
（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 38人
(1)8時00分～16時30分

企業全体 3,200人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

交替制あり 就業場所 58人
(1)8時00分～17時00分
(2)9時00分～18時00分 企業全体 697人
(3)7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 35人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 35人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 19人
(1)9時00分～18時00分

企業全体 95,000人

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05030-  822011

介護支援専門員（ニ
チイケアセンター鹿
角） 1人

◆介護支援専門員として下記の業務に従事して頂きます
◎ケアプランの作成、認定調査等
◎ケアカンファレンス（パソコンで作成）、ケアマネージャー業務全般
＊ユニフォームは貸与します
＊就業前後も充実の体制でサポートします
＊月に１度、秋田支店にてケアマネージャー会議があり情報交換
　（共有）ができます

他 株式会社　ニチイ学館　秋田支
店　大館営業所介護支援専門員（ケアマ

ネージャー）
201,850円～206,850円 その他

パソコン［ワープロ］可 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-  447511

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（※別途求人公開中）
　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

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

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-  456411

生活支援員（はなわ
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
　・当センターの在宅・グループホーム利用者の日中活動支援
＊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）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

◎ 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）

正社員以外 公災・健康・厚生

あれば尚可 05031-  375511

中学校の数学講師
（臨時）【鹿角市】

1人

◆中学校の数学の教員
＊教科指導
＊生徒指導
＊その他付随する業務
※熱意を持って生徒に寄り添った指導を行っていただきます
※学級担任となる場合もあります
【契約更新について】
＊更新は６ヶ月契約（Ｒ３年１０月１日～Ｒ４年３月３１日）となりますが
　次年度も更新の可能性があります。

土日祝 秋田県教育庁北教育事務所
175,204円～290,059円 毎　週

秋田県北秋田市鷹巣字東中岱
７６－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問

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

◎ 3/12（金）10：30～　㈱大寿　ショートステイ大寿十和田

◎ 3/26（金）10：00～　ニプロファーマ㈱大館工場

◎ 3/18（木）10：30～　新化食品㈱花輪工場

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）

◎ 3/23（火）10：30～　医療法人 恵愛会

◎ 3/17（水）10：00～　社会福祉法人 花輪ふくし会

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（２月１２日～２月１７日受理分)  ２月１９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。

　※次回発行日は２月２６日（金）です。

◎鹿角市役所・小坂町役場のホームページからも週刊求人情報、求職活動支援講習日程表がご覧頂けます！

　　→→→　市役所・役場のホームページ内の掲載場所については、この週刊求人情報の３ページに記載しております。

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」

※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 13人

企業全体 750人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 19人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 32人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

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 時給

就業場所 2人

企業全体 2人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 2人

企業全体 2人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

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 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 8人

(1)8時30分～17時30分
企業全体 8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 月給

就業場所 35人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 35人

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  152811

生産管理

1人

●生産管理業務に従事していただきます
　（主にパソコンを使用した業務の為、デスクワークとなります）
　・生産スケジュール管理
　　生産計画、工程表・作業指示書作成、進捗管理など
　・パソコンでのデータ入力作業
　・関連書類作成など
＊未経験者歓迎します
　（先輩社員の指導あり。丁寧に教えます）
　（経験者の場合、年齢制限条件緩和可。気軽にご相談下さい）

日祝他 東邦工業　株式会社
170,000円～220,000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

50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

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
～50
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

不問 05080-  439511

事務員

1人

●事務業務全般に従事していただきます
　・電話、接客応対
　・各種文書作成、会計ソフトへ入力
　・受注、納品伝票、見積書、請求書の作成
　・銀行への出納業務
　・入金、振替伝票の起票等
　・帳簿への記載等
　・他、付随する業務
＊文書作成や会計ソフトへの入力等パソコンを使用します
＊事務業務担当者２名体制の為、指導及び分担します

日他 株式会社　角昌機械店
136,275円～180,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字中花輪１
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-  436711

総合職（観光、旅
行、販売、飲食）

1人

●『道の駅かづの「あんとらあ」』にて観光、旅行、販売、飲食業務に
　従事していただきます
　・予約、受付業務（メール・電話・ＦＡＸによる）
　・売店における接客販売（商品受発注等）
　・観光物産事業（特産物ＰＲ、情報発信）、通販事業
　・団体客見学者の施設案内業務
　・イベント時の対応業務
　・レストランでの案内、給仕、会計等の接客
　・２階団体食堂での配膳や片づけ
★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！

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-  435111

倉庫担当

1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
　・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　
　《　急募　》

土日祝他 新化食品株式会社　花輪工場
136,000円～136,000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

正社員以外 又は6時00分～21時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  445811

接客係（住込）

1人

●接客応対業務全般に従事していただきます
　・お客様の客室へのご案内等
　・フロントおよび食堂等での接客
　・電話応対業務
　・売店業務
●他の部所への応援業務
　・厨房、食堂の手伝い（料理の盛付け、配膳、後片付け）
　・館内および客室の清掃業務
＊雇用期間は、状況により前後する場合があります

他 株式会社　ふけのゆ（蒸ノ湯）

大型自動車免許
144,560円～179,600円 その他

秋田県鹿角市八幡平字沼田９
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 又は6時00分～21時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  444711

調理補助係（住込）

1人

●板前の指示により、調理補助を担当していただきます
　・惣菜等の加工調理
　・料理の盛付け
　・配膳作業
　・食事後の後片付け、食器の洗浄（手洗い、機械洗い）
　・厨房及び食堂の清掃等
●他の部所への応援業務
　・館内および客室の清掃業務、売店業務等
＊雇用期間は、状況により前後する場合があります

他 株式会社　ふけのゆ（蒸ノ湯）

大型自動車免許
144,560円～179,600円 その他

秋田県鹿角市八幡平字沼田９
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-  441611

成形作業員

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
150,000円～200,000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

50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 05080-  440311

裁断工および生産
管理

1人

●裁断工および生産管理業務に従事していただきます
　・各種メリヤス、カットソー製品の裁断
　　延反機、裁断機を使用したカット作業
　　原反を延反し、型を置いて布を切る作業
　・重量物を取り扱う作業あり
　　（１０～２０Ｋｇ程度の生地の束を持ち運ぶ作業）
　・生産管理事務
　　製造工程の管理、製品の品質管理

日祝他 株式会社アトリエティアンドティ
鹿角工場137,000円～180,000円 その他

秋田県鹿角市八幡平字沼田６
２－１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 又は8時30分～19時30
分の間の8時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

必須 24020- 1106511

【請】公共図書館ス
タッフ

1人

＊窓口での貸出・返却・予約・リクエスト・レファレンス対応
＊イベント企画・運営、展示作成、計画書・報告書作成
＊パートスタッフの管理
＊司書資格必須、図書館勤務経験者優遇
司書資格のある方なら、図書館勤務経験が無くても、応募受付致し
ます。
詳細は、ハローワーク窓口でお尋ねください。

他 株式会社　リブネット

司書
190,000円～190,000円 毎　週

三重県伊勢市楠部町乙１３５番
地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

2 



※必要な免許・資格 月給

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

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

　●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

変形（1年単位） 就業場所 80人
(1)21時45分～7時45分
(2)17時00分～7時45分 企業全体 80人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 23人
(1)8時30分～16時45分

企業全体 111人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 23人
(1)12時00分～18時00分
(2)6時00分～9時00分 企業全体 111人
(3)15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 23人
(1)8時30分～16時45分

企業全体 111人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 5人

(1)17時30分～0時00分
企業全体 5人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 22人

企業全体 1,350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 又は18時00分～22時
15分の間の4時間程度

雇用・労災

不問 02010- 2227511

店内販売員（鹿角
花輪店／パート）

1人

・接客販売
・レジ操作
・品出し
・その他の関連する業務

他 株式会社　丸大サクラヰ薬局
（ハッピー・ドラッグ、ハッピー調
剤薬局）

810円～810円 その他

青森県青森市三内玉作２－７２
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 労災

不問 05080-  455511

ホール係（調理補助
を含む）

1人

●当店においてホール係（調理補助業務含む）として
　下記の業務に従事していただきます
　・お客様の案内
　・注文受付、飲食物の提供、後片付け
　・テーブル及び店内の清掃
　・清算レジ業務
　・調理補助（盛り付け等）
　・食器の洗浄
＊就業時間及び就業日数等、相談可です！　
　≪　急募　≫

火他 平和軒
800円～800円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字下花輪８
－２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・公災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  454211

自動車運転等（会
計年度任用職員）

2人

・公用車の運転業務（パソコンによる日程入力等あり）
・公用車の管理、整備（点検、修理等の日程調整等）
・車庫の整理
＊週４日の勤務です
＊応募者５名になり次第、または２／２６（金）１５時に締め切ります

土日祝他 鹿角地域振興局

中型自動車免許
806円～830円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字六月田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・公災・健
康・厚生

不問 05080-  453811

庁務員（会計年度
任用職員）

1人

●庁舎管理業務
　・庁舎玄関の解錠・施錠
　・軽微な修繕
　・敷地内の清掃、除雪（重機作業以外の部分）
　・植栽管理（除草、冬囲い等）
　・その他、上司の指示による付随する業務
＊応募者３名になり次第、または２／２６（金）１５時に締め切ります

土日祝他 鹿角地域振興局
806円～830円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字六月田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・公災・健
康・厚生

必須 05080-  452711

道路監理補助員
（会計年度任用職
員） 1人

●道路監理に関する以下の補助業務
　（当振興局建設部に所属）
　・管内道路の巡回・点検に関する業務
　　（公用車を運転してパトロールを行う）
　・帰庁後の巡回点検結果報告業務
　　（パソコンを使用）
　・その他、上司の指示による付随業務
＊週４日の勤務です
＊応募者３名になり次第、または２／２６（金）１５時に締め切ります

土日祝他 鹿角地域振興局
806円～830円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字六月田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

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
以上

就業場所 秋田県鹿角市
パート労働者 労災

あれば尚可 05080-  451111

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2478501

運行業務補助兼営
業（運行管理見習
い） 1人

●運行管理業務の補助等の業務に従事していただきます
　・運行管理に係わる補助業務
　・車両、備品等の管理
　・荷主への営業・対応
　・パソコン入力
　・その他付随する業務
※入社後はトラックに同乗し一連の業務を把握していただきます
　必要な資格等は会社で取得できます（補助あり）

日祝他 丸佐運送　合資会社
172,100円～265,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字上中島３
５－１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-   52611

金型製作

1人

●金型製作業務に従事していただきます
　・金型の仕上げ磨き、修理等
　（紙やすり等で表面のざらつきをとる作業、型の調整修理等）
　・工作機械での金属加工等
　（ワイヤー加工機での金属を削る作業等）
　・ＣＡＤによる製図作成
＊ＣＡＤ操作も含めて未経験の方でも丁寧に指導しますので、
　ご安心ください
　ワイヤー加工機械経験者、歓迎します

日祝他 東邦工業　株式会社
170,000円～220,000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

50歳
以下

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

792円～990円 その他

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

ナイトスタッフ（アル
バイト）

1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）
　・内巡回、夜間の施錠、開錠管理
＊簡単なパソコン入力作業があります
＊月６～９日の勤務です

他 株式会社　ホテル鹿角

※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 17人

企業全体 1,350人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 35人
(1)9時00分～15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 19人
(1)8時30分～17時30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 96人
(1)18時10分～22時10分
(2)19時10分～22時10分 企業全体 3,500人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 23人

(1)8時30分～16時45分
企業全体 111人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 23人
(1)8時30分～16時45分

企業全体 111人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 44人
(1)7時10分～13時40分
(2)10時25分～16時55分 企業全体 3,200人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 21人

(1)10時00分～16時00分
企業全体 21人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 21人

(1)10時00分～16時00分
企業全体 21人

※必要な経験パート労働者 又は9時00分～18時00
分の間の4時間以上

雇用・労災

不問 05080-  438211

調理（調理補助）・
食器洗浄【そば処、
団体食】 2人

●「そば処」での調理や団体食の調理補助等に従事していただき
　ます
　・そば処の食材の下準備等の簡単な調理業務、料理の提供
　・食器類の洗浄及び厨房の掃除
　・団体食の盛り付け等の配膳準備
　・団体食の下げ膳（食器洗浄を含む）
●繁忙時、修学旅行生の体験学習（キリタンポづくり体験等）の
　補助や添乗員への食事の提供（配膳）等
＊雇用期間は、状況により前後する場合があります
※土日だけの勤務や繁忙時だけのアルバイト希望も可。
　就業時間や勤務日数は相談に応じますので、気軽にご相談下さい
　（週２０時間を超える場合、雇用保険加入）

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」】800円～800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～18時00
分の間の4時間以上

雇用・労災

不問 05080-  437811

調理補助【厨房】

2人

●調理部門において、調理補助や食器洗浄等に従事していただき
　ます
　・食材の下準備、団体食の盛り付け等の調理補助
　・お膳のセット、片付け
　・食器、調理器具の洗浄及び厨房の掃除
●繁忙時、修学旅行生の体験学習（キリタンポづくり体験等）の
　補助、添乗員への食事の提供（配膳）等
＊雇用期間は、状況により前後する場合があります
※土日だけの勤務や繁忙時だけのアルバイト希望も可。
　就業時間や勤務日数は相談に応じますので、気軽にご相談下さい
　（週２０時間を超える場合、雇用保険加入）

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」】800円～800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-  434911

非常勤技師（会計
年度任用職員）

1人

●校舎内外において、環境整備を担当していただきます
　・施設、設備の修繕
　・草刈、植木の手入れなど
　・清掃
　・その他、上司の指示による業務
＊応募書類提出期限：２月２５日（木）１２：００必着
　（※応募状況により２月２５日以前に締め切る場合があります）

土日祝他 秋田県立花輪高等学校
806円～961円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字明堂長根
１２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-  443111

屋外広告物監視員
（会計年度任用職
員） 1人

●屋外広告物に関する以下の補助業務
　（当振興局建設部に所属）
　・管内屋外広告物の巡回・点検に関する業務
　　（公用車を運転してパトロールを行う）
　・帰庁後の巡回点検結果報告業務
　　（パソコンを使用）
　・その他、上司の指示による付随業務
＊週４日の勤務です
＊応募者５名になり次第、または２／２６（金）１５時に締め切ります

土日祝他 鹿角地域振興局
806円～830円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字六月田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・公災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  442911

若者定着支援員
（会計年度任用職
員） 1人

１）企業訪問（当振興局管内）
　・求人（高卒、学卒、Ａターン）の開拓
　・高校生、大学生等のインターンシップ受入企業の開拓
　・県等が運営する就職情報サイトへの登録勧奨
　・若者の県内定着に関する県事業の情報提供
２）高校訪問（当振興局管内）
　・県内企業の採用情報・インターンシップ情報の提供
　・就職担当教員との情報交換
３）その他、上司の指示による付随する業務
＊週４日の勤務です
＊応募者５名になり次第、または２／２６（金）１５時に締め切ります

土日祝他 鹿角地域振興局

891円～1,117円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字六月田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-  450911

ナイト部門担当（４時
間パートナー又は３
時間アルバイト） 1人

●販売に係る業務に従事していただきます
　・商品の品出し業務
　・商品の値下げ業務（シール貼り）
　・その他、レジや閉店業務の応援等あり
＊３時間アルバイトの場合は、月７０時間以内の勤務となります
＊パートナー社員の場合、１８時以降割増あり
　（１８時～８９０円、１９時～９３０円）

他 いとく花輪店（株式会社　伊徳）
850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 労災

あれば尚可 05080-  449011

看護師（正・准）

1人

●デイサービスセンター「オアシス」の利用者１８人の看護業務
　及び介護業務に従事していただきます
　・看護業務全般
　　健康管理及び処置、薬の管理等
　・介護業務全般
　　食事の介助、排泄の介助等
＊月５～１０日程度の勤務となります（勤務日数相談可です）

日他 有限会社　プラントス

看護師
1,000円～1,000円 その他

准看護師 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

パート労働者 雇用・労災

不問 05080-  448411

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
＊フルタイム求人も別途公開中です

日祝他 東邦工業　株式会社
792円～850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

59歳
以下

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～22時00
分の間の4時間程度

雇用・労災

不問 02010- 2229011

店内販売員（鹿角
毛馬内店／早中番
パート） 1人

・接客販売
・レジ操作
・品出し
・その他の関連する業務

他 株式会社　丸大サクラヰ薬局
（ハッピー・ドラッグ、ハッピー調
剤薬局）

810円～810円 その他

青森県青森市三内玉作２－７２
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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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

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

《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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