
（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

就業場所 5人

(1)8時30分～17時15分
企業全体 5人

※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 1人
(1)8時30分～17時20分
(2)20時00分～4時50分 企業全体 200人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 51人

(1)7時30分～17時00分
企業全体 51人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 116人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時30分 企業全体 153人

※必要な経験

週 刊 求 人 情 報 ハロｰワｰク鹿角（２３－２１７３）

１１月２７日発行号（毎週金曜日発行）

　※次回発行日は１２月４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２ページに記載しております。

　　　　(１１月１９日～１１月２５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、まちなかオフィス

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

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）

◎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・労災・健康・
厚生

必須 05080- 2321201

一般事務（経理）職
員

1人

●地域づくり活動に関する事務局の担当業務業務
　・八幡平市民センター、谷内地区センター、湯瀬体育館の
　　管理運営に関する業務、事業企画立案及び事業の実施
　・人事、給与、服務、福利厚生、予算、決算及び経理業務
　・各事業に係る文書及び資料等の作成（パソコン使用）
　・会議文書発送、会議の開催、地域事業等の連絡調整に係る
　　業務
　・来館者、電話の対応等
　・市役所等への用務、事業の下見・確認
　（当センター車を使用／軽のＡＴ車）
　・その他、付随する業務
【応募期間】令和２年１１月２５日（水）～１２月１８日（金）
（受付時間８：３０～１７：１５迄、土日祝日除く）

土日祝他 八幡平地域づくり協議会

127,100円～127,100円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字小豆沢
碇１１４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

有期雇用派遣労働者 雇用・労災・健康・
厚生

不問 02030- 9937301

アミューズメント機
器の製造（秋田県
鹿角市） 2人

ゲーム機、プリクラ機、ＡＴＭ、蓄電池の製造
＊立ち仕事になります。
派遣期間：令和２年１２月２１日～令和３年２月２０日までですが、
　　　　　　　以降は２カ月更新となります。
雇用期間：派遣期間と同じになります。
抵触日：令和５年３月３０日以降は無期雇用社員、別の派遣先での
　　　　　　就業等雇用安定措置の対応

土日他 株式会社　オールクリア
167,400円～167,400円 その他

青森県弘前市大字外崎２丁目７
－３１雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

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- 2319101

大型自動車運転手

1人

●大型貨物自動車（トラック）の運送に係る業務
　・中近距離の貨物運送業務（トラックの運転）
　　運送先は主に鹿角市、小坂町、大館市、盛岡市等
　・長距離貨物運送業務（トラックの運転）
　　運送先は主に関東地方、仙台市等
　・運搬物は主として木材製品、肥料等です
　・機械を使用しての運搬物の積み降ろし作業
＊６０歳以上の方、どうぞご応募下さい！
＊長距離の貨物運送は、経験と体力を必要とします
＊入社後、慣れるまでの間ツーマンによる指導研修実施
　経験の少ない方でも、安心してスタートできます

日他 株式会社　八幡平貨物

大型自動車免許
236,000円～331,000円 その他

フォークリフト運転技能
者

秋田県鹿角市八幡平字谷内下
モ平１１６－１２雇用期間の定めなし

64歳
以下

移動式クレーン運転士

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- 2317601

食品製造員

5人

●食品の加工に係る製造業務
　・りんごの加工に係る製造作業
　・りんごの手直し作業及び選別作業　　　　　　　　　　
　・りんごプレザーブ及びジャム、ドライフルーツ等の加工製造作業
　・工場内の整理整頓等清掃作業
＊立ち仕事が中心です
＊６５歳以上の応募も歓迎します
＊農業に従事している方の短期雇用も可能です
　気軽にご相談下さい
＊雇用期間の延長は最長で、令和３年７月末迄です。

土日祝他 新化食品株式会社　花輪工場
137,360円～140,592円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字大曲４２－
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

※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 6人

(1)9時00分～17時30分
企業全体 290人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 18人

企業全体 14,878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 5人
(1)10時00分～19時00分

企業全体 7,000人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 15人

企業全体 14,878人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 10人

(1)22時00分～6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 40人
(1)8時00分～16時00分
(2)7時00分～15時00分 企業全体 13,547人

※必要な経験

※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

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　

スポーツ用品販売
員

6人

●スポーツ用品の販売業務に従事していただきます
　・来店者の応対などの接客業務、電話の応対業務
　・各種スポーツ用品の商品説明、販売に係わる業務
　・各種商品の品出し、補充、陳列作業
　・店内の整理整頓など清掃業務
＊当社では、新型コロナウイルスの感染予防対策として、スタッフ
　に１勤１休の勤務体制を取ってもらっていますので、月１５日
　程度の勤務となります
＊学生アルバイト可

他 株式会社ヴィクトリアネクサスカン
パニー　タケダスポーツ鹿角店850円～900円

正社員以外 雇用・労災・健康・
厚生

必須 07040-17668701

高速道路の施工管
理業務（鹿角市）

3人

◎高速道路・橋梁・トンネルなどの施工管理～保全管理、設計
　補助（修正程度）、調査、分析などをご担当頂きます。
○現場の品質・安全・工程管理等
○建設現場（施工業者）の管理・指導
○設計図のチェック（照査）、設計補助（図面修正程度）
○工事の発注、積算業務
○各種許認可申請に関する手続き　
※発注者側での業務になります。（発注者側の経験がなくても可）
※仲間と協力し合いながら行う業務です。
※社有車あり（ＭＴ車）
※資格と現場管理経験を有する方希望します。
※その他、全国各所勤務地有、単身・家族用宿舎有。

土日祝他 株式会社　森エンジニアリング
福島営業所

２級土木施工管理技士
400,000円～630,000円 毎　週

福島県郡山市桑野２丁目４－５
不二ビル１Ｆ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 又は8時30分～22時30
分の間の8時間程度

雇用・労災・健康・
厚生・財形

必須 01240-20333801

登録販売者　ツル
ハドラッグ鹿角店
（秋田県鹿角市） 2人

ドラッグストアにおいて、医薬品日用品等の接客販売・商品管理・
マネジメント等の業務全般に従事していただきます。
※登録販売者の資格を有する者に限る

他 株式会社　ツルハ（ツルハドラッ
グ）登録販売者（一般医薬

品）
190,000円～270,000円 その他

北海道札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号雇用期間の定めなし

18歳
～59
歳

就業場所 秋田県鹿角市

毎　週

秋田県鹿角市花輪字扇ノ間１１
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 労災

あれば尚可 05080- 2320801

パート労働者 又は8時30分～13時30
分の間の4時間

労災

不問 05080- 2318901

チェッカーサッカー

1人

●レジ操作及び品出し、接客業務に従事していただきます
　・医薬品を除く商品の販売業務
　・販売商品は食品及び飲料、化粧品、雑貨等
　・レジ操作業務としては商品の精算と袋入れ作業
　・その他、商品の補充及び陳列作業等
　（開店前、開店直後の時間帯は、品出しが主な業務となります）
＊勤務はシフト制ですが、希望休日がある場合は面接の際に
　ご相談下さい
＊他社との掛け持ち勤務可

他 株式会社ツルハ　ツルハドラッグ
鹿角中央店792円～792円 その他

秋田県鹿角市花輪字下中島８２
－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

不問 05080- 2315001

販売スタッフ（２２時
～６時）

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！

他 セブン‐イレブン　鹿角花輪北店

800円～820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）

18歳
以上

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- 2316301

品出し

1人

●日配品（豆腐・納豆・精肉類・飲料・菓子等）の商品管理と品質
　管理の業務に従事します
　・店舗の商品補充（陳列棚へ商品を補充管理をする）
　（お酒やジュース等のケース（１０ｋｇ程度）を持つ
　　場合もあります）
　・発注業務
　・お客様に商品のご案内等接客に係る業務
　・その他、付随する業務（店内の清掃、片付け等）

他 マックスバリュ東北株式会社　小
坂店820円～870円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字栗平２５－１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

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
＊長期間勤務可能な方を希望します

他 株式会社　デンコードー　ケーズ
デンキ鹿角花輪店830円～830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

※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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