
（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 月給

就業場所 380人

(1)8時30分～17時15分

(2)8時00分～16時45分 企業全体 380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 8人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～16時30分 企業全体 8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 80人

企業全体 80人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 80人

企業全体 80人

※必要な経験

週 刊 求 人 情 報 ハロｰワｰク鹿角（２３－２１７３）

１１月２０日発行号（毎週金曜日発行）

　※次回発行日は１１月２７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３ページに記載しております。

　　　　(１１月１２日～１１月１８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」

◎12/ 7（月）10：30～　㈱玉川温泉

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

◎12/16（水）10：00～　社会福祉法人 花輪ふくし会

※11/24（火）10：30～予定しておりました「医療法人 恵愛会」は中止となりました。

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㈱

◎12/22（火）10：30～　医療法人 恵愛会

◎12/ 2（水）10：30～　㈱大寿　ショートステイ大寿十和田

正社員以外 雇用・公災・健康・
厚生

不問 05080- 2314501

事務補助員

5人

●市・県民税、その他市税に係わる事務補助業務に従事して
　いただきます
　・申告相談の会場における受付案内等補助業務
　・市税に関する窓口・電話の対応業務
　・各種証明書の交付業務
　・端末操作によるデータ入力
　・パソコン操作による文書などの作成
　・その他、上司の指示による付随する業務
＊募集期限：１２／２１（月）１７：００まで
（※随時面接を行いますので、募集期限前に求人を取り消す場合
　　があります）

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ヶ月未満）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健康・
厚生 05080- 2303701

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

現場作業員

1人

●土木工事現場での作業に従事していただきます
　・工事現場における土木作業（掘削、盛土、埋め戻し等）
　・２～４ｔのユニック車の運転
（資格保有者の場合）
　・作業現場において重機の運転業務　
　・水道配管工事の重機（ローダー、ユンボ等）の運転作業

日他 株式会社　佐藤組
８トン限定中型自動車免
許

171,750円～194,650円 その他

車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者

秋田県鹿角市尾去沢字獅子沢
１２雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 又は6時00分～22時00
分の間の8時間程度

雇用・労災・健康・
厚生

必須 05080- 2304801

和食調理師

2人

●当ホテルのメイン厨房内での和食の調理業務です
　・和食を主としたお膳料理に係る業務
　・食材、食品の管理、発注に係る業務
　・料理の仕込み及び料理の盛り付け業務
　・厨房内の食材、食器等の整理整頓、清掃業務
＊調理スタッフ１５名（料理長含め調理師、盛付担当等）

他 株式会社　ホテル鹿角

調理師 167,600円～273,300円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字中
谷地５－１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 又は6時30分～22時00
分の間の8時間程度

雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2305201

サービス係（ウエイ
ター・ウエイトレス）

2人

●当ホテルの宴会場およびレストランでの接客業務に従事して
　いただきます
　・宴会等会場の設営および片づけ作業等
　・レストランでの給仕業務
　・ご婚礼、法要の会場準備および給仕接客業務

他 株式会社　ホテル鹿角
157,600円～263,300円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字中
谷地５－１雇用期間の定めなし

59歳
以下

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 月給

変形（1年単位） 就業場所 80人

(1)7時00分～18時00分

(2)13時00分～21時45分 企業全体 80人

(3)21時45分～7時45分
※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 35人
(1)8時30分～17時00分
(2)16時30分～1時00分 企業全体 35人
(3)0時30分～9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 39人
(1)8時15分～17時00分

企業全体 71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 1,779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 月給

就業場所 8人
(1)9時00分～18時00分

企業全体 8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 10人

(1)8時30分～17時30分
企業全体 697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 10人

(1)8時30分～17時30分
企業全体 697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 10人

(1)8時30分～17時30分
企業全体 697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 10人

(1)8時30分～17時30分
企業全体 697人

※必要な経験

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

あれば尚可 05080- 2306501

フロント係

2人

●当ホテルのフロント業務全般に従事していただきます
　・お客様のご案内等接客に関する業務
　・宿泊、日帰りのお客様に係る対応業務
　　（お客様のチェックイン、チェックアウトに関する業務）
　・予約など電話の応対、ロビーでの接客対応
　・夜間の施錠、開錠管理（夜勤時）
　・その他フロント業務に係る記帳事務
＊夜勤業務は、月４回程度あります
＊管理職候補も同時募集しています
　上記の他にスタッフの総括・指導・管理等を行います

他 株式会社　ホテル鹿角

157,600円～263,300円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字中
谷地５－１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 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2311701

成形作業員（交替
制）

1人

●プラスチック製品の成形作業に従事していただきます
　・成形機へのプラスチック材料補充作業
　・成形品のチェック及び梱包作業
　（外観検査を行い、その後製品に問題なければ箱詰め等の梱包
　　作業を行います）
　・作業日報等の記入（手書き）

日祝他 東邦工業　株式会社
165,000円～185,000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

18歳
～40
歳

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 又は7時00分～20時00
分の間の7時間以上

雇用・労災・健康・
厚生

不問 05030- 4953601

営業・販売員（総合
職）【正社員】

1人

◆ガス、住宅設備、情報機器、給油所販売員、燃料配送などの
　すべての業務に従事していただきます。
＊就業場所は、１～３のいずれかとなります。
　就業場所については、面談の上決定いたします。
※試用期間：３ヶ月（その間の賃金等同条件）
◎ガス取扱、危険物取扱者資格があれば尚可
　（資格がない場合は、入社後資格取得に向けてサポートします）

他 株式会社　工藤米治商店
137,500円～223,000円 その他

秋田県大館市常盤木町８－９
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・財形

不問 15070-15597601

販売・店舗運営職
（リージョナル社員）

1人

販売からスタートし、将来的には店長や地域マネージャーとして、
店舗運営の中堅幹部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、店長代行業務等
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。
＊東証１部上場、業界ナンバー１店舗数の会社です。

他 株式会社　コメリ
179,000円～231,000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

あれば尚可 05080- 2301101

事務及びフロント

1人

●自動車の販売に関する全般業務
　・車両の管理に係る書類の申請及び事務処理（パソコン使用）
　・接客対応業務（来店者及び電話の応対等）
　・顧客車両の引き取り、納車に係る業務
　・洗車等車両の維持管理
　・その他、附随する業務
＊自動車販売業の経験者、または損害保険業務の有資格者は
　優遇します

水他 株式会社　オートサービス　グ
ローバル170,000円～290,000円 その他

秋田県鹿角市八幡平字赤渕２６
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

必須 05080- 2295501

保育士【正職員】

1人

●社会福祉法人花輪ふくし会は、障害者（児）入所施設・グループ
　ホームでの生活支援及び就労・軽作業・日中活動支援、老人福祉
　施設での身体介護・生活介護等を提供します。
【主な仕事】
１．生活訓練、作業訓練に係る業務
２．利用者の食事・入浴・排泄等の介助、介護業務
３．障害者の自立のための日中活動支援
４．その他付随業務
＊受付期間：１１月１３日（金）～１２月９日（水）
　（※輸送の場合：１２月８日付消印のあるものまで有効）
＊雇用開始：令和３年４月１日～

他 社会福祉法人　花輪ふくし会

保育士
180,500円～192,500円 その他

秋田県鹿角市花輪字案内６３－
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- 2296001

看護師【正職員】

4人

●社会福祉法人花輪ふくし会は、障害者（児）入所施設・グループ
　ホームでの生活支援及び就労・軽作業・日中活動支援、老人福祉
　施設での身体介護・生活介護等を提供します。
【主な仕事】
　１．健康管理、処置、薬の管理、食事の介助、通院付添、
　　　緊急時の対応等
　２．通院付添の際の運転業務
　　　（軽又は普通自動車の社用車を使用）
　３．夜間のオンコール対応の当番あり
＊受付期間：１１月１３日（金）～１２月９日（水）
　（※郵送の場合：１２月８日付消印のあるものまで有効）
＊雇用開始：令和３年４月１日～

他 社会福祉法人　花輪ふくし会

看護師
199,000円～209,000円 その他

准看護師 秋田県鹿角市花輪字案内６３－
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- 2297301

栄養士【正職員】

1人

●社会福祉法人花輪ふくし会は、障害者（児）入所施設・グループ
　ホームでの生活支援及び就労・軽作業・日中活動支援、老人福祉
　施設での身体介護・生活介護等を提供
　します。
【主な仕事】
　１．利用者の栄養管理
　２．厨房内の衛生管理業務
　３．行事等の食事管理
　４．その他付随業務
＊受付期間：１１月１３日（金）～１２月９日（水）
　（※郵送の場合：１２月８日付消印のあるものまで有効）
＊雇用開始：令和３年４月１日～

他 社会福祉法人　花輪ふくし会

栄養士
162,000円～170,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字案内６３－
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- 2298601

調理員【正職員】

1人

●社会福祉法人花輪ふくし会は、障害者（児）入所施設・グループ
　ホームでの生活支援及び就労・軽作業・日中活動支援、老人福祉
　施設での身体介護・生活介護等を提供します。
【主な仕事】
　１．食事の調理、料理等の盛付、配膳、跡片付け業務
　２．厨房内の衛生管理業務
　３．物品の検収等の業務
　４．その他付随業務
＊受付期間：１１月１３日（金）～１２月９日（水）
　（※郵送の場合：１２月８日付消印のあるものまで有効）
＊雇用開始：令和３年４月１日～

他 社会福祉法人　花輪ふくし会

156,000円～168,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字案内６３－
１雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

2 



※必要な免許・資格 年俸制

交替制あり 就業場所 5人
(1)9時00分～18時30分

企業全体 5人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 0人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 107人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 0人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 107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 2人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 13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 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

　●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）

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 80人
(1)8時30分～13時15分
(2)16時00分～20時30分 企業全体 80人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 80人
(1)18時00分～20時00分

企業全体 80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

◎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　

調理補助係

2人

●当ホテルの厨房内で板前の指示により調理補助を担当して
　いただきます
　・食器の準備作業　
　・盛り付け作業
　・調理器具の洗浄
　・その他、調理に係る補助業務全般　
＊雇用期間の更新予定あり：９月と３月（年２回）
＊勤務日数等、相談に応じます
　（例：日曜・祝日の休日を希望　…等）

他 株式会社　ホテル鹿角
792円～792円

正社員 雇用・労災・健康・
厚生

不問 05080- 2302401

薬剤師

1人

●主に調剤業務、薬品管理業務
　・処方せんによる調剤
　　処方せんに基づき、薬の副作用や併用薬との相互作用等を
　　確認したうえで調剤する
　・服薬指導
　　薬の効果や服用方法等の説明
　・医療品の販売、管理
　・その他付随する業務

土日祝他 株式会社　アクトスファーマ

薬剤師 350,000円～500,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字下中島１３
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 労災

不問 05080- 2299901

仕分け作業員

5人

●葉タバコの仕分け作業
　・営業所内で集荷した葉タバコの仕分け作業等
　　（※最高でも２０ｋｇ程度の重さです。２人作業です）
＊業務の関係上就業時間が多少変更になる場合もあります
＊毎年、同時期に就労可能な方は、アルバイト登録制度があります
≪　急募　≫

他 三八五エクスプレス株式会社
鹿角営業所70,000円～70,000円 その他

秋田県鹿角市十和田末広字和
田２４ー７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

正社員以外 労災

不問 05080- 2300901

集荷作業員

5人

●葉タバコの集荷作業
　・集荷作業はトラックに同乗して鹿角市内、大館市内、北秋田
　　市内の葉タバコ栽培農家からの集荷となります
　・葉タバコの積み下ろし作業
　　（※最高でも２０ｋｇ程度の重さです。２人作業です）
●葉タバコの仕分け作業
　・営業所内で集荷した葉タバコの仕分け作業等
＊業務の関係上就業時間が多少変更になる場合もあります
＊毎年、同時期に就労可能な方は、アルバイト登録制度があります
≪　急募　≫

他 三八五エクスプレス株式会社
鹿角営業所49,000円～49,000円 その他

秋田県鹿角市十和田末広字和
田２４ー７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

正社員以外 又は7時30分～17時00
分の間の8時間程度

雇用・労災・健康・
厚生

不問 03010-21529201

警備員（十和田待
機所）

2人

○十和田待機所において、下記の業務を行っていただきます。
　・高速道路上での交通規制作業・車両誘導及び監視員
　・その他、付随する業務および指示された業務
＊規制作業場所によりおもに鹿角～安代等での業務。
＊雇用期間については採用日から１年毎の更新となります。

土日祝他 テクノスワーク株式会社　盛岡営
業所160,000円～172,000円 毎　週

岩手県盛岡市大通３－２－７
鈴木ビル３階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

その他

秋田県鹿角市十和田大湯字中
谷地５－１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- 2307001

パート労働者 労災

不問 05080- 2308301

布団敷き係（アルバ
イト）

2人

●客室の布団敷き作業に従事していただきます
　・客室内にて、お客様の人数に合わせて布団を敷きます
　・作業は２人１組で行ないます
＊体力に自信のある方、週１～２回だけでもお仕事したい方、
　短時間だけお仕事したい方等の応募歓迎します！
＊予約状況により、勤務日数が変動します

他 株式会社　ホテル鹿角
792円～792円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字中
谷地５－１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- 2190001

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・その他

不問 05080- 1897501

現場事務【トライア
ル雇用求人】

2人

●建設土木工事等における現場の管理書類の作成
　・工事の施工管理（出来形管理・安全管理）
　　書類作成＝データ打込
　・諸官庁等へ提出する各種書類の作成（パソコン使用）
　・その他付随する業務
＊主に本社事務所内でのパソコンを使用した作業です。
＊他の総務担当者と同様、社内の清掃や社有車を使って関係先へ
　の書類の提出及び備品等の購入等もして頂きます。

日他 八重樫建設　株式会社
180,000円～220,000円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字荒
瀬１２－２雇用期間の定めなし

40歳
以下

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 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

就業場所 0人

企業全体 0人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 12人

企業全体 4,200人

※必要な経験

〒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

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

パート労働者 雇用・公災・健康・
厚生

不問 05080- 2309601

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ヶ月未満）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は9時00分～18時00
分の間の2時間程度

労災

不問 05080- 2312801

ペットの送迎及び接
客業務

1人

●ペットの美容や世話及びペットの送迎に係る業務に従事して
　いただきます
　・主に依頼者宅へのペットの送迎に係る業務
　（送迎は当店の軽自動車を使用します）
　・来店者及び依頼者宅での接客、電話対応
　・店舗の整理清掃作業
　・その他、付随する業務
＊就業時間や就業日数について、相談可です！
＊動物の好きな方、興味のある方、応募大歓迎です！

水 ペットサロン　愛犬倶楽部
800円～800円 その他

秋田県鹿角市花輪字六月田５１
－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 又は12時00分～22時
00分の間の5時間

雇用・労災

不問 03010-21533901

ドラッグストアでの販
売（鹿角花輪店）

1人

・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。
＊薬を販売できる資格取得のサポートあり。
「働き方改革関連認定企業」※えるぼし認定

他 株式会社　薬王堂
792円～792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
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