
（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 時給

交替制あり 就業場所 1人
(1)9時30分～19時30分

企業全体 1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 74人
(1)9時00分～19時00分
(2)8時00分～18時00分 企業全体 74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

◎ 5/28（金）10：30～　㈱伊徳（いとく鹿角ショッピングセンター・花輪店）

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

◎ 6/14（月）10：00～　㈱リーテックス 鹿角工場

◎ 6/15（火）10：30～　㈱男塾 大館営業所

◎ 6/16（水）14：30～　秋北バス㈱

◎ 6/17（木）10：00～　ニチイケアセンター鹿角（ニチイ学館㈱）

◎ 6/22（火）10：30～　医療法人 恵愛会

◎ 6/21（月）10：30～　㈱玉川温泉

◎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誌がご覧頂けます！

→→→　市役所・役場のホームページ内の掲載場所については、この週刊求人情報の２ページに記載しております。

◎ 5/26（水）10：00～　社会福祉法人 花輪ふくし会

 ◎　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。

★地元の企業のこと、ご存じですか？★　会 社 説 明 会 ＆ 面 接 会 （※参加するには予約が必要です）

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（５月１３～５月１９日受理分)  ５月２１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)

　※次回発行日は５月２８日（金）です。

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」

就業場所 秋田県鹿角市
正社員以外 雇用・労災

不問 05080- 1135011

◎ 6/18（金）10：30～　新化食品㈱花輪工場

◎ 6/ 9（水）10：30～　農事組合法人 八幡平養豚組合

靴販売

1人

●靴の販売、店舗の管理に係る全般業務
　・紳士靴、婦人靴、スニーカー等の販売、値付け業務
　・靴の中敷き、靴ひも、スプレー等関連商品の販売
　・会計業務（レジ操作）、電話の対応
　・来店者への商品やメール会員への登録案内等接客業務
　・在庫管理補助等（パソコンにて入力）
　・その他、関連業務（店舗内の整理清掃等）
＊土日祝日勤務にも対応可能な方を希望します
　（休日は本人希望を考慮し、シフト作成します）

他 東京靴流通センター　鹿角店
142,096円～142,096円 その他

秋田県鹿角市花輪字扇ノ間１１
１雇用期間の定めなし

不問

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 1124511

館内清掃業務管理
《急募》

1人

●館内清掃業務の管理（マネジメント）及び現場業務
　（客室、大浴場、共用スペース全般が対象となります）
　・出退勤シフト作成、チームマネジメント
　・備品消耗品の発注等
　・館内改装の応援業務管理
　・ホテル作業員の送迎（１０人乗りワゴン、ＡＴ４ＷＤ車）

他 湯瀬ホテル（株式会社　せせら
ぎ宿）180,000円～280,000円 その他

秋田県鹿角市八幡平字湯瀬湯
端４３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- 1125411

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

※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 日給

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 月給

変形（1年単位） 就業場所 42人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 42人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 6人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 655人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 31人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 70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00分～17時00分

企業全体 170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 4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 5人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 715人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 1人
(1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～18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 8人
(1)10時00分～19時00分

企業全体 57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誌がご覧頂けます！

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1127311

鳶、建設土木作業
員

1人

●建設土木に係る鳶、土木工事作業に従事していただきます
　・土木工事一式、橋染架設工事、鉄骨組み立て工事、機械据付
　　工事、法面の足場工事等の鳶工事作業
　・現場の移動時等は工事車両の運転業務
　・車両の日常の点検、洗車等の業務

日他 有限会社　朝霧組
184,000円～184,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字樋田１９
－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 又は7時30分～17時00
分

雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080- 1128611

総合職（施工管理
及び道路維持作業
員） 1人

・東北自動車道の維持修繕に伴う、施工計画、調整、積算、施工
　管理、書類作成等。
・入社後当面は維持修繕作業（路面、構造物の補修及び清掃、
　路肩、法面等の草刈、伐採、交通事故の復旧作業、冬季間の除雪
　作業等）の実務。
・作業区間：安代ＩＣ～碇ヶ関ＩＣ（ＳＡ、ＰＡ含む）
＊１級、２級の造園又は土木施工管理技士資格保有者の募集です
※全国社会保険労務士会連合会認定「職場環境改善宣言企業」

日祝他 秋田道路　株式会社

２級土木施工管理技士
190,000円～260,000円 その他

２級造園施工管理技士 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下陣場６０－１３雇用期間の定めなし

62歳
以下

大型自動車免許

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 05010-10457311

清掃及び設備管理
補助【アルパス】

1人

○体育施設の清掃及び設備管理補助業務全般
・館内の日常清掃
・宿泊施設の清掃及びルームメイク全般
・建物設備管理補助業務等

他 株式会社　友愛ビルサービス
142,760円～151,360円 毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－７
東カンビル２Ｆ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

不問 05030- 2299811

警備員【期間限定】

1人

◆主に建設工事現場等での交通誘導警備業務に従事して頂ます
◎現場は、主に大館市・北秋田市・鹿角市
※基本的に、北秋田市にお住まいの方は北秋田市～大館市、鹿角
　市にお住まいの方は主に鹿角市内勤務となります
◎現場には基本的に直行直帰となります
☆お客様からの信頼向上による受注増加に対応するための増員
　求人です。あなたの力をお借り出来たら幸いです。

日他 奥羽エース警備　株式会社
259,200円～259,200円 毎　週

秋田県大館市赤館町７－６
雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

あれば尚可 02081- 1318611

排水処理施設等の
運転管理

3人

大規模養豚場での排出物を処理する仕事です。
・排水処理施設の運転管理（排水を浄化してきれいにする仕事です）
・堆肥化施設の運転管理（糞や排水処理汚泥を原料にして肥料を
　作る仕事です）
令和３年９月に施設稼働予定の新規事業です。
※作業服、安全靴等は貸与したします。
※冬期間は場内の除雪作業にも従事していただきます。

日祝他 県南環境保全センター株式会
社

フォークリフト運転技能者
205,000円～250,000円 その他

浄化槽管理士 青森県十和田市大字三本木字
野崎４０番地３７０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 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 03010-10345811

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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1120111

斎場業務

1人

●火葬業務及び斎場管理業務に従事していただきます
　（火葬業務、受付業務、収骨業務、清掃業務）　　　　　
　・火葬場にて清掃、機械点検修理、火葬業務及び霊柩車
　　よりお棺をご遺族と共に炉前まで案内し、火葬後遺族に
　　収骨をしていただくお世話をします
　《　急募　》

他 東北ビル管財株式会社　鹿角
営業所170,940円～175,560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- 1121711

美容師

1人

●当店において、美容師業務全般に従事していただきます
　・お客様の要望によりシャンプー、カット、パーマ、セット、
　　ブロー、カラーリング等
　・電話応対、来店者の案内、会計等
　・その他、附随する業務（店内の整理整頓等）
＊就業時間（１）（２）選択可です！

月他 友美容室

美容師
148,520円～188,000円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
毛馬内７９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- 1119311

事務職（パソコンを
使った資料作成など
のデスクワーク） 1人

マイクロソフト・オフィスのエクセルなどのソフトや
インターネットを活用し資料作成をはじめ、札幌から
沖縄まで、全国で活躍するの営業をサポートする事務職です。
ＰＣスキルの高い方には業務改善や効率化等、事業の屋台骨を
担うようなポジションをお任せしていきます。
【歓迎スキル】
マクロやＧｏｏｇｌｅ　Ａｐｐｓ　Ｓｃｒｉｐｔを扱える方

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

2 



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ヶ月単位） 就業場所 17人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 745人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 8人
(1)8時00分～13時00分
(2)13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 時給

就業場所 1人
(1)9時30分～16時00分
(2)9時30分～17時00分 企業全体 1人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 6人
(1)7時30分～11時30分
(2)9時00分～14時00分 企業全体 2,496人
(3)15時15分～19時15分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 6人
(1)7時30分～15時30分
(2)9時00分～17時00分 企業全体 2,496人
(3)11時30分～19時30分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

変形（1年単位） 就業場所 45人

企業全体 47人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 41人
(1)8時30分～15時30分

企業全体 78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

しています。紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかってしまいます。

　人事労務管理の個別化や雇用形態の変化などに伴い、個々の労働者と事業主との間で、労働関係についての紛争が増加

秋田労働局からのお知らせ

○職場でのトラブル（パワハラ、不当解雇等）でお悩みの方は「総合労働相談コーナー」へ

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

踏まえた円満で迅速な解決に向けてのお手伝いをしています。ハローワーク窓口において、さらに詳しいリーフレットを

　秋田労働局では、こうした個別労働紛争に対して解決援助サービスを提供し、個別労働紛争の未然防止や職場慣行を

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

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

パート労働者 労災

不問 02010- 6010511

警備職（パート：常駐
警備員／秋田県鹿
角市） 1人

≪請負業務≫
常駐警備業務（パート）
・鹿角市役所内に常駐し、当該施設に係る盗難等の事故を防止する
　業務を行います。

月火水木金 青森綜合警備保障株式会社
1,000円～1,000円 毎　週

青森県青森市第二問屋町３丁
目１－６３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

あれば尚可 05080- 1133511

雑役

1人

●施設内の下記雑役業務全般に従事していただきます
　・清掃（掃除機、モップ等を使用）
　・衣類の洗濯
　・ベットメイク
　・食堂への配膳
　・その他、付随する業務
＊利用者が快適に過ごせるよう、お手伝いをしていただきます！

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

パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 1134411

靴販売

2人

●靴の販売、店舗の管理に係る全般業務
　・紳士靴、婦人靴、スニーカー等の販売、値付け業務
　・靴の中敷き、靴ひも、スプレー等関連商品の販売
　・会計業務（レジ操作）、電話の対応
　・来店者への商品やメール会員への登録案内等接客業務
　・在庫管理補助等（パソコンにて入力）
　・その他、関連業務（店舗内の整理清掃等）
＊土日祝日勤務にも対応可能な方を希望します
　（休日は、本人希望を考慮し、シフト作成します）

他 東京靴流通センター　鹿角店
800円～830円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字扇ノ間１１
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 雇用・労災

不問 05080- 1130711

店舗スタッフ（４時間
／日）

1人

●販売、レジ、カウンター業務に従事していただきます
　・レジ（金銭授受、商品予約、事務作業（パソコン入力））
　・販売（商品の発注、陳列、補充、接客）
　・その他、電話応対、清掃等の付随する業務
＊重量物（２０ｋｇ程度）を扱う場合があります

他 株式会社　サンデー　ホーム
マート小坂店792円～792円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字中
前田５５－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

パート労働者 又は7時30分～19時30
分の間の7時間

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1131811

店舗スタッフ（７時間
／日）

1人

●販売、レジ、カウンター業務に従事していただきます
　・レジ（金銭授受、商品予約、事務作業（パソコン入力））
　・販売（商品の発注、陳列、補充、接客）
　・その他、電話応対、清掃等の付随する業務
＊重量物（２０ｋｇ程度）を扱う場合があります

他 株式会社　サンデー　ホーム
マート小坂店792円～792円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字中
前田５５－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

パート労働者 又は8時00分～17時00
分の間の5時間以上

雇用・労災

不問 05080- 1126011

製品検査補助

1人

●工場にて製品検査業務の補助業務に従事していただきます
　・製品の計測、測定、記録（パソコン使用）
　・作業場の整理整頓、清掃
　・その他、付随する業務
＊重量のあるもので５ｋｇ程度の製品の取り扱いがあります
《　急募　》

日他 シー・アンド・シー　株式会社
800円～950円 その他

秋田県鹿角郡小坂町荒谷字手
紙沢５４－５雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 1122811

清掃業務担当

1人

●当法人施設「福永医院」「有料老人ホーム北の郷」において清掃
　業務に従事していただきます
　・施設内外の清掃業務（トイレ・浴室等全館、施設敷地内）
　・入苑者のシーツや衣類等のクリーニング業務等
　・その他、付随する業務（ゴミ出し等）
＊体力に自信のある方を希望します

他 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

820円～820円 毎　週

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下寄熊６－９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 15010-15012511

（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

※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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