
（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ヶ月単位） 就業場所 9人
(1)8時00分～16時00分

企業全体 39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 16人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 30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 32人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 32人

※必要な経験

◎ 6/25（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

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（５月２０～５月２６日受理分)  ５月２８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６月４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」

◎ 6/ 9（水）10：30～　農事組合法人 八幡平養豚組合

◎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３ページに記載しております。

◎ 6/23（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）

◎ 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

◎ 6/18（金）10：30～　新化食品㈱花輪工場

事務員（毛馬内店）

1人

●毛馬内店において事務業務に従事していただきます
　・電話応対、来客応対
　・官公庁への届け出（書類作成含む）業務（パソコン使用）
　・金融機関への入出金業務
　　仕入れ（消耗品、景品等）に係る業務
　（発注、在庫管理、支払い）
＊外勤の場合は社用車（軽ＭＴ車）を使用していただきます

日他 三星産業　株式会社
140,000円～140,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字囲田５６
－５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- 1145611

ウォーターサーバー
メンテナンス

1人

●当事業所倉庫において下記の業務に従事していただきます
　・ウォーターサーバーのメンテナンス
　（分解、清掃、組立等）
　・ウォーターサーバー及びボトルの在庫管理
　・その他附随する業務（営業活動など）
＊閑散時には、事務補助（伝票仕訳等）や、ＬＰガス検針等の業務
　にも従事していただきます
　（現場等へは社有車（軽ＡＴ車）使用していただきます）

日祝他 ハタリキ　株式会社
150,000円～200,000円 その他

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

45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- 1146911

林業現場作業員

1人

●当組合において素材生産等の現場作業に従事していただきます
　・山林の伐採作業に係る一連の業務
　　山林において主伐の作業、枝打ち作業、間伐作業、
　　下草刈り等の作業
　　（作業には、チェンソー機械、草刈り機械等を使用）
　・伐採した木材の運搬
　　（ハーベスタ、グラップル等の機械を使用）
　・植え付け作業
　・各機械の手入れ作業（安全確認業務）

日他 鹿角森林組合
243,100円～243,100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

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- 1140211

※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 時給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 1人
(1)8時30分～17時20分
(2)20時00分～4時50分 企業全体 200人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 380人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 380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～16時45分

企業全体 47人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 2人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 245人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

交替制あり 就業場所 54人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時30分 企業全体 706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ヶ月単位） 就業場所 87人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 122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 87人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 122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 87人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 122人

※必要な経験

パートタイム
職種・雇用形態
雇用期間

求人数
年齢 仕事の内容 必要な免許・資格・経験

賃金形態・時間額・就業時
間

※必要な免許・資格 時給

就業場所 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 38人
(1)9時00分～15時00分

企業全体 38人

※必要な経験

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05080-  950811

折り曲げ加工作業員

2人

●当社工場において製造する製品の折り曲げに係る作業
　・ベンダー機械を操作し鉄板資材を折り曲げ加工する作業
　・ベンダー機械の保守管理に係る業務
　　（始業時の安全点検及び油差し等の業務）
　・鉄板資材等の整理管理業務
　・その他、折り曲げ加工業務に付随する業務
　・その他、工場内の整理清掃作業
＊見習い可、経験のない方でも丁寧に指導します
＊あなたも当社スタッフとして物造りの感動を共有しましょう！

日祝他 十和田精密工業株式会社　秋
田工場150,000円～195,000円 その他

秋田県鹿角市十和田末広字向
川原３０ー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・財形

不問 05080- 1051811

金属バリ取り作業員

2人

●金属製品のバリ取り作業に従事していただきます
　・プレス後の金属製品を手動または電動のヤスリ等でバリ取りを
　　する作業です
　・その他、工場内の整理整頓等
＊あなたも当社スタッフとして物造りの感動を共有しましょう！

日祝他 十和田精密工業株式会社　秋
田工場150,000円～195,000円 その他

秋田県鹿角市十和田末広字向
川原３０ー１雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

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 05080- 1050711

150,000円～195,000円 その他

秋田県鹿角市十和田末広字向
川原３０ー１

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

溶接・仕上げ作業員

1人

●当社が製造する製品の溶接、仕上げ作業業務に従事して
　いただきます
　・溶接による製品の加工作業
　・溶接した製品の仕上げに係る作業（サンダー等を使用）
　・仕上げをした製品の運搬、並びに整頓作業
　・溶接器具、サンダー等の安全点検業務
　・工場内の清掃作業
＊あなたも当社スタッフとして物造りの感動を共有しましょう！

日祝他 十和田精密工業株式会社　秋
田工場

アミューズメント機器
の製造（秋田県鹿角
市） 2人

ゲーム機、プリクラ機、ＡＴＭ、蓄電池の製造
＊立ち仕事になります。
派遣期間：令和３年６月２１日～令和３年８月２０日までですが、以降
　　　　　　　は２カ月更新となります。
雇用期間：派遣期間と同じになります。
抵触日：令和５年３月３０日（個人抵触日以降は無期雇用社員、別の
　　　　　　派遣先での就業等雇用安定措置の対応）

土日他 株式会社　オールクリア
170,748円～170,748円 その他

青森県弘前市大字外崎２丁目
７－３１雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市
有期雇用派遣労働者 雇用・労災・健

康・厚生
不問 02030- 4989911

事務補助員【会計
年度任用職員】

1人

●一般行政事務の事務補助業務に従事していただきます
　・電話対応及び窓口対応
　・郵便物、書類の整理
　・パソコンでのデータ入力
　・その他、事務全般
＊パソコン操作のできる方（入力ソフトあり）
※応募期限：令和３年５月３１日（月）１７時必着
　（応募者多数の場合は、期限より早く締め切る場合があります）

土日祝 鹿角市役所
145,079円～181,928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

正社員以外 雇用・公災・健
康・厚生

不問 05080- 1138911
大型自動車運転手
（生体）

2人

●大型自動車の運転業務に従事していただきます
　・主に豚／１０ｔの生体輸送車を使用
　　※基本的に日～木曜日の運搬となり、金曜は会社カレンダーに
　　　より休日または出勤となります
　　※運搬範囲は、秋田市と鹿角市内です　
　・車両の消毒・洗浄等

土他 丸佐運送　合資会社

大型自動車免許
206,600円～265,900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

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- 1137611

高速道路の土木施
工管理／鹿角市

1人

●ネクスコが発注する工事の管理を行います。
　主に工事発注、工程管理、工事に係る資料の作成・修正や段階
　確認、検査立会等。
◇業務において各ＰＣソフトの使用があります
◇ハローワークの紹介状が必要になります
管理番号［２１－Ｎー０１－００３］

土日祝他 株式会社　パートナーズ

２級土木施工管理技士
400,000円～555,000円 毎　週

その他の土木・測量技術
関係資格

愛知県豊橋市三ノ輪町字本興
寺４１番地の１　ＣＲＥＳＴ．１第
一丸中ビル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 雇用・労災・健

康・厚生
必須 23040- 6298911

介護員（デイサービ
ス、訪問入浴）

1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
　・利用者宅での入浴介護（訪問入浴の場合）
＊勤務時間については要相談可能。短時間でもＯＫです！
　特に午後～夕方勤務できる方大歓迎！
　（１３：３０～１７：３０、１６：００～１８：００等）

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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1136311

軽作業

2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 雇用・労災

不問 05080- 1141511
清掃係

1人

●当ホテルの館内の清掃業務に従事していただきます
　・館内清掃
　（フロア、廊下等の清掃）
　・客室内清掃
　（浴室、床、トイレ等）
　・客室内のアメニティのセット（浴衣、バスタオル等の補充）
　・その他、付随する業務
＊定年年齢６５歳以上の方の応募も歓迎します

他 感動　鹿角パークホテル　（鹿
角プランニング株式会社）850円～850円 その他

秋田県鹿角市花輪字堰向３０
番１雇用期間の定めなし

64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- 1142411

※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。

2 



※必要な免許・資格 時給

就業場所 39人
(1)8時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分 企業全体 41人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 29人
(1)12時00分～15時00分
(2)17時45分～19時45分 企業全体 477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！

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

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

分別・分解作業員

3人

●解体した建物の資材等を工場内にて、分別・分解・片付け作業を
　していただきます
　・配線類、紙類、家財、金属、プラスチックなどを分別します
＊就業時間・休日について、相談に応じます
　（但し、週３０時間未満とします）

土日祝他 株式会社　現代
850円～850円 その他

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

69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00分～17時00

分の間の4時間以上
雇用・労災

不問 05080- 1143011
食器等洗浄作業員
（大湯リハビリ温泉病
院） 2人

●大湯リハビリ温泉病院において、食器等洗浄業務に従事して
　いただきます
　・昼食及び夕食後の食器等の洗浄作業
　　（食器洗浄機を使用します）
　・その他、厨房内の整理清掃作業等付随する業務
＊昼食１８０食分、夕食１３０食程度分です
＊就業時間・勤務日数について相談に応じます
　（例）就業時間（１）を週２日勤務…等

他 株式会社タクト　鹿角営業所
820円～850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

パート労働者 又は12時00分～19時
45分の間の5時間

労災

不問 05080- 1139111
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 毎　週

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 又は8時00分～22時15

分の間の4時間程度
雇用・労災

不問 02010- 6053511

3 


