
（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

変形（1年単位） 就業場所 1人
(1)8時00分～17時20分

企業全体 47人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 28人
(1)9時00分～18時00分
(2)11時00分～20時00分 企業全体 28人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 28人

(1)9時00分～18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 28人

企業全体 28人

※必要な経験

◎ 3/12（金）10：30～　㈱大寿　ショートステイ大寿十和田

正社員以外 又は6時00分～22時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  428711

庶務係

2人

●当ホテルの庶務全般に係る業務
　・来館者の接客業務とお客様の送迎業務（休屋周辺）
　・厨房において調理補助と、食器及び調理器具等の洗浄
　・ホテル館内清掃、客室の布団敷き業務
　・その他、付随する業務　　　　
＊制服貸与　＊食事補助あり　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
＊雇用期間は、状況により前後する可能性があります

他 十和田ホテル　株式会社
150,000円～170,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080-  427111

総務・経理担当

1人

●総務及び経理事務業務全般に従事していただきます
　・総務事務
　　人事関係、給与計算、各種保険等手続き関係　等
　・経理事務
　　精算、出納業務等
　・備品管理及び受発注業務
　・パソコンによるデータ入力
＊制服貸与　＊食事補助あり　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
＊雇用契約は、４／１～３／３１の年度毎更新となります

他 十和田ホテル　株式会社

パソコン［ワープロ］可
150,000円～180,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  426911

予約係

1人

●当ホテルへの電話等による予約の受付や問い合わせを担当して
　いただきます
　・手配書やリストの作成など予約に関する業務
　・営業に付随する資料の作成（パソコンを使用）
　・予約データの入力等
　・チェックイン、チェックアウト等のお客様対応
＊制服貸与　＊食事補助あり　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
＊雇用契約は、４／１～３／３１の年度毎更新となります

他 十和田ホテル　株式会社
150,000円～180,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山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

雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市
正社員 雇用・労災・健

康・厚生・財形
あれば尚可 05020-  774811

◎営業所にて、バックホウ・ローダー等の整備、点検業務に従事して
　頂きます。
〇建設現場等に出向いて、整備及び点検をすることがあります。
　（社用車を使用します。）
＊整備経験者及び有資格者（建設機械整備士・自動車整備士）を
　優遇します。

日他 幸和リース　株式会社

２級建設機械整備技能士
160,000円～218,000円 なし

三級自動車整備士 秋田県能代市浅内字横道１９
－１

　※次回発行日は２月１９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。

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」

◎ 3/ 8（月）10：30～　㈱玉川温泉

◎ 3/26（金）10：00～　ニプロファーマ㈱大館工場

専門職（重機エンジ
ニア）［鹿角営業所］

1人

◎ 2/19（金）10：30～　新化食品㈱花輪工場

◎ 3/ 9（火）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）

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（２月４日～２月１０日受理分)  ２月１２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

※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 28人
(1)20時00分～8時00分
(2)23時00分～10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 28人

企業全体 28人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 28人

企業全体 28人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 28人

企業全体 28人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 28人

企業全体 28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15分
企業全体 30人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 8人

(1)8時30分～17時15分
企業全体 35人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 8人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 35人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 1人

(1)8時30分～17時15分
企業全体 35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
※必要な経験正社員 雇用・労災・健

康・厚生・財形
不問 15070- 1590811

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。
＊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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  423011

果実酒製造

1人

●小坂七滝ワイナリーにおいてワインの製造及び補助及び販売業務
　に従事していただきます
　・ワイン製造補助作業（仕込み～瓶詰め）
　・原料等注文～在庫管理
　・製品搬送（製造所から倉庫への移動）
　・施設管理（掃除、整理整頓など）
　・イベント時の対応（準備、物販など）
　・施設見学予約管理～電話対応等
　・その他、運営に関わる業務
＊体調万全で、仕事に意欲がある方を希望します

土日他 小坂まちづくり　株式会社
137,800円～137,800円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字古館４８－２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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  422411

販売・接客

1人

●小坂鉱山事務所内の売店にて特産品販売に係わる業務に従事
　していただきます
　（店頭・通信販売、商品陳列・発送、仕入～在庫管理など～
　・レジ操作（会計業務）
　・接客～商品案内、電話対応
　・ドレスレンタル業務（お客様の着替え補助）
　・イベント時の売店業務
　・その他、売店・販売に関わる業務（片付け、掃除など）
＊体調万全で仕事に意欲のある方を求めます

他 小坂まちづくり　株式会社
131,440円～137,800円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字古館４８－２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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  421511

芝居小屋管理運営
担当

2人

●康楽館における運営（常打芝居、イベント開催、売店事業）に
　関わる業務に従事していただきます。
　・舞台係
　　（常打公演、貸館等の舞台裏方作業、スポットライト操作等）
　・接客、お客様の施設案内（ガイド）、電話対応
　・売店業務
　　（客席内での飲料・お土産品販売あり）
　・その他、管理運営に関わる業務
　　（大幟の管理、清掃、宣伝活動等）
＊舞台業務は体力を必要とします。体調万全で仕事に意欲のある方
　を希望します。

他 小坂まちづくり　株式会社

131,440円～137,800円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字古館４８－２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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  420211

介護支援専門員
（嘱託職）

1人

●当社会福祉協議会内の地域包括支援センター又は居宅介護支援
　事業所において、要支援・要介護認定者及びその家族からの相談
　を受け、介護サービスのケアプランを作成し、自治体や他の介護
　サービス事業者との連絡調整等の業務に　従事していただきます
　・来所者の相談援助並びに電話等による相談援助
　・パソコン操作による事務処理（文章及び資料等の作成）
　・地域への戸別訪問に係る相談業務
　　（公用車（軽ＡＴ車、普通ＡＴ車）を使用）
　・その他、福祉に関する附随業務
＊雇用開始：令和３年４月１日～
＊更新は、年度毎更新です

土日祝他 社会福祉法人　鹿角市社会福
祉協議会介護支援専門員（ケアマ

ネージャー）

176,750円～176,750円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字下花輪８
６－２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

正社員以外 又は6時00分～22時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  433611

サービススタッフ

2人

●レストラン、宴会場でのサービス・接客業務に従事
　・開店前の準備、テーブルセッティングや片付け、
　　閉店作業等
　・お客様のご案内、ドリンクオーダー取り、料理・飲物の
　　提供業務
＊制服貸与　＊食事補助あり　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
＊雇用期間は、状況により前後する可能性があります
＊契約社員【１年毎更新／条件あり（冬期間、関東方面のグループ
　会社での勤務が可能であること）も求人別途公開中

他 十和田ホテル　株式会社
150,000円～180,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員以外 又は6時00分～22時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  432311

フロントスタッフ

2人

●当ホテルのフロント業務全般を担当していただきます
　・チェックイン、チェックアウトに伴う接客サービス業務
　・予約受付及び電話応対業務
　・施設を使用されるお客様の案内業務等
＊制服貸与　＊食事補助あり　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
＊雇用期間は、状況により前後する可能性があります
＊契約社員【１年毎更新／条件あり（冬期間、関東方面のグループ
　会社での勤務が可能であること）】も求人別途公開中

他 十和田ホテル　株式会社
150,000円～180,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員以外 又は6時00分～22時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  431011

サービススタッフ（マ
ネージャー候補）

1人

●レストラン、宴会場でのサービス・接客業務に従事
　・開店前の準備、テーブルセッティングや片付け、閉店作業等
　・お客様のご案内、ドリンクオーダー取り、料理・飲物の提供業務
◎マネージャー（管理職）候補も募集しています
　・シフト作成、売上管理、お客様の座席の振り分け等、
　　マネジメント業務
＊制服貸与　＊食事補助あり　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
＊雇用期間は、４／１～３／３１の年度毎更新となります

他 十和田ホテル　株式会社
190,000円～250,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員以外 又は6時00分～22時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  430411

フロントスタッフ（マ
ネージャー候補）

1人

●当ホテルのフロント業務全般を担当していただきます
　・チェックイン、チェックアウトに伴う接客サービス業務
　・予約受付及び電話応対業務
　・施設を使用されるお客様の案内業務等
◎マネージャー（管理職）候補も募集しています
　・シフト管理、スタッフ育成、売上管理等ホテルの運営、
　　マネジメント業務
＊制服貸与　＊食事補助あり　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
＊雇用期間は、４／１～３／３１の年度毎更新となります

他 十和田ホテル　株式会社
190,000円～250,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  429811

ナイトフロント係

1人

●当ホテルのフロント業務全般を担当していただきます
　・チェックイン、チェックアウトに伴う接客サービス業務
　・予約受付及び電話応対業務
　・施設を使用されるお客様の案内業務等
　・夜間警備および緊急時の対応等
＊夜間は３人体制となります
＊制服貸与　＊食事補助あり　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
＊雇用期間は、状況により前後する可能性があります

他 十和田ホテル　株式会社
165,000円～190,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

2 



※必要な免許・資格 月給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 21人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 658人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 5人

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 80人
(1)7時00分～11時15分
(2)8時30分～12時15分 企業全体 151人
(3)8時30分～17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 19人
(1)8時00分～17時30分

企業全体 19人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 11人
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分 企業全体 31人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 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

(3)9時30分～18時30分
※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 8人
(1)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)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

交替制あり 就業場所 116人

(1)8時30分～17時30分

(2)8時00分～17時00分 企業全体 153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 27人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 27人

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  407311

事務員

1人

●当社においてゴミ収集事業に伴う事務業務に従事して
　いただきます
　・伝票作成、取引先実績入力（パソコンを使用）
　・電話応対、来客応対
　・取引先事業所へゴミ袋配達（社用車の軽ワゴンＡＴ車使用）
　・社内清掃
　・ゴミ収集車の助手（年に数回、お願いする場合があります）
　・その他、付随する業務

日他 有限会社　ホクセイ
133,056円～147,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字高沢６－
１雇用期間の定めなし

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-  406011

倉庫担当

2人

●倉庫での搬入・搬出作業業務に従事します
　・食品の原材等の倉庫管理
　・生産ラインへ原材料の供給業務
　（原材料の供給にはフォークリフトを使用します）
　・食品の出荷及び荷受に係る業務
　・倉庫の維持管理業務　　　　　　　　　　　　　　　
　・棚卸及び在庫管理業務等
＊業務の状況により、工場内の作業（製造に係る作業）を
　行う場合もあります
※採用後にフォークリフト運転技能者資格を取得していただきます
　（費用会社負担）
※フォークリフト運転技能者有資格者は、年齢緩和可能です！

土日祝他 新化食品株式会社　花輪工場

151,000円～195,000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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  419111

ＷＥＢデザイナー

1人

●ＷＥＢサイトの制作や更新運用
　・お客様は大手企業から地方自治体まで
　　様々な制作案件にチャレンジできます
●自社メディア「ＳＣＯＯＰ（スコップ）」の運用にも
　携わります
＊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

土日祝他 株式会社ファストコム　鹿角オ
フィス135,000円～160,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字下花輪３
３－１【鹿角市まちなかオフィス
Ｂ】

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-  418911

事務職（パソコンを
使った資料作成など
のデスクワーク） 2人

パソコンを使った資料作成などの事務をお任せします。
パソコンが得意な方はもちろん、不慣れな方でも研修でお教えします
事務職や建築業界に初めて関わるという方もご安心ください。
○札幌、関東、東海、大阪、福岡エリアで活躍する建助事業部の
　営業が使用する各種資料の作成
○テレワークでの作業進捗の管理や、ライフラインの申込など営業の
　サポート業務

水日祝他 株式会社ファストコム　鹿角オ
フィス135,000円～160,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字下花輪３
３－１【鹿角市まちなかオフィス
Ｂ】

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-  415011

工場排水処理設備
管理及び機械設備
保全・環境保全員 1人

●当社において工場施設設備管理業務に従事していただきます
　・工場排水処理設備の管理業務
　　嫌気性処理設備及び好気性処理設備の管理
　・機械設備保全
　　メンテナンス、点検、部品交換等（貫流ボイラ、ガスボイラ含む）　
　・環境保全業務
　　工場及び構内廃棄物等の搬出作業
　　構内環境保全作業
＊経験がなくても丁寧に指導します！
　《　急募　》

土日祝他 新化食品株式会社　花輪工場
151,000円～195,000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

不問 05080-  414411

製造工場作業員
（釜場担当）及び農
作業 1人

●製造工場内での製造業務
　・野菜スープ製造の釜場作業
　・釜場の清掃作業
　・仕込み作業（製造前日）
　・収穫した野菜の泥や葉っぱ落とし
●農作業（※６～１１月はこちらの業務が増えます）
　・野菜（大根・人参・ゴボウ等）の収穫等
　・草取り等の農作物の管理業務
＊農業に興味のある方歓迎します

日祝他 しらかば農園
160,000円～182,000円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字柏
木新田１１－１５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-  413511

営業

1人

●鹿角・大館を中心に、一般住宅の建築やリフォームに関する企画・
　営業・顧客管理、拝見会での接客、各種調査、資料作成等に従事
　していただきます。
＊お客様のライフスタイルに合わせ、ベストなご提案を心掛け、夢を
　形にするやりがいのあるお仕事です
※業務には私用車を使用します。（ガソリン代別途支給）

日他 株式会社　田中建設
170,000円～300,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字大川添２
６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・財形

不問 05080-  410711

介護職員（鹿角中
央病院）

1人

●当病院へ入院している患者の介護に係る業務全般に従事して
　いただきます
　・入院患者の食事に係る介助業務、衣類の着替え介助
　　入浴の介助、排泄等に係る介助業務
　・その他入院患者のお世話等
＊夜勤なしの勤務も相談に応じます
　パート勤務希望の場合は、時間はフルタイムと同じですが、
　就労日数を少なくすることが可能です
　（但し、雇用形態は契約社員となります）

他 医療法人恵愛会　鹿角中央病
院

介護福祉士
164,000円～217,000円 その他

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 又は8時00分～18時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05010- 3369811

レンタカー業務（鹿
角店）

1人

○レンタカー業務（受付・接客）
　・電話、インターネットによる予約受付
　・フロントでの契約内容説明、お客様の免許証確認等
　・引渡し前の車両説明、返却時の車両確認等
○レンタカーバックヤード業務
　・納車　・引き取り
　・洗車　・段取り　・開店業務

他 株式会社　トヨタレンタリース秋
田160,000円～200,000円 その他

秋田県秋田市川尻町字大川反
２３３－４９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 02080-  464811

飼育管理スタッフ
（鹿角農場）

3人

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

他 インターファーム　株式会社
158,240円～204,210円 その他

青森県上北郡おいらせ町松原
一丁目７３－１０２０雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

3 



※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

変形（1年単位） 就業場所 10人

(1)9時30分～18時00分
企業全体 116人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 10人
(1)9時30分～18時00分

企業全体 116人

※必要な経験

※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

　●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）

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 8人

(1)14時00分～18時00分

(2)8時00分～13時00分 企業全体 130人

(3)13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 96人
(1)8時30分～16時15分

企業全体 130人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

交替制あり 就業場所 19人
(1)9時00分～16時30分
(2)9時30分～17時00分 企業全体 68,479人

※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

◎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！

パート労働者 雇用・公災・健
康・厚生

不問 05080-  408611

道路管理作業員

1人

●道路管理業務に従事していただきます
　・市道及び河川のパトロール、舗装の穴埋め、倒木処理等
　・その他、所属長の指示に基づく業務

土日祝他 鹿角市役所
972円～1,197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8時30分～17時15
分の間の6時間程度

雇用・公災・健
康・厚生

必須 05080-  411811

一般相談員（申請
相談員）

3人

（１）助成金申請書の審査等に関する支援業務
　　助成金の審査や支給決定における支援業務（申請の受付記録、
　　申請書類の保管、申請書類の形式的な確認等）を行う。
（２）助成金に関する相談業務
　　助成金申請窓口において、助成金に関する簡易な相談や電話で
　　の応答を行う。

土日祝 秋田労働局（鹿角公共職業安
定所）1,130円～1,306円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字荒田８２
－４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・公災・健
康・厚生

不問 05080-  425611

納税相談員【会計
年度任用職員】

1人

●町民課税務班にて下記の業務に従事していただきます
　・町税等の徴収業務
　・納付相談業務
　・他、上司の指示による付随する業務
＊応募受付期間：２／１０（水）～２／２４（水）まで

土日祝他 小坂町役場
891円～891円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
谷地４１－１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 雇用・労災

不問 05080-  424311

放課後児童支援員
【会計年度任用職
員】 1人

●放課後、児童の見守り・生活支援や指導に従事します
　・放課後の児童の安全な場所として、配慮しながら遊びや勉強の
　　サポートをします
　・その他、学童保育関係に付随する業務
＊通常時と長期休業の間で週の所定労働日数が異なります
　通常時：週５日程度、長期休業中：週４日程度
※長期休業日（夏、冬、春季）
　夏季：７／２３～８／２４　冬季：１２／２６～１／１３
　春季：３／２２～３／３１
＊応募受付期間：２／１０（水）～２／２４（水）まで

日祝他 小坂町役場
891円～919円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
谷地４１－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

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
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

必須 05010- 3240611

サービススタッフ【自
動車整備士】（県北
地域） 3人

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

月他 秋田三菱自動車販売　株式会
社

二級自動車整備士
157,000円～202,500円 その他

８トン限定中型自動車免
許

秋田県秋田市川元開和町４－
１７雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05010- 3236811

営業スタッフ（県北
地域）

3人

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

月他 秋田三菱自動車販売　株式会
社８トン限定中型自動車免

許
160,000円～186,600円 その他

秋田県秋田市川元開和町４－
１７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 22020- 3407511

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

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 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 6人
(1)8時30分～15時30分
(2)17時15分～20時00分 企業全体 6人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 4人
(1)7時00分～9時00分
(2)17時00分～21時00分 企業全体 607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 447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 108人
(1)8時30分～15時00分

企業全体 108人

※必要な経験

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-  685211

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- 3213411

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 労災

不問 05010- 3425411

警備員（日曜日のみ
／かづの農業協同
組合） 1人

○「かづの農業協同組合」建物内における警備業務に従事して
　いただきます。
　・建物の巡回
　・鍵の施錠　等
＊日曜日のみ、６時間の勤務です。
＊年度毎の契約更新があります。
＊６０歳以上の方の応募もお待ちしております。

月火水木金土祝 厚生ビル管理　株式会社
800円～800円 毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町６
－１６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

パート労働者 又は8時30分～20時00
分の間の8時間程度

労災

不問 05080-  404511

弁当の製造販売・接
客・配達係

1人

●弁当の製造、販売に係る業務に従事していただきます
　・持ち帰り弁当の製造販売
　・来店者の案内等、接客（レジ等の対応）
　・お客様の注文弁当の配達
＊弁当の配達には社有車（普通車）を使用していただきます
＊土曜・日曜・祝日のいずれか勤務可能な方を希望します
※働いて頂ける方の状況に合わせ、時間帯の調整や勤務日数等、
　ご希望に添えるよう幅広くご相談に応じますので、気軽にご相談
　下さい

他 かまどや　にこにこ店
795円～800円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字扇ノ間２
－４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・公災

不問 05080-  409911

道路管理作業員

1人

●道路管理業務に従事していただきます
　・市道及び河川のパトロール、舗装の穴埋め、倒木処理等
　・その他所属長の指示に基づく業務

土日祝他 鹿角市役所
972円～1,197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 雇用・労災・健
康・厚生

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
850円～850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

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

《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。

ビジネスパソコン科（鹿角）

募集期間：２月４日～２月２４日
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