,000円～200,000円 その他

危険物取扱者（丙種） 秋田県鹿角市花輪字下花輪４３
雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 23040-13602401

事務員

1人

●事務業務全般に従事していただきます
　・電話、接客応対
　・各種文書作成、会計ソフトへ入力
　・受注、納品伝票、見積書、請求書の作成
　・銀行への出納業務
　・入金、振替伝票の起票等
　・帳簿への記載等
　・他、付随する業務
＊文書作成や会計ソフトへの入力等パソコンを使用します
＊事務業務担当者２名体制の為、指導及び分担します

日他 株式会社　角昌機械店
136,275円～180,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字中花輪１３
５雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

不問 05080- 2146801

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2147201
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※必要な免許・資格 日給

就業場所 22人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 22人

※必要な経験

パートタイム
職種・雇用形態
雇用期間

求人数
年齢 仕事の内容 必要な免許・資格・経験

賃金形態・時間額・就業時
間

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 18人

企業全体 3,154人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 86人
(1)7時30分～12時30分

企業全体 5,844人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 0人
(1)6時30分～9時30分
(2)6時30分～12時00分 企業全体 1,350人
(3)14時00分～17時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 17人

企業全体 1,350人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 22人

企業全体 1,350人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 15人

企業全体 4,179人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 5人
(1)16時40分～18時10分
(2)18時20分～19時50分 企業全体 300人
(3)20時00分～21時30分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 5人
(1)9時00分～15時00分
(2)9時00分～14時00分 企業全体 5人

※必要な経験

事業所名
所在地・就業場所

求人番号

休日・従業員数・
加入保険

デリカ【毛馬内店】
７：３０～１２：３０

1人

○惣菜加工販売業務全般
　・寿司、弁当の製造
　・揚げ物、焼き物などの製造
　・パック作業及び値付け
　・商品の品出し及び陳列
　・その他付随する業務
※土日祝日、お盆・年末年始勤務できる方

他 株式会社　ユニバース
915円～915円 その他

青森県八戸市大字長苗代字前
田８３－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 雇用・労災・健康・
厚生

不問 02020-14167701

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 1915701

運転手兼リサイクル
担当

4人

●リサイクルに伴う業務
　・収集車、アームロール車を運転し、得意先業者の産業
　　廃棄物、粗大ゴミ等の収集作業
　（得意先は、小坂製錬、エコシステム小坂、他）
　・産業廃棄物等の破砕、リサイクル品に伴う分別作業
　・車両の洗車や給油等車両の管理業務
　・作業日報の記録業務
　・その他、作業場の清掃等付随する業務
＊収集車両は４トンのトラックです
＊業務拡大の為の増員募集です

日他 有限会社　ホクセイ

中型自動車免許
169,500円～192,100円 その他

パート労働者 又は9時00分～20時10
分の間の5時間以上

労災

不問 05080- 2276701

倉庫係（パート／５
時間半）

1人

●倉庫業務を担当していただきます
　・商品の品出し
　　毎日仙台から入荷する商品を店舗に出して陳列する作業
　・商品の配送管理
　　毎日配送する商品の準備作業
　・倉庫の整理
　　入荷及び配送商品の整理整頓作業
　・商品のキャリング等
　　販売した商品をお客様の車等に運搬する作業等

他 株式会社　デンコードー　ケーズ
デンキ鹿角花輪店792円～792円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字扇ノ間９８
－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は13時00分～18時
00分の間の3時間

労災

不問 15010-32110001

（請）クリーンクルー
（鹿角市十和田）

1人

○スーパー店内をきれいにするお仕事です。
　（トイレ・ゴミ処理あり）
＊長期間勤められる方を希望します。
＊研修がありますので、未経験の方でも安心して働けます。
　Ｗワーク歓迎。
＊業務上車を使用する機会：無

他 株式会社　ニュースペース
850円～850円 毎　週

新潟県新潟市中央区山二ツ５７
６番地１１号雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は8時30分～17時00
分の間の4時間程度

雇用・労災

不問 02010-12312901

店内販売員（鹿角
毛馬内店／早中番
パート） 1人

・接客販売
・レジ操作
・品出し
・その他の関連する業務

他 株式会社　丸大サクラヰ薬局
（ハッピー・ドラッグ、ハッピー調
剤薬局）

800円～800円 その他

青森県青森市三内玉作２－７２
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は18時00分～22時
15分の間の4時間程度

雇用・労災

不問 02010-12328301

店内販売員（鹿角
花輪店／夜間パー
ト） 1人

・接客販売
・レジ操作
・品出し
・その他の関連する業務

他 株式会社　丸大サクラヰ薬局
（ハッピー・ドラッグ、ハッピー調
剤薬局）

800円～800円 その他

青森県青森市三内玉作２－７２
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は8時00分～22時15
分の間の7時間程度

雇用・労災・公災・
健康・厚生

不問 03010-20480801

ドラッグストアでの販
売（登録販売者）
【鹿角花輪地域】 1人

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃
・ＰＯＰ（値札）貼り　等
＊当社は東北６県に店舗を展開する一部上場企業です。
＊販売未経験の方も大歓迎です。
「働き方改革関連認定企業」※えるぼし認定
　※いわて働き方改革ＡＷＡＲＤ２０１８受賞

他 株式会社　薬王堂
登録販売者（一般医薬
品）

860円～860円 毎　週

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮
沢第３地割４２６番地雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 労災

不問 05010-18758801

学習塾講師（鹿角
花輪教室）

10人

○黒板を使わずに、生徒一人ひとりに合わせた個別指導を行い
　ます
＊小、中、高校生を対象に、教える教科はあなたの得意科目でＯＫ
　です。文系・理系は問いません。
＊時間・休日は相談に応じます。
＊加入保険は労働条件により異なります。
＊冬休みだけ等、短期希望の方も可
＊月１５０，０００円以上も可能です！

日他 イデアグループ（明光義塾）
1,134円～1,600円 その他

秋田県秋田市広面字長沼３‐１
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 2148501

クリーニング工場作
業員

1人

●機械プレスにて仕上げ作業に従事していただきます
　・機械プレス仕上げ作業
　・その他、梱包等の付随する作業
＊衣料品（品名等）の知識がある方歓迎します

日他 有限会社　勝山ドライサービス
800円～800円 なし

秋田県鹿角市花輪字合ノ野１４
９雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

大型自動車免許 秋田県鹿角市花輪字高沢６－１
雇用期間の定めなし

45歳
以下

車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者

就業場所 秋田県鹿角市

※必要な免許・資格・経験については、必須としない場合があります。

詳細については、求人票をご確認下さい。
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※必要な免許・資格 時給

就業場所 91人
(1)9時00分～15時55分

企業全体 136人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 108人

企業全体 108人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 100人

企業全体 116人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 38人

企業全体 55人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 23人

企業全体 44人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 40人

(1)9時00分～16時00分

(2)9時00分～15時00分 企業全体 45人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 40人

(1)9時00分～16時00分

(2)9時00分～15時00分 企業全体 45人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 4人

(1)17時00分～21時00分

(2)18時00分～22時00分 企業全体 43人

(3)19時00分～23時00分
※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 256人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 256人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 8人

(1)8時00分～13時00分

(2)13時00分～18時00分 企業全体 221人

※必要な経験

パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 2151101

金属加工（タップ）
作業員

1人

●製品のネジ穴加工の作業に従事していただきます
　・打ち抜きした金属製品に機械を使用しネジ切り作業
　　（重量物はなく重い物でも５Ｋｇ程度となります）
　・その他、付帯する作業（作業場の整理整頓等）　
＊就業時間相談可です！
　（午前中のみ、午後のみ希望等、相談下さい）
＊未経験者の方でもできる軽作業です

日祝他 十和田精密工業株式会社　秋
田工場820円～845円 その他

秋田県鹿角市十和田末広字向
川原３０ー１雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は8時30分～17時00
分の間の4時間以上

雇用・労災

不問 05080- 2153701

食肉製造労務（解
体）

1人

●食肉の製造に係る業務全般に従事していただきます
　（食肉は主に豚です）
　・食肉の解体処理等に係る作業
　・食肉の内臓処理等に係る作業
　・部分肉の加工処理等に係る作業
　・その他、付随する業務（作業場の掃除等）
＊応募前の職場見学歓迎いたします（随時）
＊就業時間・日数、気軽にご相談下さい。

他 株式会社　ミ－トランド
810円～810円 その他

秋田県鹿角市八幡平字外川原
３１－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は8時30分～17時00
分の間の5時間以上

雇用・労災

不問 05080- 2154801

養豚農場内清掃作
業員

3人

●当社養豚農場内での、肥育飼養場の清掃作業全般
　・養豚場内の清掃作業
　　担当する作業内容については、当日の作業指示による
　・その他、養豚の管理に付帯する業務
＊定年年齢（６５歳）を超えた方の雇い入れも積極的に取り組んで
　います
＊フルタイム求人別途公開中

他 有限会社　ポ－クランド
950円～950円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字台
作１－２雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

パート労働者 又は8時10分～17時05
分の間の4時間以上

雇用・労災

不問 05080- 2164501

縫製工兼アイロン工
（本社工場）

3人

●縫製工兼アイロン工として業務に従事していただきます
　・ミシン縫製作業
　　部分工程での流れ作業です（担当部分は適性による）
　・アイロン作業
　・縫製に関する各種作業（芯はり作業等）
　・その他工場内雑務（清掃、片付け）
＊レディース用パンツ、スカートを製造しています
＊縫製業未経験の方には丁寧に指導します
　（応募歓迎します）

日祝他 株式会社　サッシュ
792円～792円 その他

秋田県鹿角市八幡平字大里下
モ川原１１９－１雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は7時00分～20時00
分の間の3時間以上

雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2170801

給油業務スタッフ

2人

●ガソリンスタンドでの給油及びサービス業務に従事していただき
　ます
　・給油及び精算に関わる業務
　・車両の整備業務
　・タイヤ交換、オイル交換等の業務
　・洗車業務
　・他、付随する業務（清掃等）
＊時間帯や休日等気軽にご相談下さい！

他 株式会社　大里恒三商店

中型自動車免許 800円～900円 その他

秋田県鹿角市花輪字下花輪８２
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は8時20分～17時10
分の間の5時間程度

雇用・労災

不問 05080- 2180501

アイロン工（パート）

1人

●当社において主にアイロン作業に従事していただきます
　・組立やすくなる為のパーツ段階でのアイロンかけ作業
　・組立後に服が美しい仕上がりとなるアイロンかけ作業
＊お仕事の内容や手順は、作業前にひとつひとつベテランスタッフ
　が説明いたします！
＊季節によって仕事量の変化が多い職場です。時期によって完成
　品の検査、簡単な仕上げ作業、完成品の袋入れや梱包作業等
　お手伝いいただくこともあります。アイロン作業だけではなく縫製
　全般に関わっていただける職場です！
＊経験者は歓迎いたします！子育てや介護などでしばらくお仕事
　を離れていた方もお待ちしております！

日祝他 昭和第一産業株式会社　尾去
沢工場792円～792円 その他

秋田県鹿角市尾去沢字新山２３

雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は8時20分～17時10
分の間の5時間程度

雇用・労災

不問 05080- 2181001

ミシンオペレーター
（パート）

2人

●当社で主にミシンによる縫製作業に従事していただきます
　・パーツづくり（例：ポケットのふた等）
　・組み立て（各パーツを縫製し服の形にする）
＊お仕事の内容や手順は、作業前にひとつひとつベテランスタッフ
　が説明いたします！
＊季節によって仕事量の変化が多い職場です。時期によって完成
　品の検査、簡単な仕上げ作業、完成品の袋入れや梱包作業等
　お手伝いいただくこともあります。ミシンの作業だけではなく縫製
　全般に関わっていただける職場です！
＊経験者は歓迎いたします！子育てや介護などでしばらくお仕事
　を離れていた方もお待ちしております！

日祝他 昭和第一産業株式会社　尾去
沢工場792円～792円 その他

秋田県鹿角市尾去沢字新山２３

雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は17時00分～0時00
分の間の4時間以上

労災

あれば尚可 05080- 2182301

調理スタッフ（居酒
屋ねぷた）

2人

●当店居酒屋ねぷたにおいて調理業務全般に従事していただき
　ます
　・食材等材料の仕込み、オーダによる調理、盛付け
　・調理器具及び食器洗浄
　・調理場の清掃、整理整頓等
　・接客の補助等
　・その他、附随する業務
＊就業時間相談可
　繁忙期（金・土曜日）、勤務可能な方歓迎します
＊２２時以降勤務の場合
　１８歳以上（法令規定による）

月他 有限会社　トレンド企画

調理師
1,000円～1,125円 毎　週

秋田県鹿角市十和田岡田字下
モ谷地２６－６雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2187701

診療放射線技師

1人

●当病院の外来患者様、入院患者様、介護医療院入所者様に
　対する診療放射線業務全般に従事していただきます
　・一般撮影装置　
　・ＣＴ装置
　・Ｘ線骨密度測定
　・その他診療業務に付随する業務

日他 医療法人楽山会　大湯リハビリ
温泉病院診療放射線技師 1,100円～1,100円 なし

秋田県鹿角市十和田大湯字湯
の岱１６－２雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は8時00分～18時00
分の間の8時間程度

労災

不問 05080- 2192601

看護師

1人

●当事業団が運営する病児保育室（かづの厚生病院内）において
　病気の回復期に至っていない期間のある乳幼児・児童の看護を
　行っていただきます
【病児保育】当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に
　　　　　　至っていない期間にあり、集団保育は困難であるが、
　　　　　　医師の認めた乳幼児・児童の保育を行う
　・対象：生後８ヶ月～小学６年生まで
　・検温、服薬管理等
＊基本的に利用者２名（定員６名）に対して、看護師１名を配属
　保育士も常駐しています
＊雇用契約期間は、年度毎の更新です

土日祝他 公益財団法人　鹿角市子ども未
来事業団

准看護師
930円～930円 毎　週

看護師 秋田県鹿角市花輪字上中島９３

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市
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※必要な免許・資格 時給

就業場所 14人
(1)16時00分～21時00分

企業全体 14人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 14人
(1)13時00分～18時00分
(2)18時00分～21時00分 企業全体 14人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 10人

(1)17時00分～22時00分
企業全体 10人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 9人
(1)8時00分～16時10分
(2)7時00分～10時00分 企業全体 715人
(3)7時00分～9時30分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 28人

企業全体

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

変形（1年単位） 就業場所 16人
(1)9時00分～17時15分

企業全体 133人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 29人
(1)8時30分～15時00分

企業全体 477人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 150人
(1)8時00分～15時00分

企業全体 3,500人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 96人
(1)15時00分～19時00分

企業全体 3,500人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 1人

企業全体 1人

※必要な経験

パート労働者 労災

あれば尚可 05080- 2203501

調理補助係

1人

●料理長の指示により調理補助を担当していただきます
　・調理補助（仕込み、調理、盛り付け等）
　・レストランでの食事の提供
　・食後の後片付け
　・食器の洗浄
　・厨房の清掃等、厨房内の雑務
＊就業日数について相談可
＊お客様の状況により、勤務時間を若干変更する場合あり

他 東日本観光　株式会社（五の宮
のゆ）850円～900円 その他

秋田県鹿角市八幡平字永田１
－７雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 雇用・労災

あれば尚可 05080- 2204001

フロント係

1人

●「五の宮のゆ」におけるフロント業務全般
　・予約の受付業務（窓口及び電話等）
　・お客様のご案内
　・予約帳等への入力業務（パソコン使用）
　・入浴券の販売およびアイスクリーム等の販売業務
　・宿泊客および日帰り客の会計業務（レジの操作）

他 東日本観光　株式会社（五の宮
のゆ）800円～900円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字永田１
－７雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 2218701

販売スタッフ（１７時
～）

3人

●コンビニエンスストア全般に係る業務
　・来店者の案内及び接客業務
　・商品の発注業務
　・商品の検品、品出し、商品の補充陳列等売場の管理
　・レジによる商品の精算と袋詰、カウンターフーズの販売
　・タバコの販売、宅急便の手配、チケット販売、公共料金の
　　支払い受託業務
　・ネット販売の受け渡し業務
　・その他、店内等の清掃業務
＊土、日のみ勤務希望や就業時間等、お気軽に相談下さい！
＊学生アルバイト可　　＊制服貸与あり　＊昇給制度あり

他 セブン‐イレブン　鹿角花輪北店

800円～850円 その他

秋田県鹿角市花輪字小坂１４－
１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 2223101

清掃員（いとく鹿角
ショッピングセン
ター） 1人

【請負業務】
●いとく鹿角ショッピングセンターの清掃業務全般に従事して
　いただきます
　・店舗内の清掃作業
　・トイレの清掃作業
　・駐車場の清掃作業
＊開店前、営業中の業務となります
＊清掃に使用する機器及び用具は、床洗浄用自動洗浄機、ほうき
　タオル等です

他 東北ビル管財株式会社　鹿角営
業所792円～792円 その他

秋田県鹿角市花輪字諏訪野９２
雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は6時30分～20時15
分の間の7時間程度

雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2224401

販売管理担当

2人

●商品の販売に係る業務に従事していただきます
　・商品発注及び在庫管理に係る業務
　・品出し（重量物の運搬もあり）業務
　・商品の陳列レイアウトに関する業務
　・レジのサッカ―
　・お客様のご案内等接客業務
　・その他、店内の商品販売に関する業務
＊土曜、日曜、祝日、勤務可能な方を希望します

他 株式会社サンデー　花輪店
792円～792円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字蒼前平６２
－２雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2232401

クリーニング仕上げ
作業

1人

●リネン品の仕上げ作業に従事していただきます
　・クリーニングした後のリネン品をローラープレス機械に広げて
　　投入する作業
　・仕上げたリネン品を種類ごとにたたみ、整頓する作業
　・工場内の清掃等
＊リネン品は、近隣の各ホテルや旅館から預かってきた、
　お客様が使用した浴衣、シーツ、枕カバー、タオル等です
＊初めての方でも、丁寧に指導します
＊ＪＲ花輪線の列車時刻に合わせた就業も可能です

他 株式会社いんべリネンサプライ
八幡平支店810円～810円 その他

秋田県鹿角市八幡平字湯瀬堰
根ロ３－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は8時00分～17時00
分の間の4時間以上

雇用・労災

不問 05080- 2235201

給食調理員（大湯リ
ハビリ温泉病院）

2人

●大湯リハビリ温泉病院において、給食業務を担当します
　・厨房において、決定したメニューに基づいたレシピにより給食
　　の調理を行います
　・調理した料理の盛り付け等業務
　・盛り付けた料理を車両（配膳車）へ運搬配膳作業
　・その他、厨房内の整理清掃作業等付随する業務
＊１２人の調理員がローテーションで担当しています
＊昼食１８０食、朝夕食各１３０食程度を調理します
※平日のみの勤務も相談に応じます
※３交替制とフルタイム（日勤）求人別途公開しています

他 株式会社タクト　鹿角営業所

調理師 850円～850円 その他

秋田県鹿角市花輪字志和野３６
－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2237001

惣菜・寿司部門（６
時間／パートナー
社員） 1人

●惣菜品、寿司の販売に係る業務に従事していただきます
　・惣菜、寿司（にぎり寿司）の製造加工業務
　・各種食材、トレイの発注に係る業務
　・売場づくり、売場の管理
　・惣菜、寿司等の補充、品出し
　・売場の整理整頓、及び清掃業務
＊人事考課制度あり、勤務優秀な方には昇給・賞与あり
＊他部門との掛け持ちも可能（１日７時間の契約可）

他 いとく鹿角ショッピングセンター
（株式会社　伊徳）810円～810円 その他

秋田県鹿角市花輪字下タ町１６
４－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 労災

不問 05080- 2241701

レジ担当（４時間／
パートナー社員又は
アルバイト社員） 2人

●販売に係るサポート業務に従事していただきます
　・金銭授受等のレジ業務
　　（レジは全自動釣銭機を使用しています）
　・レジ周りのクリンリネス業務（清掃、整理整頓等）
　・お客様に対する店内のご案内等接客に係る業務
＊アルバイト社員を希望した場合は、ご本人の働きたい時間帯や
　休日が可能です
　（例）固定休日（平日のみ働きたい…等）

他 いとく花輪店（株式会社　伊徳）
800円～890円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字上中島８８
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は8時30分～17時00
分の間の5時間以上

雇用・労災

あれば尚可 05080- 2244501

解体作業員

1人

●自動車の解体に係る業務に従事していただきます
　・自動車解体工場において、廃車になった自動車を解体する作業
　　（主に乗用車の解体作業です）
　・２ｔ車の平ボデートラックを使用し自動車の中古部品等の運搬
　　作業（花輪～毛馬内間、運転可能な方は、フォークリフト使用
　　しての積み下ろし作業あり）
　・海上コンテナへ中古自動車及び部品等の積み込み作業
　　（コンテナ作業は月１回程度本社作業場（毛馬内）において
　　　行います）
＊就業日数、就業時間等、相談可です！

日他 有限会社　ＡＴかづの
フォークリフト運転技能
者

850円～900円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
押出７９番地雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市
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※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 60人
(1)5時30分～11時30分
(2)14時00分～20時00分 企業全体 697人

※必要な経験

　●鹿角市役所ホームページ　→　市民の方へ　→　仕事

→　秋田県鹿角地域　週刊求人情報(平成〇年〇月〇日発行版)

→　求職活動支援講習日程表(平成〇年〇月発行版)

　●小坂町役場ホームページ　→　新着情報　→　ハローワーク鹿角求人情報・就職活動支援講習のご案内

→　週刊求人情報（○／○発行）

→　求職活動支援講習日程（○月予定表）

〒01７-０８９７大館市字三の丸６－２  大館労働基準監督署内

所　　　　在　　　　地 電　話　番　号

おります。もし、対応などでお困り場合は、「総合労働相談コーナー」をご利用ください。

0186-42-4033 大館総合労働相談コーナー

コ ー ナ ー 名

しています。紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかってしまいます。

　人事労務管理の個別化や雇用形態の変化などに伴い、個々の労働者と事業主との間で、労働関係についての紛争が増加

秋田労働局からのお知らせ
○職場でのトラブル（パワハラ、不当解雇等）でお悩みの方は「総合労働相談コーナー」へ

◎鹿角市役所・小坂町役場のホームページからも週刊求人情報、求職活動支援講習日程表がご覧頂けます！

　　　→　仕事を探している皆さんへ（求人情報はこちら）　

→　関連ファイルダウンロード　

踏まえた円満で迅速な解決に向けてのお手伝いをしています。ハローワーク窓口において、さらに詳しいリーフレットを配布して

　秋田労働局では、こうした個別労働紛争に対して解決援助サービスを提供し、個別労働紛争の未然防止や職場慣行を

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町
パート労働者 雇用・労災・健康・

厚生
不問 05080- 2258401

世話人（こさかグ
ループホーム）

1人

●グループホームの利用者様の世話人として下記の業務に従事
　していただきます
　・朝食、昼食、夕食等の調理、配膳、後片付けや食事提供
　・ホーム内の掃除等
　・一部食材の購入業務
　　（当事業所軽車両または軽ワゴン車を使用して頂きます）

他 社会福祉法人　花輪ふくし会
792円～870円 その他

秋田県鹿角市花輪字案内６３－
１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
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