
（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

変形（1年単位） 就業場所 18人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 18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)10時00分～20時00分
(2)10時30分～20時30分 企業全体 3人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 7人
(1)9時00分～18時00分
(2)10時30分～19時30分 企業全体 24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 96人

(1)8時30分～17時30分
企業全体 187人

※必要な経験正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2285801

看護職員

1人

●主たる業務内容
１．処置等
　・創ガーゼ交換　・血糖値定期検査　・口腔ケア　・ｆｒ交換
　・胃瘻部処置　・点眼　・吸引　・軟膏塗布　・湿布交換　・導尿
　・内服薬の管理　・在宅酸素管理　・経管食管理
　・食事形態管理・・胃チューブ管理
２．院長回診
　・体重測定・健康診断　・温度表作成　・定期処方
【特別養護老人ホーム　ケアホームおおゆ】定員：９０名
　短期入所者定員：１９名、　デイサービス定員：３５名
【ショートステイはなわあいの】定員：２９名
【地域密着型特別養護老人ホームはなわあいの】定員：２９名

他 社会福祉法人　愛生会

准看護師
202,810円～268,200円 毎　週

看護師 秋田県鹿角市十和田大湯字湯
の岱１－１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- 2292701

給食調理員（温泉
保養館おおゆ）

1人

【請負業務】
●温泉保養館おおゆにおいて、給食業務に従事していただきます
　・厨房において、献立表に基づいたレシピにより調理
　・調理した料理の盛り付け等
　・厨房内の整理整頓、清掃、その他附随する業務等
　・第２温泉保養館へ給食の運搬（社有軽ワゴン車使用）
＊９人の調理員が交替で給食業務に従事しております
　（昼食９０食、朝夕各４０食程度の調理をします）
＊短時間（１日３～４時間等）勤務希望の方、相談可！
＊６０歳以上の方の応募歓迎します！

他 株式会社　メゾ－ト
136,858円～136,858円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字川
原ノ湯１２－１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- 2290101

回転寿司製造・販
売【トライアル雇用
求人】 1人

●寿司の製造及び販売に係る業務に従事していただきます
　・寿司の軍艦づくり、持帰りセット詰め、シャリ炊き、シャリの
　　酢合わせ等業務
　・店内の配膳、片づけ
　・レジ業務、接客（会計、商品の受け渡し等）
　・食器、調理器具の洗浄業務
　・店内のセッティング
　・清掃及び配達業務（ＡＴ社用車使用）
＊寿司の技術から魚の下ろし方まで丁寧に教えます

水他 ファミリー寿し　一番星
160,000円～160,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字蒼前平５６
－５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

不問 05080- 2293801

食品加工員

1人

●カップゼリー製造業務に従事していただきます
　・ゼリーカップ詰め（ゼリー充填作業は機械を使用）
　・ゼリー個々の包装および箱詰め
　・食品加工、製造（主にリンゴの皮むき、カット作業等）
　・原材料の計量及び仕込み作業等
　・その他関連作業（主に手作業ですが一部機械操作あり）
＊フォークリフト運転技能者は年齢緩和可、ご相談下さい！

日他 ジュポンかづの　株式会社
フォークリフト運転技能
者

164,250円～168,750円 その他

秋田県鹿角市八幡平字小山１７
５雇用期間の定めなし

50歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

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㈱

◎12/ 2（水）10：30～　㈱大寿　ショートステイ大寿十和田

週 刊 求 人 情 報 ハロｰワｰク鹿角（２３－２１７３）

１１月１３日発行号（毎週金曜日発行）

　※次回発行日は１１月２０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４ページに記載しております。

　　　　(１１月５日～１１月１１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」

鹿角市内

※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

交替制あり 就業場所 11人

企業全体 187人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 35人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 35人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 380人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 380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
(1)8時30分～17時00分
(2)6時00分～14時30分 企業全体 300人
(3)12時00分～21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 11,306人
(1)8時45分～18時00分
(2)10時45分～20時00分 企業全体 11,306人
(3)12時00分～21時15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 40人
(1)8時30分～17時30分
(2)17時30分～8時30分 企業全体 360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)6時00分～15時00分
(2)10時00分～19時00分 企業全体 48人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 0人
(1)8時45分～17時25分

企業全体 58人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 496人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 496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 49人
(1)9時00分～8時59分
(2)23時00分～8時00分 企業全体 1,660人
(3)8時30分～17時30分

※必要な経験正社員 雇用・労災・健康・
厚生・財形

不問 05080- 2278201

有料道路料金収受
スタッフ

2人

●有料道路の料金所において、下記の業務に従事して
　いただきます
　・道路通行料金を収受する業務
　・その他、ＥＴＣ機器等の監視、トラブルの対応
　・お客様からの問合せの対応、料金所内外の清掃作業等
＊雇入開始：令和３年１月１日（金）
＊応募書類提出期限：令和２年１１月２６日（木）１７時必着

他 株式会社ネクスコ・トール東北
十和田事業部169,200円～169,200円 その他

秋田県鹿角市十和田錦木字赤
沢田１９雇用期間の定めなし

18歳
～62
歳

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

必須 05010-19365201

医療情報スタッフ
（県内９病院）

9人

○医療機関内でのＩＴ運用管理やアドバイスに関する業務
　・サーバ、クライアントの運用保守管理
　・医療向けソフトウェアの操作運用
　・その他、医療機関内のＩＴサービス相談
＊事前研修・現地研修を行います
＊県内９病院、各１名を予定

日祝他 株式会社　光風舎
175,000円～190,000円 その他

秋田県秋田市保戸野すわ町６
－１６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 22020-22570601

高速道路の点検員
（十和田事業所）

2人

（請負業務）
高速道路の維持管理業務をしていただきます。
主には高速道路上の土木構造物（橋梁・トンネル・のり面・標識・
カルバート等）を近接目視や打音検査等を用いて点検します。
その結果を書類やデータとして入力・整理します。
複数名で行う業務なので同種業務未経験の方でも班員がサポート
します。
※データ入力の際にＥｘｃｅｌを使用します。
※全国各所勤務地有・単身寮有

土日祝他 穂の国エンジニアリング株式会
社１級土木施工管理技士 400,000円～600,000円 毎　週

２級土木施工管理技士 静岡県浜松市中区板屋町１１１
－２　浜松アクトタワー２５階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- 2281901

調理スタッフ

1人

●調理に係る業務に従事していただきます
　・施設入所者に提供する食事の調理業務全般
　・出来上がった料理の配膳業務
　・食事後の回収と片付け
　・食器および調理器具の洗浄と整理
　・調理場の清掃
＊３０人分（３食）を３人で担当します
＊調理未経験者でも出来るお仕事です
＊パート勤務を希望（週２～３日希望や、就労時間（１）のみ
　希望等）の方は、気軽にご相談下さい

他 シニアガーデン　ゆぜ
137,260円～140,620円 毎　週

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 05010-19485401

機動警備スタッフ
（県北地区）

4人

○契約先への異状時対応業務を担当していただきます。
　・巡回業務
　・警備用機器等の保守
　・設備異状時の一次対応　等
＊現場へは社用車を使用（ＡＴ車）

他 ユーアイ警備保障　株式会社
136,858円～138,240円 その他

秋田県秋田市山王２丁目１－５
４　三交ビル４Ｆ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 15070-14547601

店舗運営職・幹部
候補（ナショナル社
員） 1人

販売からスタートし、将来的には大型店店長や地域マネジャー、
バイヤー（仕入担当）等、会社全体を牽引していく幹部社員を目
指していただく職種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売場づくり、商品管理、店長
代行業務などを通じて知識と技術を習得していただきます。生活
用品から建築資材、農業用品まで、幅広い品揃えで、お客様の層
も広く、得意分野とやりがいを見つけやすい仕事です。
小売業経験や管理職経験のない方でも、商品知識勉強会や店長
候補研修、各種研修、資格取得支援等でスキルアップの機会を
設けていますので、安心してご応募ください。

他 株式会社　コメリ
191,000円～243,000円 その他

新潟県新潟市南区清水４５０１
番地１雇用期間の定めなし

35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 05030- 4898001

事務員（花輪営業
所）

1人

◆花輪営業所にて、下記の業務に従事していただきます
　・勤怠管理
　・給与計算
　・その他バスの運行管理に伴う各種業務
◎未経験の方も、指導いたします
○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

パソコン［ワープロ］可 160,000円～230,000円 その他

運行管理者（旅客） 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

50歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・公災・健康・
厚生

不問 05080- 2288001

事務補助員

2人

●選挙事務における事務補助に従事していただきます
　・申請書類の受付、書類整理
　・パソコン操作によるデータ入力
　・電話対応
　・その他事務補助全般
＊パソコン操作の出来る方（入力ソフトあり）
※契約の更新については、選挙が実施されるか否かで決まります
　最長で、令和３年１０月末までを予定しています

土日祝他 鹿角市役所
145,079円～181,928円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字荒田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

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2287501

軽作業

1人

●工場内での軽作業業務に従事していただきます
　・製品の計量作業
　・ゲートカット（はみ出た樹脂のカット等）
　・マスキングテープの貼り付け作業
　・その他、片付けや掃除等の付随する業務
＊短時間勤務の希望可
　但し、短時間勤務を希望した場合は社会保険への加入なし
　（※週３０時間未満とする）

日祝他 東邦工業　株式会社
135,432円～145,350円 その他

秋田県鹿角郡小坂町荒谷字三
ツ森６１－５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

正社員以外 又は8時00分～20時15
分の間の8時間

雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2286201

受付・販売員

1人

●温泉保養施設『湯都里』にて、下記の業務に従事していただき
　ます
　・受付、来客案内、電話対応
　・販売業務
　　売店でのレジ精算や飲食の提供
　・掃除業務
　　入口や脱衣所及び浴場の掃除
　・施設管理業務、備品管理
　・介護予防事業の企画、運営、送迎

他 社会福祉法人　愛生会
138,240円～155,520円 毎　週

秋田県鹿角市十和田大湯字湯
の岱１－１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
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※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 16人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 16人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 16人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 16人

※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 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

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

就業場所 0人
(1)6時00分～8時00分

企業全体 763人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 8人

(1)15時00分～22時00分

(2)17時00分～22時00分 企業全体 18人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 3人
(1)16時00分～20時00分
(2)16時00分～20時30分 企業全体 3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 月給

就業場所 380人
(1)9時00分～16時00分

企業全体 380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 15人

※必要な経験

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2207901

軌道工事作業員

1人

●主にJR花輪線の線路を補修する業務に従事していただきます
　　（機械や人力で行う作業です）
　・枕木、レール交換等の線路の補修
　・冬季は、踏切内の除雪等やモーターカーを使用しての除雪作業
＊学歴、経験不問です。未経験者大歓迎です！

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

パート労働者 又は10時00分～16時
00分の間の6時間

雇用・労災

あれば尚可 05080- 2283401

調理補助及びカ
フェスタッフ

1人

●カフェ・レストランにおいて、お客様への食事提供に係る業務に
　従事していただきます
　・調理場において調理に係る補助業務
　　（調理、盛付け、食器、調理器具の洗浄等）
　・カフェにおいて接客業務
　　（オーダー受付、配膳、フロア内清掃、他付随する業務）
＊土、日、祝日勤務できる方を希望します！

他 株式会社恋する鹿角カンパニー
【道の駅おおゆ（湯の駅おおゆ）
】

820円～820円 毎　週

秋田県鹿角市十和田大湯字中
谷地１９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 雇用・公災・健康・
厚生

不問 05080- 2282101

事務補助員

1人

●一般行政事務の事務補助業務に従事していただきます
　・電話対応及び窓口対応
　・郵便物、書類の整理
　・パソコンでのデータ入力
　・その他、事務全般
＊パソコン操作のできる方（入力ソフトあり）

土日祝他 鹿角市役所
892円～1,118円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字荒田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 又は13時00分～18時
00分の間の3時間

労災

不問 15010-33086401

（請）クリーンクルー
（秋田県鹿角市十
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

就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 労災

不問 05080- 2291401

回転寿司製造販売
員（夕方）

1人

●寿司の製造及び販売に係る業務に従事していただきます
　・寿司の軍艦づくり、持帰りセット詰め、シャリ炊き、シャリの
　　酢合わせ等業務及び店内の配膳、片づけ
　・レジ業務、接客（会計、商品の受け渡し等）
　・食器、調理器具の洗浄業務
　・店内のセッティング
　・清掃及び配達業務（ＡＴ社用車使用）
＊掛け持ち就業可
＊６０歳以上の方のご応募、歓迎します！

水他 ファミリー寿し　一番星
830円～1,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字蒼前平５６
－５雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

秋田県鹿角市
パート労働者 労災

不問 02020-14578801

パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 2289301

販売スタッフ（夕
勤）

1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
＊制服貸与あり
＊昇給制度あり
＊土日勤務可能な方歓迎します

他 セブン－イレブン　鹿角毛馬内店

800円～850円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
中陣場７４－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問

正社員 又は6時00分～5時59分
の間の8時間程度

雇用・労災・健康・
厚生

必須 05080- 2280601

大型車運転手（経
験者）

1人

●主に精密機械製品の運搬輸送業務
　（他に、米、医薬品、資材、部材、飲料品等の運搬あり）
　・６ｔトラック及び１０ｔトラックでの運転輸送
　・運搬先は、主に関東地区とした全国各地です
　・長距離運転は、月７～８回位往復します
　・基本的にワンマン運行（慣れるまで１ヶ月程度ツーマン）
　・積み込み作業は基本的にフォークリフト
　　（配送品によっては、手積み作業あり）

日祝他 昭和物流　株式会社

大型自動車免許 240,000円～340,000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向
川原２９番地６７雇用期間の定めなし

18歳
～59
歳

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 又は6時00分～5時59分
の間の8時間程度

雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2279501

大型車運転手（未
経験者／見習い）

1人

●主に精密機械製品の運搬輸送業務
　（他に、米、医薬品、資材、部材、飲料品等の運搬あり）
　・６ｔトラック及び１０ｔトラックでの運転輸送
　・運搬先は、主に関東地区とした全国各地です
　・長距離運転は、月７～８回位往復します
　・基本的にワンマン運行（慣れるまで１ヶ月程度ツーマン）
　・積み込み作業は基本的にフォークリフト
　　（配送品によっては、手積み作業あり）
◆弊社の大型自動車運転免許資格取得制度を利用し資格を取得
　していただきます（費用負担あり／上限あり）

日祝他 昭和物流　株式会社

中型自動車免許
195,000円～260,000円 その他

大型自動車免許 秋田県鹿角市十和田末広字向
川原２９番地６７雇用期間の定めなし

18歳
～59
歳

フォークリフト運転技能
者

就業場所 秋田県鹿角市

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

お店での荷降ろし補
助（毛馬内店）【短
期・配Ｇ】 1人

【雇用期間：令和２年１２月２６日～１２月３１日】
◇ドライバーと一緒にお店で、荷物を降ろす仕事です。
　（６０歳以上の方も他のお店で多数活躍している手軽な仕事で
　　す。）
　・トラックから降ろした荷物を台車で店内まで移動させる。
　・配送ドライバーの指示に基づき、備品の片付けを行う。
＊皆勤手当別途支給（条件あり）
●選考方法は電話面接となります。

他 株式会社　共同物流サービス
1,000円～1,000円 なし

青森県八戸市卸センター１丁目
１３－１日雇（日々雇用また

は１ヶ月未満）

不問
就業場所

※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

交替制あり 就業場所 7人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 48人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 4人

企業全体 390人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 5人
(1)7時00分～12時30分
(2)7時00分～15時00分 企業全体 530人
(3)12時15分～18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 19人

企業全体 90,768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

(2)15時00分～20時00分 企業全体 10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）

販売スタッフ（夕
勤）

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- 2218701

パート労働者 又は7時00分～20時00
分の間の4時間程度

雇用・労災・健康・
厚生

不問 05030- 4824601

訪問介護員【ニチイ
ケアセンター鹿角】
月１００ｈ 2人

◆在宅におけるヘルパー業務（身体介護・生活援助・食事介助・
　入浴介助・調理・買い物・洗濯・移乗等）に従事して頂きます
　・キャリアアップ制度あり
　・ユニフォーム貸与
　・扶養範囲内での就業希望の方もご相談下さい
　・１ヶ月１００ｈ程度の雇用契約になります
※試用期間３ヶ月（期間終了後、契約時間拡大も可）
※未経験、ブランクのある方も歓迎します
（充実の研修体制、勉強会でサポートいたします）

他 株式会社　ニチイ学館　秋田支
店　大館営業所ホームヘルパー２級 1,288円～1,498円 その他

介護職員初任者研修修
了者

秋田県大館市字桂城８－１４
朝日生命大館ビル４Ｆ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 05010-19384301

売店業務　（販売）

1人

○売店内での接客・販売・商品管理。
＊スタッフがサポートしますので、未経験者でも安心して応募して
　ください。
＊契約更新は、勤務状況等を考慮し１年毎となります。
＊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

土日他 株式会社　秋田キャッスルホテ
ル792円～792円 その他

秋田県秋田市中通１丁目３番５
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

パート労働者 又は8時30分～17時30
分の間の4時間以上

労災

不問 05010-19204301

検針業務（鹿角営
業所）

1人

○ＬＰガス利用の一般宅のガスメーターを検針する仕事です
　・業務エリア：鹿角市花輪エリア
　・対象：ＬＰガス利用の一般顧客等
　・業務車両：社有車を用意しますが、マイカー利用も可能。
　・月１０日程度の勤務
　・制服貸与あり
＊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

土日他 株式会社　山二
900円～900円 毎　週

秋田県秋田市中通２丁目２－３
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 雇用・労災

不問 05080- 2284701

調理員

1人

●デイサービス「心春（こはる）」を利用する（定員１０名）方の昼食
　調理全般業務に従事していただきます
　・昼食調理
　・食器、調理器具等の洗浄
　・食材の買い出し
　・その他、付随する業務

日他 社会福祉法人　小坂町社会福
祉協議会調理師 792円～864円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
前田７－１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

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　

〒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

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
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