
（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 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

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

就業場所 13人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 168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 69人
(1)9時00分～17時00分

企業全体 120人

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080-  400111

自動車整備士

1人

●当社整備工場において自動車の整備業務に従事していただき
　ます
　・大型自動車（トラック、ダンプカー等）の整備及び点検業務
　・普通自動車の整備及び点検業務
　・建設機械等（ホイールローダ、バックホー、フォークリフト、
　　アスファルトフィッシャ、ローラ等）の整備及び点検業務
　・整備に係る溶接業務
＊夏期休暇制度あり
　（求人に関する特記事項欄をご覧下さい！）

日祝他 小坂通運　株式会社

三級自動車整備士
165,000円～210,000円 その他

アーク溶接技能者（基本
級）

秋田県鹿角郡小坂町小坂字鯰
沢９－８雇用期間の定めなし

62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

不問 05030-  484211

総合職（鹿角市）

1人

◎一般家庭、事業所へのマット、モップ類の交換業務、清掃業務
◎商品の集配、回収業務
◎定期顧客及び契約顧客への清掃業務

土日祝他 株式会社　ダスキン北秋
150,000円～170,000円 毎　週

秋田県大館市字大田面３７６－
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

不問 05030-  525011

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

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-  534311

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

　※次回発行日は２月１２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１４ページに記載しております。

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」

◎ 2/ 8（月）10：30～　㈱玉川温泉

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

◎ 2/19（金）10：30～　新化食品㈱花輪工場

◎ 2/10（水）14：30～　秋北バス㈱

◎ 2/26（金）10：30～　㈱伊徳（いとく鹿角ショッピングセンター・花輪店）

秋田県大館市泉町８－８
雇用期間の定めなし

18歳
～69
歳

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（１月２８日～２月３日受理分)  ２月５日発行号（毎週金曜日発行）

鹿角市内 金曜日に郵送の為
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

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）

◎ 2/16（火）10：30～　医療法人 恵愛会

◎ 2/17（水）10：00～　社会福祉法人 花輪ふくし会

◎ 2/12（金）10：30～　㈱大寿　ショートステイ大寿十和田

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。

1 



※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 116人
(1)6時00分～15時00分
(2)8時00分～17時10分 企業全体 116人
(3)8時30分～17時40分

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 41人

(1)8時30分～17時30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 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

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

変形（1年単位） 就業場所 35人
(1)8時00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

変形（1年単位） 就業場所 35人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～12時00分 企業全体 35人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 25人
(1)8時30分～17時10分

企業全体 25人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 2人
(1)9時00分～18時00分

企業全体 2人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 4人
(1)9時15分～18時30分

企業全体 4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

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05010- 2568711

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、公共測量等の専門
　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－
４５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 05010- 2567111

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－
４５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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  399211

歯科衛生士

1人

●医師の指示のもと歯科診療及び治療の補助を行っていただきます
　・虫歯および歯周病、顎関節症、口内炎、インプラント
　　手術、矯正、ホワイトニング等の準備、アシスト業務
　・ＰＭＴＣ
　・口腔衛生指導等
　・その他、付帯する業務

月日他 花のまち歯科医院

歯科衛生士
210,000円～280,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字蒼前平７
２－１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

必須 05080-  397711

理美容師

1人

●理美容に係る全般業務に従事していただきます
　・カット、パーマ、カラー、シェーブエステ等
　・電話応対、お客様の受付及びご案内等の接客、会計に係る業務
　・ホームケアの指導
　・機材のセットや片付けおよび店内清掃等、その他附随
　　する業務
＊パート勤務（短時間勤務）ご希望や、休日希望相談可です！

月他 ヘアースタジオ　アーチ

理容師
150,400円～188,000円 その他

美容師 秋田県鹿角市花輪字鉄砲２５
－８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-  393311

縫製工・アイロン工

2人

●工業用のミシンを使用して縫製する作業やアイロン作業等に従事
　していただきます
　・ミシンを使用しての縫製作業
　・製品をアイロンする作業
　・裁断作業、その他縫製に関する各種作業
　・工場内の整理等清掃業務（雑務）
＊主な製品は、婦人服のトップス、パンツ等です
＊ミシン未経験でも、一から丁寧に教えます
　（ミシン使用の指導も行います）

土日他 株式会社　ユニティ
129,550円～129,550円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字上中島１
０－１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・財形

不問 05080-  392011

林業技術者

2人

●当組合において、下記の業務に従事していただきます。
　・林家に対する林業経営指導等（見積書、契約書等作成）
　・事業実施現場巡回、管理
　　【当組合保有普通自動車（ＭＴ車）等を使用します】
　・補助事業者等官公庁への申請書類作成
　・丸太の材積検収
　・その他付随する業務
※文書等作成には、Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌを使用します。

日祝他 鹿角森林組合
145,400円～170,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字合野１８
－３雇用期間の定めなし

30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・財形

不問 05080-  391411

製材加工施設従業
員

1人

●製材加工に係る作業に従事していただきます
　・製材加工した製品を大きさ別に揃えて結束する作業
　・製材をした木材のおがくず等の整理作業
　　（業者のトラックへ積む作業等）
　・加工した製品の整理整頓作業
　　（フォークリフトを使用する場合もある）
　・工場内および従業員の休憩所の整理清掃等雑作業
　　（トイレ等の清掃も含む）

日祝他 鹿角森林組合
177,600円～177,600円 その他

秋田県鹿角市花輪字合野１８
－３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・財形・
その他不問 05080-  403211

看護師（正・准）

1人

●福永医院、有料老人ホーム北の郷での看護業務を担当して
　いただきます
　・医師の診療補助
　　医師の指示により、注射、検温、血圧測定、患者のお世話等
　・カルテの整理、投薬等
　・看護師は、福永医院９名、北の郷１名が在籍中
【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）
＊日勤のみの求人を別途公開中

他

准看護師
180,000円～250,000円 その他

看護師

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・
その他不問 05080-  402811

看護師（正・准／日
勤のみ）

1人

●福永医院、有料老人ホーム北の郷での看護業務を担当して
　いただきます
　・医師の診療補助
　　医師の指示により、注射、検温、血圧測定、患者のお世話等
　・カルテの整理、投薬等
　・看護師は、福永医院９名、北の郷１名が在籍中
【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）
＊パートタイム希望等、就業時間について相談可！
　（パートの場合は時給１，２００円）

他

准看護師
160,000円～230,000円 その他

看護師

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-  401711

調理員

1人

●施設利用者の食事の調理業務に従事していただきます
　・施設利用者（入所者１００名、通所者４５名）の食事を作ります
　・入所者の健康状態等医師の指示に基づいた調理
　・配膳や下膳に係る業務
　・食器や調理器具の洗浄、整理清掃業務
＊管理栄養士２名、調理員１０名の計１２名のスタッフで対応して
　います
＊短時間勤務希望の方は別途相談に応じます
　（臨時職員、時給制になります）

他 医療法人翠峰会

調理師
142,500円～158,500円 その他

秋田県鹿角市八幡平字小山５
０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

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」）

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下寄熊６－９

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」）

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下寄熊６－９

2 



※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 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

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 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 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 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

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 116人

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05031-  252211

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 秋田県鹿角郡小坂町

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-  454311

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頂き
　ます（教習所の費用の全額を会社が補助します）
　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１
１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

不問 05020-  626911

総合職【鹿角営業
所】

1人

１土木、建設、林業等の販売
２産業機械等のリース及び土木資材のレンタル
３コンテナハウスの販売及びレンタル
４産業機械等の整備
　これらのフロント事務や顧客の法人営業に従事して頂きます。
※グループ会社（幸和リース株式会社）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- 2169811

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。

他 テクノスワーク株式会社　盛岡
営業所交通誘導警備業務検定２

級
160,000円～172,000円 その他

交通誘導警備業務検定１
級

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

正社員 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- 2157611

警備員（正社員／
十和田待機所）

1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
＊冬期間は主に高速道路の除雪作業となります。

他 テクノスワーク株式会社　盛岡
営業所交通誘導警備業務検定２

級
170,000円～240,000円 その他

交通誘導警備業務検定１
級

岩手県盛岡市大通３－２－７
鈴木ビル３階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 08050-  809111

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-  770811

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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05010- 2587511

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

必須 05010- 2572311

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－
４５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- 2570411

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－
４５雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

3 



※必要な免許・資格 月給

就業場所 3人

(1)8時30分～17時15分
企業全体 103人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 6人

(1)8時30分～17時15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 47人
(1)7時00分～16時00分
(2)8時00分～17時00分 企業全体 47人
(3)11時00分～20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 120人

(3)13時00分～22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 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 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 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 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

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05080-  263011

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

64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 05080-  262411

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-  261511

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

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

必須 05080-  260211

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

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  259111

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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  258911

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３
５－１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-  254411

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
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

18歳
～59
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-  253511

介護職員

1人

●当会の老人保健施設入所者の介護に係る業務全般に従事して
　いただきます
　・入居利用者定員１９名（全員女性）の日常生活の介助に
　　係る業務全般（入居者の食事、入浴、排泄の介助等）
＊介護職員・看護職員併せて１３名で対応しています
＊男女雇用機会均等法適用除外　女性限定求人
　（女性利用者の入浴、排泄等の介助等あり）
＊６５歳以上の場合は、契約社員（１年契約）となります
＊短時間勤務等のご希望の方も、別途ご相談に応じます！

他 医療法人　春生会
144,000円～154,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字堰向５６
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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  252211

一般事務職員（事
務局員）

1人

●地域づくり活動に関する事務局の担当業務
　・十和田市民センター、錦木、大湯地区市民センターの管理運営
　　に関する業務
　・事業企画立案及び事業の実施
　・各事業に係る文書及び資料等の作成（パソコン使用）
　・会議文書の発送、会議の開催
　・来館者、電話の対応等
　・地域の事業等の連絡調整に係る業務
　・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

土日祝他 十和田地域づくり協議会

パソコン［ワープロ］可
160,000円～160,000円 毎　週

パソコン［ワープロ・表計
算］可

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
城ノ下７－５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・公災・健
康・厚生

不問 05080-  251811

事務補助員（産休・
育休代替）

1人

●当組合環境衛生センターにおいて、一般行政事務の事務補助業務
　に従事していただきます
　・パソコン操作によるデータ入力及び文書等の管理
　・電話の対応及び窓口来所者の対応業務等
　・各書類等のコピー印刷、郵送等の封書作業
　・その他、所属長の指示による付帯業務
＊パソコン操作の出来る方を希望します！
＊募集期限：２／１（月）～２／１５（月）
　（但し、随時面接を行いますので、期限前に求人を取り消す場合
　　があります）

土日祝他 鹿角広域行政組合
145,079円～181,928円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字向畑１００
－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

4 



※必要な免許・資格 月給

就業場所 20人
(1)8時30分～17時35分

企業全体 42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 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

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 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 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 96人

(1)8時30分～17時30分
企業全体 187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 19人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 149人

※必要な経験正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生・財形・
その他必須 05080-  276711

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１
０－２５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 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  274911

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

不問 05080-  273611

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

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-  272311

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

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

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-  270411

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

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-  269811

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

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-  268711

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）
◆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

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 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05080-  266911

解体作業員（運転
手・重機オペを含
む） 2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

あれば尚可 05080-  265611

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

あれば尚可 05080-  264311

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
155,000円～210,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字新川原４
８－７雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市
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※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

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

※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 月給

交替制あり 就業場所 30人

企業全体 30人

※必要な経験

※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 38人
(1)8時10分～17時05分

企業全体 68人

※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 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 時給

就業場所 38人
(1)8時10分～17時05分

企業全体 68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

※必要な経験正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080-  290911

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

必須 05080-  289011

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

必須 05080-  288411

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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  286211

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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  285811

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-  284711

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）

18歳
以上

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-  281611

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６
９－３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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05080-  280311

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

あれば尚可 05080-  279511

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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生・財形・
その他必須 05080-  278211

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１
０－２５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
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※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 68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 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

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 時給

就業場所 21人
(1)8時00分～16時45分

企業全体 195,242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

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080-  307211

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-  305711

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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  303911

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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  302611

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

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

05080-  299611

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

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

不問 05080-  295511

ミシンオペレーター

1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132,766円～132,766円 その他

秋田県鹿角市尾去沢字新山２
３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・
その他あれば尚可 05080-  294211

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２
８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

必須 05080-  293811

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-  292711

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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  291111

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
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※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

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 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

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 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

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 80人

企業全体 80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 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 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 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

※必要な経験正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  319311

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・財形

不問 05080-  318011

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９
７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 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-  317411

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-  316511

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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  315211

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・財形・
その他不問 05080-  314811

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

栄養士
165,000円～205,000円 毎　週

管理栄養士

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・
その他不問 05080-  311911

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

介護福祉士
160,800円～200,000円 その他

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

不問 05080-  310611

製缶及び管理技術
者（総合職）（見習い
可） 1人

●総合職で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

不問 05080-  309411

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
184,000円～230,000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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  308511

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３
９－２雇用期間の定めなし

59歳
以下

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

車両系建設機械（解体
用）運転技能者

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」）
秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下寄熊６－９

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」）
秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下寄熊６－９
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※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 120人
(1)5時30分～14時30分
(2)9時00分～18時00分 企業全体 120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 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 120人

(1)8時30分～17時30分
企業全体 120人

※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 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

※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 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

就業場所 34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 13人
(1)8時15分～17時00分

企業全体 39人

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  329911

養豚農場スタッフ

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159,720円～174,240円 その他

秋田県鹿角市八幡平字長川６
０－３雇用期間の定めなし

55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-  328611

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 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  327311

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）

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１
９１－１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-  326011

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１
３２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-  325411

鉄道工事作業員

2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修繕
　・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１
０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

あれば尚可 05080-  324511

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１
３２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-  323211

事務職員

1人

当法人が運営する施設で次の業務に従事していただきます。
　・給与計算、社会保険手続き、勤怠管理
　・社会福祉法人会計の伝票処理、会計ソフト入力
　・物品の発注、納品管理
　・来客・電話対応、その他庶務業務
＊採用後に配属先を決定します
【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
141,400円～166,700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

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

あれば尚可 05080-  322811

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９
７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-  321711

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

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 05080-  320111

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９
７雇用期間の定めなし

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市
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※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 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

交替制あり 就業場所 8人
(1)5時00分～14時00分
(2)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 日給
大型自動車免許

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

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 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 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 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

※必要な経験正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  347111

食品製造員

3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

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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  346911

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

必須 05080-  344311

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-  343011

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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080-  342411

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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  341511

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ＫＯＳＡＫ
Ａ175,000円～250,000円 その他

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-  338911

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
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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  334411

調理員（フルタイム）

1人

●利用者に提供する食事調理業務全般従事していただきます
　・献立を基に食事の調理業務
　・食堂への配膳業務
　・食器及び調理器具の洗浄
　・厨房の掃除、整理等
＊調理員４名で、約３０人分の食事を調理しています

他 株式会社優　ふくじゅ草
140,000円～140,000円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字高見田
５０－１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-  333511

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３
６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

不問 05080-  331811

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

59歳
以下

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

大型特殊自動車免許

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者
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※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

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 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 21人

(1)8時45分～18時00分

(2)8時45分～17時00分 企業全体 21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 月給

就業場所 92人
(1)8時15分～17時10分

企業全体 92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 79人
(1)8時15分～17時10分

企業全体 92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 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

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

05080-  360311

車両系建設機械（解体
用）運転技能者

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

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-  359511

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

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-  355111

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５
６－５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-  354911

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
＊未経験者でも、丁寧に指導します
＊主に立ち作業です

日他 ジョイタム　株式会社
146,200円～206,400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-  353611

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・財形

不問 05080-  352311

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５
０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

あれば尚可 05080-  351011

調理スタッフ

1人

●調理業務全般に従事していただきます
　・レストラン、団体食、屋台等の調理業務
　　（食材の下準備から団体食の盛り付け等を含む）
　　料理は和洋中全般
　　地元の食材を使用し、季節によってメニューを替えています
　・新メニュー等の考案
　・厨房の衛生管理業務
★令和３年４月にグランドリニューアルオープン★
　観光業に興味があり、新しいことにチャレンジすることが
　好きな方の応募お待ちしています！
＊雇用開始令和３年４／１～を予定

他 株式会社　かづの観光物産公
社【道の駅かづの「あんとらあ」】139,000円～250,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字新田町１
１－４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-  350411

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-  349811

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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  348711

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
134,838円～144,713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
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※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 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 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

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 月給

就業場所 5人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 37人

※必要な経験

※必要な免許・資格 年俸制

就業場所 5人
(1)9時00分～18時30分

企業全体 5人

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  381211

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１
３２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-  380811

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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  373811

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-  372711

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-  371111

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-  370911

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、荷物の入れ替え
　　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-  367511

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９
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

不問 05080-  366211

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１
６２－４　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-  363111

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３
０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-  362911

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３
０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 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

※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 時給

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 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

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 13人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 48人

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05010- 1966811

ドライバースタッフ
（鹿角市）

3人

営業が買い取りした自動車全般（仕様済自動車・事故車・不動車・
中古車・トラック・重機等）を自社まで運搬する仕事です。
・主な使用トラックは４トン積載車・６トンクレーン車・１０トンクレーン車
　（セルフ）です。
主な引取先は自動車ディーラー・中古車販売業・整備業・鈑金業です
・車が好きな方、運転が好きな方、黙々と作業するのが好きな方、人
　と話すのが好きな方、いずれか一つでも当てはまる方お待ちして
　います！
　現在２０代～６０代まで幅広く活躍中です！

日祝他 株式会社　リーテックス

大型自動車免許
165,000円～240,000円 その他

小型移動式クレーン運転
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

64歳
以下

玉掛技能者

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- 1733911

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
４３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 05080-  390511

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３
６－１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

不問 05080-  389711

食品加工員

2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）

日他 ジュポンかづの　株式会社
141,327円～141,327円 その他

秋田県鹿角市八幡平字小山１
７５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

不問 05080-  388111

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-  387911

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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  386611

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-  385311

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-  384011

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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  383411

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

木日祝 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
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※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

就業場所 1人
(1)7時00分～16時00分

企業全体 1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10分

企業全体 92人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 30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 時給

就業場所 98人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 100人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 98人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 100人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 2人

企業全体 2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 79人
(1)8時15分～17時10分

企業全体 92人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 149人

(1)8時30分～17時15分
企業全体 149人

※必要な経験

　●鹿角市役所ホームページ　→　しごと・産業　→　雇用・労働　→　雇用・労働情報

　　　→　仕事を探している皆さんへ（求人情報はこちら）　→　秋田県鹿角地域　週刊求人情報(平成〇年〇月〇日発行版)　

　●小坂町役場ホームページ　→　移住・定住　→　新着情報　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　ハローワーク鹿角求人情報のご案内週刊求人情報（○／○発行）

◎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！

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形・
その他不問 05080- 2523801

総合職（一般事務・
営業）

5人

●総合農協業務で本所・各部門・各支所において以下の業務にあた
　っていただきます。
【営農・生活指導事業】農家の経営や生産技術の指導、子供達の食
　農教育活動
【販売・購買事業】農家組合員の皆さんが生産した作物を農家に代
　わって委託　販売。農作業に必要な生産資材をまとめて購入し農
　家に供給。自動車やトラクター等農業機械の販売や修理・整備
【信用事業】ＪＡバンク：お金を預かる貯金業務や資金を貸出す融資
　業務。
【共済事業】ＪＡ共済：農家組合員が出し合った資金で病気・事故・
　天災・火　事等に備える。ライフアドバイザーとしてお宅を訪問し
　保障プランを提案。

土日祝他 かづの農業協同組合

155,900円～190,500円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字下中島１
０－２５雇用期間の定めなし

34歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

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
必須 05080-  110811

ジョイタム　株式会社
180,000円～350,000円 その他

生産管理者

1人

●製造部管理者として下記の業務に従事していただきます
　・生産管理（生産予定表作成など）
　・その他、製造部門における業務
＊主に計算業務です
　計算の得意な方、数字に強い方歓迎
＊Ａターン者も含め、遠方からの応募も可能です
　（住宅手当も検討します）

日他

2人

●電子部品組立・検査・梱包業務に従事していただきます
　・電子部品の手組による組立作業
　・製品の外観検査（拡大鏡を使用）
　・製品の梱包作業
　　（段ボールに詰めた製品は３～４キロになります）
＊全て立ち作業です
＊短時間勤務（９～１６時）等希望の方、相談可！
＊常用雇用（雇用契約期間：６ヶ月毎）については、別途求人を
　公開しています。

土日他 アイデックス　株式会社
154,752円～154,752円 毎　週

秋田県鹿角市十和田山根字上
ノ平１

正社員 又は8時30分～17時30
分の間の8時間程度

雇用・労災

必須 05080-  243211

調理及び接客（店長
候補）

1人

●『鶏中華そば　だまや』において調理及び接客業務に従事して
　いただきます
　・ラーメンなどの調理（食材仕込みを含む）
　・お客様のオーダー受付
　・食器の片付け、店内外の清掃等
　・その他、附随する業務
＊ゆくゆくは、店長として店を切り盛りしていただける人材を
　求めています

木他 鶏中華そば　だまや
151,415円～180,000円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
中陣場８３－２雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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-  249911

資材管理

2人

●資材管理業務に従事していただきます
　・資材の受入及び倉庫内の資材搬入
　・スクラップの搬出
　　（資材やスクラップの重さは５～１０ｋｇ程です）
　・台車、ハンドリフター等のにて資材の運搬作業
＊増員による募集
＊短時間勤務（９～１６時）等希望の方、相談可！

土日他 アイデックス　株式会社
138,112円～138,112円 毎　週

秋田県鹿角市十和田山根字上
ノ平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

必須 05080-  250711

電子部品組立・検
査・梱包（アルバイ
ト）

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  248611

保育助手及び英語
指導

1人

●保育助手業務及び英語指導業務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）の保育助手業務
　・英語指導業務
　・遊びを通じて心身の健やかな発達をサポート等
＊保育士資格取得を目指している方、当事業所で働きながら、資格
　取得しませんか、指導致します！
＊英語の資格等がなくても応募可能です！
　英語が得意な方、園児に英語指導をやってみたい方等、是非
　ご応募ください！

土日祝他 株式会社　わんぱくはうす
162,000円～185,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字上花輪６
９－３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-  247311

資材購買

5人

●資材管理業務に従事していただきます
　・部品発注、受入、在庫管理、部品払い出し
　・部品管理
　・その他、付随する業務
＊パート勤務も可能です（時給８３０円～９００円）

日他 ジョイタム　株式会社
146,200円～206,400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

不問 05080-  246011

菓子販売兼製造ス
タッフ

1人

●菓子製造及び販売業務に従事していただきます
　・菓子製造
　・商品の袋詰め、ラベルシール貼り作業
　・商品の品出し及び陳列作業
　・配達（社用車（ＡＴ車）を使用、主に市内７ヶ所程度）
　・接客及び販売業務（菓子類の案内と商品の会計）
　・電話応対
　・片付け及び店内清掃等
　・その他、付随する業務

水他 菓子工房芳徳庵　中村芳民
137,280円～150,000円 毎　週

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
城ノ下１８－１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

不問 05010- 1967211

工場スタッフ（鹿角
市）

3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

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市
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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 6人

企業全体 2,066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

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

就業場所 25人
(1)9時00分～14時00分
(2)9時00分～15時00分 企業全体 25人
(3)10時00分～16時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 25人
(1)9時00分～15時00分
(2)10時00分～16時00分 企業全体 25人
(3)11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 15人

企業全体 4,200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 22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 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-  282911

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30分～17時00
分の間の4時間以上

雇用・労災

不問 05080-  277811

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7時00分～20時00
分の間の3時間以上

労災

あれば尚可 05080-  271011

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８
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 労災

不問 05010- 2266111

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 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- 2368111

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 又は8時30分～17時10
分の間の4時間以上

雇用・労災

あれば尚可 05080-  395911

裁断工

2人

●裁断業務に従事していただきます
　・縫製準備工程の生地を延反機、裁断機、またＣＡＭ（自動裁断
　　機）を使用してカットする作業
　・原反を延反し、型を置いて布を切る作業
　・その他、生地の運搬や補助作業等
＊主な製品は、婦人服のトップス、パンツ等です
＊未経験でも、一から丁寧に教えます

土日他 株式会社　ユニティ
825円～825円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字上中島１
０－１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8時30分～17時10
分の間の4時間以上

雇用・労災

あれば尚可 05080-  394611

縫製工・アイロン工

5人

●工業用のミシンを使用して縫製する作業やアイロン作業等に従事
　していただきます
　・ミシンを使用しての縫製作業
　・製品をアイロンする作業
　・裁断作業、その他縫製に関する各種作業
　・工場内の整理等清掃業務（雑務）
＊主な製品は、婦人服のトップス、パンツ等です
＊ミシン未経験でも、一から丁寧に教えます
　（ミシン使用の指導も行います）

土日他 株式会社　ユニティ
825円～825円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字上中島１
０－１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8時30分～17時30
分の間の4時間以上

労災

不問 05010- 2550711

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 又は13時00分～18時
00分の間の3時間

労災

不問 15010- 3910611

（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ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

秋田県鹿角郡小坂町
パート労働者 又は7時30分～19時30

分の間の4時間以上
雇用・労災

不問 02020- 1921611

店舗スタッフ【サン
デーホームマート小
坂店】 1人

〇商品の管理・発注・補充
〇チラシ商品や季節商品を使った売場づくり
〇自動釣銭機付きレジを使用した会計業務
〇店舗の床や陳列棚等の簡単な清掃
〇ＰＣを使用しての簡単な入力作業
※土・日・祝日勤務可能な方大歓迎！！
「働き方改革認定企業」

他 株式会社　サンデー
792円～972円 毎　週

青森県八戸市根城六丁目２２
番１０号雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所

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

※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 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

※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 38人

企業全体 68人

※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

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 80人
(1)18時00分～20時00分

企業全体 80人

※必要な経験

※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

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 14人
(1)16時00分～21時00分

企業全体 14人

※必要な経験パート労働者 労災

あれば尚可 05080-  332211

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

59歳
以下

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-  330711

フロント係　《急募》

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

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 雇用・労災

不問 05080-  313711

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 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 労災

不問 05080-  312111

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

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-  306811

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

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-  304111

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10分～17時05
分の間の4時間以上

雇用・労災

不問 05080-  300011

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

59歳
以下

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-  297011

ミシンオペレーター
（パート）

1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２
３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20分～17時10
分の間の5時間程度

雇用・労災

不問 05080-  296411

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２
３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・労災・健
康・厚生

不問 05080-  287511

世話人（こさかグ
ループホーム）

3人

●障がい者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（近隣のスーパー利用）

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
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

16 



※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 8人
(1)5時00分～9時00分
(2)9時00分～13時00分 企業全体 8人
(3)13時00分～18時00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

※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

企業全体 0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

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

※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

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

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

※必要な経験パート労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  375511

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9時00分～20時10
分の間の5時間以上

労災

不問 05080-  374211

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

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-  369011

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６
２－２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・労災

不問 05080-  368411

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９
２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・労災

不問 05080-  365811

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-  364711

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 又は9時00分～18時00
分の間の2時間程度

労災

不問 05080-  361611

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５
１－２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 労災

不問 05080-  356711

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５
６－５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-  345611

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

パート労働者 労災

あれば尚可 05080-  335011

調理員（パート）

1人

●利用者に提供する食事調理業務全般従事していただきます
　・献立を基に食事の調理業務
　・食堂への配膳業務
　・食器及び調理器具の洗浄
　・厨房の掃除、整理等
＊調理員４名で、約３０人分の食事を調理しています

他 株式会社優　ふくじゅ草
820円～820円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字高見田
５０－１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 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

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 15人

企業全体 27,000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

※必要な免許・資格 時給

就業場所 79人
(1)8時15分～17時10分

企業全体 92人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 4人

(1)11時00分～14時00分
企業全体 4人

※必要な経験

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-  382511

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、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

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-  379611

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８
２－１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

不問 05080-  378311

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８
８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-  377011

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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  376411

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を持つ（１０ｋｇ程度）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 労災

不問 05080- 2535301

接客（調理補助含）

1人

●当居酒屋において、接客（調理補助含）に係る業務に従事して
　いただきます
　・来店者の案内及びオーダー受け
　・簡単な盛付け、料理及び飲料の提供、配膳
　・飲食後の後片付け、食器洗浄等
　・会計業務（レジ操作）
　・その他附随する業務（店内の整理整頓、清掃等）
＊調理補助業務は、包丁を使用することは殆どありませんので
　盛付け等がメインです！
＊就業日数、相談可です（週２日希望や週６日希望等）！
＊興味がありましたら、気軽にご相談下さい！

日他 居酒屋　まちや

800円～850円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
毛馬内９－３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15分～17時10
分の間の4時間以上

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  142111

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
＊未経験者でも、丁寧に指導します
＊主に立ち作業です

日他 ジョイタム　株式会社
830円～900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

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

リーフレットを配布しております。もし、対応などでお困り場合は、「総合労働相談コーナー」をご利用下さい。

コ ー ナ ー 名

〒０１７-０８９７
0186-42-4033 大館総合労働相談コーナー

慣行を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

　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

しまいます。

が増加しています。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

　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

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
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ビジネスパソコン科（鹿角）

募集期間：２月４日～２月２４日

《ハロトレ情報》

現在、募集を行っている職業訓練です。（原則、雇用保険受給者以外の無業者の方）

二次元コードを携帯で読み込んでいただくと、募集のチラシがご覧いただけます。

※上記以外に雇用保険受給者を対象としたコースもありますので、詳しくは最寄りのハローワークへ お尋ねください。
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