
（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 25人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 630人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 5人
(1)9時00分～17時30分

企業全体 250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 15人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 48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

◎ 7/ 9（金）10：30～　ショートステイ大寿十和田（㈱大寿）

排水等処理施設管
理（鹿角農場）

1人

○大規模養豚場から排出される水の処理と堆肥化の仕事です。
　・浄化槽処理施設の維持管理（水をきれいにする仕事）
　・堆肥化処理施設の維持管理（豚の糞から肥料を作る仕事）
※作業服は貸与します。
※契約更新は１年毎になります。
　（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

◎ 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２０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）

◎ 6/15（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

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（５月２７～６月２日受理分)  ６月４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１１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」

施工管理業務

2人

秋田県内における高速道路の既設橋耐震補強・補修工事に関する
土木施工管理業務において、工事発注するためのＣＡＤ図面作成や
各種説明資料作成、工事関係書類を照査・整理するお仕事です。
地元で働きたい方、Ｕターン希望の方、道路・橋梁に興味のある方、
丁寧に指導させていただきます。
入社日等は調整させて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい。
ご応募をお待ちしております。

土日祝他 株式会社　近代設計　東北支
社

１級土木施工管理技士
450,000円～539,000円 毎　週

２級土木施工管理技士 宮城県仙台市若林区東七番丁
１６１番雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問

その他の土木・測量技術
関係資格

就業場所 秋田県鹿角市

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・財形

不問 02080- 1606811

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

158,240円～204,210円 その他

工場スタッフ（鹿角
市）

4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に付随する
　軽作業です。

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～165,000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

60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・財形

あれば尚可 04010-28237211

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05010-11401311

※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

変形（1ヶ月単位） 就業場所 5人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 390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 日給

変形（1年単位） 就業場所 11人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 11人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 68人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 205人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 67人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 205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 19人

企業全体 87,237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 140人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 114人

(1)8時00分～16時30分
企業全体 114人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 1人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 1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～16時30分
(2)11時30分～19時30分 企業全体 35人
(3)16時30分～0時30分

※必要な経験

ＬＰガスサービスス
タッフ（鹿角市）

1人

○ＬＰＧに係る業務全般となります。
　・プロパンガス使用のお客様に対して、保安、検針、設置機器のメン
　　テナンス、機器販売などトータルホームライフを提供・サービスする
　　仕事です。
・制服は貸与します。
・スタッフ同行を繰り返し丁寧に指導します。
＊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

土日祝他 株式会社　山二
160,000円～220,000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

警備員【トライアル併
用求人】

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きます
◎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
※入社後、３～４日間研修あり（その間、日給＠６，６００円）
☆お客様からの信頼度向上により受注量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
【就職氷河期世代で正社員雇用の機会に恵まれなかった方歓迎】

日他 奥羽エース警備　株式会社
194,400円～287,280円 毎　週

秋田県大館市赤館町７－６
雇用期間の定めなし

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05010-11221411

一般作業員

1人

◆ＪＲ東日本の北東北をエリアに信号設備に関係することを主な仕事
　として奥羽本線、東北線、五能線、花輪線等の各駅構内や沿線で
　の作業に従事します。
◎毎日、大館から施工現場へ移動してからの作業になり、「日帰り」と
　なりますが、遠方の場合は泊まりになることもあります。
◎作業形態は「土木作業」が中心となります。
★６０歳以上の方も相談に応じます（応募可）

日祝他 協盛工業
176,000円～198,000円 その他

秋田県大館市花岡町字前田１
５１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 05030- 2471011

交通誘導警備員
（鹿角市・小坂町）

3人

◆工事現場での交通誘導の業務に従事します
◎男女ともに活躍している業界です
◎初めての方には、親切・丁寧に指導いたします
【就職氷河期世代で正社員雇用の機会に恵まれなかった方歓迎】

日他 東アジア警備保障　有限会社
大館営業所172,000円～193,500円 その他

秋田県大館市釈迦内字二ツ森
３１－１雇用期間の定めなし

18歳
～60
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 05030- 2508511

営業係［幹部候補］
（業務管理含む）

1人

◆既存の取引先に対し、下記業務の営業活動に従事して頂きます
　（営業のノルマはありません、ルート営業が主体となります）　
◎交通誘導警備　
◎施設警備　
◎駐車場整理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◎その他付帯する業務
◎外出には社有車又は自家用車を使用して頂きます（実費支給）
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）
＊幹部候補として、意欲的に業務に当たって頂ける方を求めます

土日祝他 東アジア警備保障　有限会社
大館営業所パソコン［ワープロ・表計

算］可
193,000円～239,000円 毎　週

秋田県大館市釈迦内字二ツ森
３１－１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 05030- 2515211

サービス提供責任
者【ニチイケアセン
ター鹿角】 1人

◆お客様やご家族・各スタッフ・関連事業所との連絡調整業務を
　通じて、サービス全般に関わるコーディネートを行って頂きます　
＊キャリアアップ制度あり　
＊１ヶ月１７０時間程度の雇用契約となります
＊ユニフォーム貸与
　　【急　　募】

他 株式会社　ニチイ学館　秋田支
店　大館営業所

介護福祉士
198,370円～198,370円 その他

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 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05030- 2520111

警備員（交通誘導
警備員）

5人

◇大館及び北秋田地区における道路、電気通信、建築工事現場、
　各種イベント会場における交通誘導、雑踏警備業務に従事して
　いただきます
＊現場へは直行直帰となります
＊現場での警備業務従事のみならず、希望する方は資質に応じて
　長期現場、イベントなどにおいてプランニング、業務管理、販売管理
　に参加していただく社風があり、スキルアップが図れます
＊制服２組貸与いたします

他 株式会社　男塾　能代営業所
大館出張所159,840円～159,840円 その他

秋田県大館市下代野字天下道
下４０－３４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8時00分～18時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05030- 2566211

総務経理担当（通
勤）

1人

●幅広い仕事ですが、社員が安心して業務に取り組めるように、様々
　な面からサポートをしていただきます。総務の仕事は社員の力と
　なり、とてもやりがいのある仕事です。
＊仕事例　・社員の勤怠管理　　　・入出金伝票の作成
　　　　　　　・出納簿関係の整理　　・パソコンでの各種文章の作成
　　　　　　　・電話及び来客対応　　・郵便物の取り扱い
　　　　　　　・経理専用ソフト勘定奉行を使用
　　　　　　　・入社、退職手続きや寮、制服の準備
　　　　　　　・他の業務への応援等
＊両事業所で約７名での交替勤務となります。
＊国道３４１号線が通行可能期間の雇用になります。
＊次年度同時期からの再雇用も可能です。

他 株式会社　玉川温泉

137,062円～161,250円 その他

秋田県仙北市田沢湖玉川字渋
黒沢国有林３０１４林班口小班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 05030- 2427211

板金工（見習い可）

1人

●主として、一般住宅の建築板金工事に従事します
　・住宅の屋根に係る板金工事
　・住宅の外壁に係る工事
　・その他板金工事に伴う付帯作業
　　（現場における片付け等の雑務も含まれます）
＊高所作業可能な方を希望します

日他 蛇沼板金

高所作業車運転技能者
150,500円～258,000円 なし

秋田県鹿角市十和田大湯字中
岱２４－１８雇用期間の定めなし

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05041-  867511

カウンター接客及び
ホール係

1人

●受付カウンターの接客応対とホール担当業務に従事していただき
　ます
　・カウンターにおいて、お客様の対応及び電話の応対業務
　・出玉と景品の交換に係る業務
　・店内を巡回し、機械の状況とお客様の入店状況等の把握
　・開店前の諸準備（機械の確認と清掃作業等）

他 ミロックス花輪店（三六九　株式
会社）180,000円～200,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字鉄砲２－
４雇用期間の定めなし

18歳
～40
歳

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災

不問 05080- 1306911

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1307111
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※必要な免許・資格 月給

就業場所 1人
(1)8時00分～17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 1人
(1)8時00分～17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 2人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 2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 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 日給

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 16人

※必要な経験

※必要な免許・資格 年俸制

交替制あり 就業場所 5人
(1)8時30分～17時00分
(2)10時00分～18時15分 企業全体 5人
(3)8時30分～13時15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 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 時給

就業場所 60人
(1)7時40分～16時25分
(2)9時00分～17時45分 企業全体 193,000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

※必要な免許・資格 月給

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

※必要な経験

電気及び通信工（見
習い）

1人

●電気設備及び通信機器等の電気工事に従事していただきます
　・アンテナ工事、エアコン工事、パソコン設定・データ復元・ＬＡＮ
　　ケーブル配線等の電気工事
　・高速道路等での通信機器の取り付け工事
　・工場設備やプラント設備の修理やデータ更新等の業務
＊現場は、秋田県内及び青森・岩手県がメインで日帰り出張です
　宿泊を伴う場合の費用は、会社で負担します
＊資格取得に関して、会社で費用補助があります！
※経験者の求人は、別途公開していますので、そちらをご覧下さい

日祝他 ヒカリ電工

第二種電気工事士
142,500円～160,000円 その他

秋田県鹿角市十和田瀬田石字
瀬田石２１雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

電気及び通信工（経
験者）

1人

●電気設備及び通信機器等の電気工事に従事していただきます
　・アンテナ工事、エアコン工事、パソコン設定・データ復元・ＬＡＮ
　　ケーブル配線等の電気工事
　・高速道路等での通信機器の取り付け工事
　・工場設備やプラント設備の修理やデータ更新等の業務
＊現場は、秋田県内及び青森・岩手県がメインで日帰り出張です
　宿泊を伴う場合の費用は、会社で負担します

日祝他 ヒカリ電工

第二種電気工事士
160,000円～190,000円 その他

第一種電気工事士 秋田県鹿角市十和田瀬田石字
瀬田石２１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- 1310411

大型自動車運転手

2人

●大型ダンプの運転業務
　・採石砂利などを運搬
　・主な就業場所は鹿角市内です
●レッカーロードサービス
　・不定期ですが月に数回事故発生時に対応しています
＊臨時社員雇用期間中は、基本給２０万円位ですが、正社員登用後
　は、経験・有資格を考慮して決定します

土日祝他 有限会社　サワダトラフィック

大型自動車免許
200,000円～280,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字高市向７
３－４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- 1311011

鳶・土木・鋼構造物
工事作業員

8人

●建設工事現場の施工に係る業務全般に従事します
　・建築、土木、橋梁現場での施工作業
　・鳶工事に係る全般作業
　・車両（トラック等も含む）の運転
　・その他工事に係る付帯業務
＊現場が県外の場合もあります
＊資格取得の為の費用は、全額会社負担いたします
　その間の賃金も支給します
　（資格取得例：土木施工管理技士等）

日他 株式会社　関興業

玉掛技能者
200,000円～400,000円 その他

足場の組立て等作業主
任者

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
上陣場３４一１一Ｄ雇用期間の定めなし

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災

必須 05080- 1160311

鳶工又は鳶手元（補
助）

2人

●建設工事現場での鳶作業が主です
　・建設基礎に係る工事、並びに解体に係る工事
　・足場工事等
　・その他現場の清掃等付随した建設作業
＊１８歳未満で採用した場合は、高所作業を含みません
　（※求人に関する特記事項欄参照）

日他 株式会社　鳶翔

中型自動車免許
184,000円～345,000円 その他

足場の組立て等作業主
任者

秋田県鹿角市花輪字新田町２
７ー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- 1161611

薬剤師

1人

●当調剤薬局において保険調剤、一般薬の販売業務に従事して
　いただきます
　・医師が出した処方を確認して、正確に調合作業
　・服薬指導（個々の患者に合わせて、薬の効果や服用をわかり
　　やすく説明）
　・医薬品の発注および在庫管理
　・その他付随する薬局業務

日祝他 株式会社　かづの駅前薬局

薬剤師
400,000円～580,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字下中島１
２０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- 1162911

自動車整備・板金
塗装見習い【トライア
ル雇用求人】 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
　・自動車部品及び工具等の整理整頓、工場内の清掃
＊どんな仕事か見学してみたい方、設備、作業環境を見てみたい方、
　会社見学大歓迎です！
　事前にハローワークを通してご連絡願います。

日祝他 ＡＵＴＯ－ＢＯＤＹ阿部
150,000円～150,000円 その他

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

34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- 1163111

集配員（花輪）

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
　　鹿角地域内（十和田湖含）の郵便局間の荷物配送　
　・郵便物、荷物の仕分け作業
　・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145,440円～145,440円 その他

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

不問 05080- 1164711

造園・土木作業員

2人

●土木工事の現場作業
　主に道路工事等
●樹木の伐採作業
　・チェンソー機械による樹木の伐採、刈払い作業
●造園工事に係る業務全般
　・植栽工事、根掘工事等の作業、整地に係る工事作業
　・重機による工事の補助作業

日他 株式会社　十和田造園
165,000円～220,000円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
高田５３ー３雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1165811

板金工（見習い可）

1人

●建築板金工事業務に従事していただきます
　・板金工事
　・外壁工事
　・その他、附随する作業
　（現場における片付け等雑務も含みます）
＊木造住宅２階建て位の高さで作業します
　（高所作業可能な方を希望します）
＊工事現場は、鹿角郡市内、鷹巣、能代です

日他 株式会社　瀬川板金工業
178,000円～217,000円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字大
湯１２９雇用期間の定めなし

18歳
～35
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- 1169011

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1172711

3 



※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 5人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 5人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 18人

(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分 企業全体 18人

(3)10時30分～19時30分
※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

交替制あり 就業場所 62人
(1)8時00分～17時00分
(2)9時00分～18時00分 企業全体 706人
(3)7時00分～16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 346人
(1)8時00分～16時00分
(2)16時00分～0時00分 企業全体 346人
(3)0時00分～8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 116人
(1)8時00分～17時00分
(2)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 日給

変形（1年単位） 就業場所 74人
(1)8時00分～16時00分
(2)16時00分～0時00分 企業全体 74人
(3)0時00分～8時00分

※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 35人

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 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

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 59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

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

電気工事士

1人

●電気設備に係る工事全般業務に従事していただきます
　・主に高速道路、一般国道等の電気設備に係る工事
　・道路に係るケーブル敷設工事
　・トンネル内の照明設備工事
　・電気工具、器具等点検準備作業
　・その他、電気工事に付随する業務
　　（工事は、高所作業車に乗って作業をします）
＊工事現場には、社有車（ハイエース等）で移動します

日祝他 有限会社　サトウ電設

第二種電気工事士
180,000円～230,000円 その他

第一種電気工事士 秋田県鹿角市花輪字葉ノ木谷
地１７－１雇用期間の定めなし

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

介護員

1人

●当施設に入居している方（１８名）の介護業務を担当して頂きます
　・入居者の食事の介助、入浴介助、排泄介助等の業務
　・入居者の調理、掃除、洗濯補助業務
　・入居者の散歩、レクリエーション等の介助
　・必要に応じて、入居者を病院への送迎等
　　（会社のワゴン車使用・ＡＴ車）
＊食事の準備はおかずの盛付け（冷凍食品を使用）及び炊飯、汁物
　の調理のみです！
＊１６人の職員で入居者の介護を交替制で行います
＊６０歳以上の方も、気軽にご応募下さい！

他 有限会社　くおん

介護職員初任者研修修
了者

145,281円～158,640円 毎　週

介護福祉士 秋田県鹿角市八幡平字堰の下
１０８雇用期間の定めなし

69歳
以下

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

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- 1173811

児童支援員（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
　・当センター利用者（放課後等デイサービス等）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

保育士
175,715円～189,709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- 1174211

製造現場オペレー
ター

3人

●非鉄金属製錬工程における現場作業業務
　鉱石や、使用済み携帯電話等のスクラップ類から、製錬技術により
　金・銀・銅・鉛のほか各種レアメタル等の回収を行う製造現場に
　オペレーターとして配置されます
◆就業時間は配属現場により異なりますが、一般的に就業時間
　（１）（２）（３）の交替制です。
◆雇用開始日相談可

他 小坂製錬　株式会社
166,800円～216,500円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字尾樽部６０－１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- 1175511

看護師または准看
護師

1人

●特別養護老人ホーム等利用者の看護及び介護業務に従事して
　いただきます
　・看護及び保健衛生業務
　・介護業務全般（食事の介助、排泄の介助等）
　・利用者の送迎業務（リフト付きワゴン車運転あり）
＊配属先は希望を考慮し、決定します
【利用者人数】　特別養護老人ホーム；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

准看護師
174,800円～212,700円 毎　週

看護師 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字栗平２５－２
　　　　　　　　　　　　　本部あかし

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- 1178311

重機運転手（ロー
ダー、バックホーオ
ペ） 1人

【請負業務】
●大型重機の運転業務です
　・主に小坂町の小坂製錬所内において、製錬の原料（カラミ）の
　　受入に係る作業、及び含有金属や製品等の取り扱い作業です
＊使用する重機は…
　ローダー（１．３立米級、２．０立米級、２．８立米級）
　バックホー（０．１、０．２５、０．７等）です

他 株式会社　小坂ワークス

大型特殊自動車免許
200,460円～200,460円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字尾樽部３７－２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- 1179611

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（丙種）
138,240円～198,720円 その他

危険物取扱者（乙種） 秋田県鹿角市花輪字下中島１
３２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

必須 05080- 1181211

土木作業員

2人

●土木工事業務全般に従事していただきます
　・土木工事現場（道路、河川、橋等）での土木作業
　・土砂の掘削、根切り、埋戻し、締固め、コンクリートの練りや
　　充てん、Ｕ字溝、コンクリート管等の埋設、道路の補修作業等
　・土木工事業務がない場合は、鳶部の手元作業に従事していただき
　　ます
＊工事現場へは社有車（ワゴン）で移動します

日他 株式会社　目時興業
178,500円～228,000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

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 又は8時00分～18時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 1182511

土木施工管理技士

2人

●建設土木工事に係る施工管理業務
　・土木工事等に係る費用の積算、実施計画業務
　・工事の施工管理計画、工程管理業務
　・工事施工に伴う品質管理、原価管理業務
　・官公庁へ提出する書類の作成
　・その他付随する業務

日祝他 株式会社　タナックス

２級土木施工管理技士
224,000円～358,000円 その他

１級土木施工管理技士 秋田県鹿角郡小坂町小坂字五
十刈５－３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

あれば尚可 05080- 1183411

電気・機械組立工
（見習い可）

1人

●各種装置、制御盤等の組立に係る業務
　・図面の確認
　・各種装置、制御盤の組立作業及び検査
　　　客先に出向いての現地組立業務です
　　　受注先は、関東・関西・岩手県等で、長期出張となる場合も
　　　あります
　・その他付随する業務
＊長期出張可能な方を希望します
　（宿泊費会社負担、食費は会社規定により支給）
＊Ａターン者を含め、遠方からの応募も可能です
　（住宅手当も検討します）

日他 ジョイタム　株式会社

137,600円～250,000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

あれば尚可 05080- 1186611

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 1187911

4 



※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 59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 44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

就業場所 9人
(1)8時25分～17時25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 9人
(1)8時25分～17時25分

企業全体 9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

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 7人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 7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 23人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 33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 4人

企業全体 35人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 17人
(1)17時30分～3時00分

企業全体 31人

※必要な経験

建築施工管理技士
または建築士

2人

●建築工事に係る施工管理業務
　・建築工事等に係る費用の積算、実施計画業務
　・工事の施工管理計画、工程管理業務
　・工事の施工に伴う品質管理、原価管理業務
　・官公庁へ提出する書類の作成
　・その他付随する業務

日祝他 株式会社　タナックス

２級建築施工管理技士
224,000円～358,000円 その他

一級建築士 秋田県鹿角郡小坂町小坂字五
十刈５－３雇用期間の定めなし

64歳
以下

二級建築士

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

一般作業員（重機オ
ペ業務含）

1人

●建設土木工事の作業全般及び重機オペレーターの業務に従事
　していただきます
　・土木作業としては、道路工事、河川工事、配管工事等
　・重機オペレーターは、工事現場において主にバックホー、又は
　　ブルドーザー、ショベルローダーの運転業務等
　・その他、土木工事に付随する業務（片付け、雑務等）

日他 八重樫建設　株式会社
車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

216,000円～270,000円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字荒
瀬１２－２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・健
康・厚生・財形

あれば尚可 05080- 1188111

自動車整備士

1人

●自動車の整備に係わる業務全般に従事していただきます
　・故障整備、修理業務
　・定期点検整備業務
　　（エンジン・ハンドル回り・ブレーキ系統、動力伝達、関連各部の
　　　点検整備）
　・自動車の引き取り、洗車、納車に係わる業務
　・その他、工場内の整理・清掃等、付随する業務
＊自動車検査員等の資格取得費用は、会社にて全額負担します

日他 山崎自動車工業　株式会社

二級自動車整備士
200,000円～300,000円 その他

三級自動車整備士 秋田県鹿角市花輪字蒼前平２
－１雇用期間の定めなし

62歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・その他

あれば尚可 05080- 1189711

営業担当

1人

●自動車販売に関する営業業務に従事していただきます
　・新車、中古車の販売、お客様のフォロー等
　・自動車の登録等に関する業務
　・自動車保険に関する業務
　・車両の引き取り、引き渡し業務
　・その他、付随する業務
＊事務的業務はパソコンを使用
＊自動車保険取り扱いの資格取得費用は全額、会社負担します！

日他 山崎自動車工業　株式会社
157,000円～250,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字蒼前平２
－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 雇用・労災・健
康・厚生・財形

あれば尚可 05080- 1190511

大型自動車運転手

3人

●貨物自動車の運送業務（平ボディ・ウイング他）
　・地場及び長距離輸送（東北・関東方面等）
　・生体、飼料輸送
　・袋物、鉄骨等の輸送
●大型ダンプカーでの輸送業務
　・土砂、砂石等
●車両の洗浄等
＊大型自動車運転免許の無い方、応募相談下さい！
（大型自動車運転免許取得費用一部助成制度あります）

日祝他 丸佐運送　合資会社

大型自動車免許
161,600円～285,900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・財形

不問 05080- 1191411

総合職（事務・業務
管理）

1人

●事務業務全般に従事していただきます
　・運送業に係わる補助業務
　・電話対応、データ入力、伝票整理等
　・集金、その他付随する業務
※入社後、必要に応じて必要な資格等を取得していただきます
　（資格取得費用を会社にて全額補助します）

日祝他 丸佐運送　合資会社
161,600円～215,900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- 1192011

自動車整備士【トラ
イアル雇用求人】

1人

●当事業所において、自動車整備業務に従事していただきます
　・定期点検及び車検整備
　・故障車両整備
　・板金加工及び塗装作業
　・自動車の引取り及び納車
　・その他、部品や工具の整理整頓、工場内の清掃等
＊資格及び経験のない方の場合は、年齢制限４０歳以下
　　（長期勤続によるキャリア形成を図る為）
＊働きながら資格を取得することができます

日祝他 鹿角自動車整備　株式会社

三級自動車整備士
160,500円～260,000円 その他

二級自動車整備士 秋田県鹿角市八幡平字坂元２
９８－１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

不問 05080- 1193311

管工事施工管理技
士

1人

●建設現場における管工事施工管理業務に従事していただきます
　・主に公共工事の管工事
　・工事工程、工事日程の調整、工期の設定、工事費の見積等の
　　検討
　・関連する作業の手順、資材、機械の手配等

日他 株式会社　村木組

準中型自動車免許
183,000円～280,000円 その他

２級管工事施工管理技士 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

１級管工事施工管理技士

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05080- 1194611

調理師

1人

●和食・洋食の調理業務に従事していただきます
　・調理業務全般
　・メニュー及び食品・食材の発注・管理に係わる業務
　・食材の調達の場合もあります
　（自家用自動車使用していただきます）
　・その他、レストランに関わる業務
＊和洋食どちらかに精通している方を希望します

他 小坂まちづくり　株式会社

調理師
200,000円～290,000円 その他

食品衛生責任者 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 05080- 1195911

配車係（夜間）

1人

●タクシー業務に係る配車業務に従事していただきます
　・お客様からのタクシー要請に対しての電話の応対業務
　・無線によるタクシーの配車に係る業務
　（無線により全車両に対して連絡し、空車か賃走か等を確認し配車
　　する業務）
　・タクシーの配車業務はパソコン操作（文字、数字入力程度）及び
　　手書き作業
＊６０歳以上の方の応募、大歓迎！
＊主に花輪地区内に詳しい方であれば尚可！

他 ＣＫ交通株式会社
190,080円～209,090円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字新田町１
１－６３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 又は6時00分～21時00
分の間の8時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080- 1196111

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1197711

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

5 



※必要な免許・資格 日給

変形（1年単位） 就業場所 20人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～16時30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 21人
(1)8時00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

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 時給

変形（1年単位） 就業場所 19人
(1)9時00分～17時00分

企業全体 20人

※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 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 月給

変形（1年単位） 就業場所 16人

(1)7時45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

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 日給

変形（1年単位） 就業場所 3人
(1)8時30分～17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 2人

企業全体 3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 3人

※必要な経験

重機オペレーター
（見習い）

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
＊重機、車両系建設機械等の資格取得にかかる費用を会社で一部
　助成します

日他 株式会社　環美
138,600円～161,700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

45歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

土木作業員

1人

●土木工事に係る作業に従事していただきます
　・土木工事現場（道路、河川、橋等）での土木作業業務
　・土木工事の作業は、土砂の掘削、根切り、埋戻し、締め固め、
　　コンクリートの練りや充てん、Ｕ字溝、コンクリート管等の
　　埋設、道路の補修等の作業
　・その他、工事に係る雑作業

日祝他 株式会社　共栄
車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

173,250円～173,250円 その他

秋田県鹿角市十和田末広字紀
の国平４３－２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・健
康・厚生

不問 05080- 1198811

土木作業員（重機オ
ペ含む）

1人

●建設土木工事の作業全般及び重機オペレーターの業務
　・土木作業としては、道路工事、河川工事、配管工事等
　・重機オペレーターは、工事現場において主にバックホー又はブル
　　ドーザー、ショベルローダーの運転業務等
　・その他、土木工事に付随する業務（片付け、雑務等）
＊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

日他 株式会社　石川組

大型自動車免許
180,000円～220,000円 その他

大型特殊自動車免許 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

45歳
以下

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者 就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1199211

調理員

1人

●調理場において調理全般に従事していただきます
　・料理の仕込み、盛り付け
　（主に宴会料理、宿泊客夕食の調理）
　・食器調理器具の洗浄
　・調理場の清掃、整理整頓

他 株式会社　茅茹荘

調理師
134,400円～189,600円 その他

秋田県鹿角市花輪字下中島１
１２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- 1200111

伐採作業員

1人

●伐採作業全般業務
　・山林でのチェンソー、刈払い機による間伐、除伐、下刈り作業等
　・立木伐採、搬出作業
＊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

大型自動車免許
190,000円～260,000円 その他

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

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

あれば尚可 05080- 1201711

電気工事員

1人

●当社において電気工事及び電気通信工事業務に従事して頂き
　ます
　・住宅、事務所、公共建築物の新築、改修等の電気工事
　・イベントや催事での仮設電気工事
　・テレビ回線、情報通信、インフラ整備の電気通信工事
　・家庭電化製品の運搬、設置等
＊資格取得にかかる費用は全額会社負担致します
＊電気工事士及び電気施工管理技士の方は優遇します
＊業務を通して社員の能力、希望に沿い、工事管理及び図面作成の
　仕事に従事していただく場合もあります

日祝他 菅原電気　株式会社
159,500円～253,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字新田町１
９－５雇用期間の定めなし

18歳
～61
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- 1202811

現場監督員

1人

●土木工事に係る作業現場の監督業務に従事していただきます
　・土木工事の施工管理、測量に係る業務
　・工事の工程、日程調整、期間設定、費用見積り等の検討
　・工事の施工計画、関連する作業手順、資材、機械の手配に関する
　　業務
＊書類作成にはパソコンを使用します
＊工事現場の移動は社用車を使用します

日他 有限会社　成賢組
８トン限定中型自動車免
許

237,000円～307,000円 その他

２級土木施工管理技士 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

１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

あれば尚可 05080- 1203211

総務・経理事務員
（通い・住込みどちら
でも可） 1人

●総務・経理事務業務全般に従事していただきます
　・従業員の各種保険手続き、給料計算等
　・伝票整理、帳簿記入、決算処理（月締め）等
　・フロント業務（電話・来客応対、メールでの問い合わせ等の応対、
　　チェックイン・アウト、精算等）
　・売店業務（商品管理、レジ精算等）
　・銀行等への外勤業務あり（社用車ＭＴ車を使用）
＊業務にはパソコン（ワード、エクセル、メール等）を使用します
＊１１月中旬～４月中旬は、雪の為、旅館を閉鎖しています

他 株式会社　ふけのゆ（蒸ノ湯）
156,800円～179,200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- 1205411

雑務員（住込）

2人

●雑務作業を担当していただきます
　・温泉配管の保守点検業務
　・温泉温度の調整作業等
　・旅館廻り（館内を含む）の片付け
　・布団敷き、布団片付け
●他の部所への応援業務
　・厨房、食堂の手伝い（食器洗浄、配膳等）、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 又は7時30分～20時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 1207311

調理員（住込）

1人

●当旅館の厨房内において調理に係る業務全般に従事して頂きます
　・調理業務全般
　・食材の仕込み及び料理の盛り付け業務
　・食材、食品の管理及び発注に係る業務
　・厨房内の食器等の整理整頓清掃業務
＊地元食材の使った蒸ノ湯温泉ならではの料理でおもてなしします
　旬の山菜をはじめ、山ぶどうやヒメタケ、川魚、豚肉など地元産に
　こだわった食材を選び様々味で食卓を飾ります

他 株式会社　ふけのゆ（蒸ノ湯）

調理師
174,400円～204,400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- 1208611

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

必須 05080- 1209911

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（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 月給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 2人

企業全体 2人

※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 22人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 706人

※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 37人
(1)8時30分～17時30分
(2)7時00分～16時00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 日給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 27人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 706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 83人

(1)8時30分～17時30分
企業全体 83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 83人
(1)8時30分～17時30分
(2)16時30分～9時30分 企業全体 83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 83人
(1)6時00分～15時00分
(2)9時00分～18時00分 企業全体 83人
(3)10時00分～19時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

交替制あり 就業場所 53人
(1)8時40分～17時40分
(2)6時00分～15時00分 企業全体 706人
(3)7時00分～16時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

交替制あり 就業場所 30人
(1)8時30分～17時30分
(2)10時00分～19時00分 企業全体 706人
(3)6時30分～15時30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 5人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 6人

※必要な経験

ラーメン調理および
接客

2人

●ラーメン店での調理及び接客業務に従事していただきます
　・食材の発注及び下準備等の調理全般　
　（買い出し等での外出は自家用車を使用、ガソリン代別途支給）
　・厨房の衛生管理業務
　・オーダー受付、料理の提供及び片付け、食器洗浄
　・その他付随する業務
＊短時間勤務希望の方、パートタイムも別途求人公開中です

他 ハンサム侍
150,000円～250,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字寺ノ後９
－１－２雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

看護師（更望園）

1人

●当施設利用者の看護業務に従事します
　・健康管理、処置、薬の管理、食事の介助、通院付添い、緊急時
　　の対応等
　・通院付添いの際の運転業務
　　（軽または普通自動車の社用車を使用）
　・夜間のオンコール対応の当番があります
＊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

他 社会福祉法人　花輪ふくし会

准看護師
216,227円～221,227円 その他

看護師 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

正社員 又は10時00分～21時
00分の間の8時間

雇用・労災

あれば尚可 05080- 1210711

看護師（あすなろ）

1人

●当施設利用者の看護業務に従事します
　・健康管理、処置、薬の管理、食事の介助、通院付添い、緊急時
　の対応等
　・通院付添いの際の運転業務
　　（軽または普通自動車の社用車を使用）
　・夜間のオンコール対応の当番があります
＊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

他 社会福祉法人　花輪ふくし会

准看護師
216,227円～221,227円 その他

看護師 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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1211811

看護師（鹿南の郷、
東恵園、月山の郷）

1人

●当施設利用者の看護業務に従事します
　・健康管理、処置、薬の管理、食事の介助、通院付添い、緊急時
　　の対応等
　・通院付添いの際の運転業務
　　（軽または普通自動車の社用車を使用）
　・夜間のオンコール対応の当番があります
＊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

他 社会福祉法人　花輪ふくし会

准看護師
216,227円～221,227円 その他

看護師 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- 1213511

看護師（正・准／日
勤のみ）

1人

●通所利用者の看護に係る業務に従事していただきます
　（通所利用定員：１８名）
　・送迎（運転業務含む）、健康観察、処置等、看護業務全般
●施設利用者の看護に係る業務に従事していただきます
　（入所定員：１００床）
　・入所している方、短期に入所している方々の健康管理に係る
　　看護業務
　・検温と血圧測定、服薬や通院の介助、処置等、看護全般
＊夜勤あり（月収見込１７９，３２０～２２５，０００円）の求人
　別途公開中です

他 社会福祉法人　寿光会　（鹿角
微笑苑）

准看護師
154,320円～200,000円 その他

看護師 秋田県鹿角市十和田大湯字屋
布下タ２０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- 1214411

看護師（正・准）

1人

●施設利用者の看護に係る業務に従事していただきます
　（入所定数：１００床）
　・入所している方、短期に入所している方々の健康管理に係る
　　看護業務
　・検温と血圧測定、服薬や通院の介助、処置等、看護業務全般
　・看護師１１名在籍
＊日勤のみの求人（月１５４，３２０～２０万円）も別途公開中です

他 社会福祉法人　寿光会　（鹿角
微笑苑）

准看護師
179,320円～225,000円 その他

看護師 秋田県鹿角市十和田大湯字屋
布下タ２０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・財形

不問 05080- 1215011

栄養士または管理
栄養士

1人

●施設入所者・通所利用者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
　・施設入所者、通所利用者への栄養指導
　・調理、盛付、配膳
　・厨房の整理整頓、清掃作業等
＊デスクワークだけではなく、調理にも従事していただきます。
　和食を中心として毎食約１００食分を調理しています。
　現在、９人の職員が在籍しております。

他 社会福祉法人　寿光会　（鹿角
微笑苑）

管理栄養士
154,320円～190,000円 その他

栄養士 秋田県鹿角市十和田大湯字屋
布下タ２０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- 1216311

介護員（東恵園）

1人

●当施設利用者の介護に係る業務
　（施設利用者５６人と短期入所者１１人を２３人で介護して頂きます）
　・食事、入浴、排泄の介護および生活支援等
　・機能訓練、レクリエーション等の介助
　・散歩等の外出の援助
　・学習療法に係る業務
＊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 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05080- 1218911

介護員（月山の郷）

3人

●当施設利用者の介護に係る業務
　（ユニット利用者２９人の介護をしていただきます）
　・食事、入浴、排泄の介護および生活支援等
　・機能訓練、レクリエーション等の介助
　・散歩等の外出の援助
　・学習療法に係る業務
＊１０人・１０人・９人の３ユニットです
＊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 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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1219111

塗装工

2人

●建築工事における塗装業務に従事していただきます
　・一般住宅、公共施設、工場等の内装外装、屋根の塗装作業
　・資材等の運搬
　・塗装工事のための準備（足場の組立など）
　・現場の後片付け作業
＊高所作業可能な方を希望します

日他 株式会社　エッグペイント
150,000円～220,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字乳牛平１
８－３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- 1220211

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 1221511
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※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

企業全体 8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00分～17時00分

企業全体 5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)7時00分～16時00分
(2)8時00分～17時00分 企業全体 706人
(3)8時30分～17時30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 18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 時給

変形（1年単位） 就業場所 22人
(1)8時00分～16時00分
(2)16時00分～0時00分 企業全体 32人
(3)0時00分～8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00分

企業全体 25人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 53人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 53人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 53人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 53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

就業場所 25人
(1)7時45分～16時30分

企業全体 25人

※必要な経験

鉄筋工

1人

●建築土木に係る鉄筋加工業務に従事していただきます
　・建築現場において鉄筋加工に関する一連の作業
　・鉄筋を円く加工し、溶接作業や金具や工具を使い、鉄筋籠を
　　製作する作業
　・その他鉄筋加工に付随する作業
＊工事現場へは社有車で移動します
　（最近の工事現場は県外の東北地方が多いです）

日祝他 株式会社　赤川工業

溶接技能者
177,000円～330,000円 その他

玉掛技能者 秋田県鹿角郡小坂町大地字上
前田２４－４雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

送電線工事作業員

2人

●送電線工事に係る業務に従事していただきます
　・無線鉄塔の組立作業
　　工具を使用してボルト締め等の作業
　・送電線鉄塔の組立および架線作業
＊独身寮完備！
＊高所作業が可能な方を希望します
　１８歳以下の場合、補助作業員とし高所作業は行いません
　（日給：７，０００円～）

日他 株式会社　北秋電設

玉掛技能者
220,000円～374,000円 その他

移動式クレーン運転士 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
上陣場３４－３　ララけまない３
－Ｄ

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- 1222411

生活支援員（こさか
わいわいセンター）

1人

●施設利用者支援
　・身の周りの支援（入浴、食事、トイレ）
　・利用者からの相談支援
　・利用者と共に日中活動（軽作業）を支援
　・外出の付添支援
　・利用者の外出時、運転業務
　　（車両は、当施設の乗用車及びワゴン車）
＊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 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1223011

電気工事士（または
見習）

2人

●電気工事現場の施工を担当していただきます
　・官公庁工事の現場管理
　・一般住宅等の工事の現場管理
　・工事関係の積算、図面の作成、打合せ等
＊主な工事は内線工事で引込線工事、構内電気設備工事、照明
　設備工事等です
＊見習いの場合、資格・経験問いません
　（求人に関する特記事項参照）

日祝他 有限会社　タカヤ電工舎

第二種電気工事士
180,000円～300,000円 その他

第一種電気工事士 秋田県鹿角市花輪字寺の後３
７－３雇用期間の定めなし

64歳
以下

２級電気工事施工管理技
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- 1224311

設備操業オペレー
ター

1人

●カーシュレッダーダスト等の再資源化工程における現場作業業務
　に従事していただきます
　・プラント操作
　・プラントのメンテナンス
＊操作方法は指導します
　指導の中で作業方法、流れを覚えていきます

他 エコシステム小坂　株式会社
178,640円～178,640円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字杉沢８９－４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 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080- 1225611

重機オペレーター等
運転手兼現場作業
員 3人

●建設現場などにおいて運転業務および現場作業に従事します
　・建設資材及び機材の運搬
　・足場組立作業
　・足場材の整理業務
　・土木作業
　・除雪作業
　・その他付随する業務
＊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

日他 株式会社　小板橋建設

大型自動車免許
175,000円～220,000円 その他

大型特殊自動車免許 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

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者 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- 1226911

営業担当

1人

●営業業務に従事していただきます
　・取引先との打ち合わせ等
　・営業の対象は、民間および官公庁です
　・営業範囲は、秋田県内、青森県、岩手県、宮城県、関東圏の他、
　　受注による
　・社用車（ＭＴ車）を使用します
＊車で通勤可能な範囲の方を希望します
＊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
160,000円～230,000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- 1227111

旋盤工・フライス盤
工

1人

●旋盤工及びマシニングセンターフライス盤工に係る業務に従事
　していただきます
○盤工に係る業務
　・ＮＣ及び普通旋盤工業務
　・多品種少量機械部品製作、ボーリング用ロッドケーシング等の
　　ネジ切り加工業務　　　　　　
○マシニングセンターフライス盤工に係る業務
　・産業用機械部品加工及び各種プラント部品に係る製作等
　・材質は、ステンレス及び鉄、ＡＬ、ＢＣ等の加工
＊車で通勤可能な範囲の方を希望します

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・
その他

必須 05080- 1228711

アイロン工

2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- 1230411

溶接工員

1人

●鉄工、機械修理等鋼、ステンレス等の溶接業務に従事して頂き
　ます
　・溶接は「アーク溶接」と「半自動溶接」が主となります
　・機械、設備の修理工事の一連の作業として、整備・足場組み・
　　掃除等の作業もあります
　・土木系の作業もあります
　・中型自動車の運転もあります
＊中型自動車運転免許が無い方、相談可！

日祝他 有限会社　和田建設
８トン限定中型自動車免
許

160,000円～200,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
田表２１－１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

不問 05080- 1231011

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 1233611
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※必要な免許・資格 月給

就業場所 113人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 136人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 113人
(1)8時00分～17時00分
(2)17時00分～2時00分 企業全体 136人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 164人

(1)8時30分～17時30分
(2)17時00分～9時00分 企業全体 255人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 18人
(1)8時30分～17時30分
(2)8時00分～17時00分 企業全体 255人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 14人
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分 企業全体 255人
(3)10時30分～19時30分

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 7人
(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～17時00分 企業全体 7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 10人

(1)9時15分～18時05分
企業全体 193人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

大型特殊自動車免許 就業場所 15人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 15人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 15人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 15人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 31人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 31人

※必要な経験

製品の開発・設計業
務

1人

●当社製品の開発・設計業務に従事していただきます
　・自動車部品・用品の開発・設計
　・パソコンの取扱いあり　（※ＭＳＷｏｒｄ・ＭＳＥｘｃｅｌは必須）
＊電気回路の基本的知識を必要とします
＊ＣＡＤ経験者優遇

土日祝他 山口電機工業株式会社　秋田
工場150,000円～200,000円 毎　週

秋田県鹿角市尾去沢字長淵４
－１雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

組立及び成形担当

2人

●当社工場において部品の組立業務に従事していただきます
　・自動車部品の組立作業
　・プリント基板のハンダ付け作業
　・自動車部品の包装に係る作業
　・プラスチックの成形作業（成形機械オペレータ作業）　
　・各部品の整理等管理業務
　・その他、部品組立及び成形作業に付随する業務
＊雇用開始日は、相談に応じます

土日祝他 山口電機工業株式会社　秋田
工場143,000円～200,000円 毎　週

秋田県鹿角市尾去沢字長淵４
－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・財形

必須 05080- 1234911

介護職員

1人

●当病院の病棟に入院している患者に係る介護（看護）補助業務に
　従事していただきます
　（当病院は温泉を活用したリハビリ病院です）
　・入院患者の食事に係る介助業務、衣類の着替え、入浴、排泄等
　　に係る介助業務
　・その他入院患者のお世話等
＊未経験者には、研修を行っており、安心して就労できます
　夜勤業務も慣れてから従事して頂きます
＊当病院では６０歳以上の方も勤務しております
　興味のある方、応募下さい

他 医療法人楽山会　大湯リハビリ
温泉病院190,740円～205,880円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字湯
の岱１６－２雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

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

不問 05080- 1235111

介護職員（デイサー
ビス）

1人

●当施設のデイサービス利用者の介護に係る業務全般に従事して
　いただきます
　・日常生活の介護業務（食事、入浴、排泄介助等）
　・介護者の送迎、お買い物、散歩、ドライブ、
　　レクリエーション等の介助
　　（送迎・ドライブ等の範囲は、鹿角市・小坂町）
＊短時間希望する方等も相談に応じますので、気軽にご相談下さい
＊最初の更新後は、１年毎の雇用契約となります

日他 医療法人楽山会　温泉保養館
おおゆ

介護福祉士
180,880円～180,880円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字川
原の湯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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1236711

介護職員（ショートス
テイ）

1人

●当施設のショートステイ利用者の介護に係る業務全般に従事して
　いただきます
　・日常生活の介護（食事、入浴、排泄介助等）
　　（利用者２５人を介護職員１３人で対応）　
　・利用者の方たちとの会話やレクリエーション等
＊当施設は、ユニット型の家庭的な施設です
＊夜勤業務の出来ない方、短時間希望する方等も相談に応じます
　ので、気軽にご相談下さい
＊最初の更新後は、１年毎の雇用契約となります

他 医療法人楽山会　温泉保養館
おおゆ181,240円～199,880円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字川
原の湯９－３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・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1238211

自動車整備士

1人

●自動車の整備に係る全般業務に従事していただきます
　（当社は民間車検工場の指定工場です）
　・自動車の車検分解整備、定期点検に関する業務　
　・故障車の点検整備、その他、車両の一般整備　
　・整備内容は自動車のエンジン、ハンドル廻り、ブレーキ系統等
　　の点検整備、部品の交換等の整備業務　
　・各種部品の整理等、工場内の清掃業務
＊短時間希望、週２～３日の勤務希望、アルバイト希望等相談可！
　（時給９００円～）

日他 有限会社　佐藤自動車整備工
場

三級自動車整備士
141,000円～195,000円 その他

二級自動車整備士 秋田県鹿角市十和田大湯字中
田２－６雇用期間の定めなし

64歳
以下

自動車検査員

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- 1239511

テクニカルスタッフ
（自動車整備全般）

1人

●自動車整備工として勤務していただきます
　・お客様対応（車の不具合内容の聞き取りや説明、アドバイス、車の
　　引取り、納車）
　・車検、点検、一般整備全般
　・タイヤ交換、洗車等関連業務
※資格を保有しない場合、洗車や車内清掃等を含む補助業務をして
　いただきます
※整備服貸与します
＊同職種４名在籍（工場長含む）
＊明るく元気で前向きな社員が沢山いる職場です
＊新入社員研修や職種別研修があり、研修制度が充実しています
＊資格取得の為の費用全額会社負担あります

火他 秋田日産自動車株式会社　鹿
角店

三級自動車整備士
144,000円～230,000円 その他

二級自動車整備士 秋田県鹿角市十和田錦木字室
田４３－２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

必須 05080- 1240311

重機運転手

1人

●土木工事等においての土木作業、重機オペレーター業務に従事
　していただきます
　・土木工事に伴う車両の運転業務
　・重機のオペレーターとしては、主にバックホーの運転業務になり
　　ます
　・冬季は、除雪作業（ローダー運転）をしてもらう場合もあります

日他 有限会社　和田興業

大型自動車免許
182,000円～250,250円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字渡ノ羽１４－１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- 1241611

土木作業員

1人

●土木工事に係る作業全般業務に従事していただきます
　・工事現場内の人力作業
　・土砂の埋戻し、締め固め、コンクリート工事等の作業
　・Ｕ字溝やブロックの据付作業
　・資材の小運搬
　・その他、工事現場の整理等雑作業

日他 有限会社　和田興業

中型自動車免許
170,625円～227,500円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字渡ノ羽１４－１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- 1242911

一般廃棄物収集運
搬業務

1人

●当組合職員として下記の業務に従事していただきます
　・一般廃棄物ならびに産業廃棄物の収集運搬業務
　・浄化槽保守点検、清掃、補修工事
　・農業集落排水処理施設維持管理業務
　・飲料水貯水槽清掃業務
　・排水管清掃業務

土日祝他 鹿角衛生　協業組合
建築物環境衛生管理技
術者

149,000円～251,700円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字蒼前平６
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- 1244711

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080- 1245811

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 日給

変形（1年単位） 就業場所 7人
(1)8時00分～17時30分

企業全体 7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)8時00分～17時00分
(2)16時00分～9時00分 企業全体 47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 186人

(1)8時10分～17時10分
企業全体 186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 186人
(1)8時10分～17時10分

企業全体 186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 186人
(1)8時10分～17時10分

企業全体 186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 186人

(1)8時10分～17時10分
企業全体 186人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 2人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 2人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 2人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 2人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 2人
(1)7時45分～16時35分

企業全体 2人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 19人

企業全体 19人

※必要な経験

板金技能工（見習
可）

1人

●一般住宅および事業所等の建築板金工事業務に従事して頂き
　ます
　・屋根板金工事
　・外壁工事等
　　（トラック２ｔ車の運転あり）
＊出張で稀に仙台、埼玉方面へ行くこともあります
＊高所作業があります

日他 株式会社　関板金工業

２級建築板金技能士
184,800円～254,100円 その他

１級建築板金技能士 秋田県鹿角市八幡平字赤渕２
６５－１雇用期間の定めなし

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

看護師

2人

●当医院の患者看護に係る業務全般に従事していただきます
　・入院患者に対する看護業務全般
　・外来患者の対応業務
　　（常勤医師２名の診療に関する補助業務）
＊夜勤業務に対応できる方を希望しますが、日勤のみの勤務希望
　等、相談可！
＊６０歳以上の方も、ご応募下さい。大歓迎です！
＊６５歳以上の場合は、契約社員（１年契約）となります
＊短時間勤務希望の方、相談可！
　（時給１，０００円～１，２００円）

他 医療法人　春生会

准看護師
219,600円～244,000円 毎　週

看護師 秋田県鹿角市花輪字堰向５６
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- 1247511

総務部門担当

1人

●総務部門において、下記の業務に従事していただきます
　・人事、労務関連業務　　　　・給与、賞与、税関連業務
　・社屋、一部設備管理業務　・労働保険関連業務
　・社用車管理業務　　　　　　・ＩＳＯ関連業務
　・廃棄物処理等関連業務　　・官公庁対応業務
　・外国人実習生関連業務　　・その他総務関連業務
＊作業用制服は会社から貸与
　（帽子、制服、靴、防護メガネ）
＊生産計画により、就業日及び時間が変更になる場合あり
＊当社では『買う気持ち、使う気持ちで良い製品づくり』を意識し
　作業をしています。この職場で一緒に働いてみませんか！

日他 十和田オーディオ　株式会社

178,500円～202,300円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字大
稲坪９８雇用期間の定めなし

44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

必須 05080- 1248411

生産管理

2人

●生産計画関連業務
　・お客様からの製品見込情報の取得
　・注文書受理、生産計画の作成、作業進捗確認等
●出荷関連業務
　・製品の納期管理、出荷に伴う納品書管理等
＊生産計画により、就業日及び時間が変更になる場合あり
＊当社では『買う気持ち、使う気持ちで良い製品づくり』を意識し、
　作業をしています。この職場で一緒に働いてみませんか！

日他 十和田オーディオ　株式会社
154,700円～189,500円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字大
稲坪９８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- 1251111

製造組立工

2人

●製品の製造業務に従事していただきます
　・車載機器等の組立作業
　・作業場の整理清掃業務
　・作業は流れ作業で、立ち作業になります
＊作業用制服は会社から貸与
　（帽子、制服、靴、防護メガネ）
＊生産計画により、就業日及び時間が変更になる場合あり
＊当社では『買う気持ち、使う気持ちで良い製品づくり』を意識し、
　作業をしています。この職場で一緒に働いてみませんか！

日他 十和田オーディオ　株式会社
132,800円～134,400円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字大
稲坪９８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- 1252711

製造関連事務

1人

●生産現場に関連する事務業務に従事していただきます
　・生産に係わるデータ作成、整理、ファイリング（例、日報等）
　・製品に張るラベルの作成
　・部署従業員の残業・欠勤等の勤怠管理
　・作業手順表コピー、配布
　・ＩＳＯ規定関連
　・部門経費処理、その他生産現場での関連業務
＊作業用制服等（帽子、制服、靴、防護メガネ）は会社から貸与
　（２着目以降は、自己負担あり）
＊当社では『買う気持ち、使う気持ちで良い製品づくり』を意識し、
　て作業をしています。この職場で一緒に働いてみませんか！

日他 十和田オーディオ　株式会社

139,500円～144,500円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字大
稲坪９８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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1254211

美容師または理容
師

1人

●理美容に係る全般業務に従事していただきます
　・お客様のニーズに応じて、カット・パーマ・へアカラー・顔剃り・
　　シャンプー・セット・仕上げなどの理美容業務
　・電話の応対、来店者の案内等接客に係る業務
　・会計に係る業務
　・その他、付随する業務（店内の整理清掃業務等）

月他 合資会社　フジイ美容院

美容師
129,175円～180,000円 その他

理容師 秋田県鹿角市花輪字下花輪１
４５－２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

不問 05080- 1256411

木造建築大工

1人

●木造建築現場における大工作業全般に従事していただきます
　　（主に、新築及び増改築工事です）
　・大工に係る工事作業
　　木取り作業、墨付作業、仕口及び継手の工作作業、軸組作業、
　　床組作業等
　・大工関連の作業
　　建て方作業、木材加工用機械装置による木工作業等
＊即戦力を希望しています

日他 浅石建築
234,600円～280,600円 その他

秋田県鹿角市八幡平字大里下
モ川原１１６－４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- 1260811

電気工事士

2人

●工場内での電気設備に関わる業務に従事していただきます
　・各種電気、装置の据付工事及び試運転業務
＊現地集合、現地解散となります
＊６０歳以上の方の応募も歓迎します
　短期間のアルバイト可

日祝他 大湯電気工事

第二種電気工事士
168,000円～168,000円 毎　週

秋田県鹿角市十和田大湯字狐
崎１４３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

必須 05080- 1263411

和食調理師

1人

●当ホテルの厨房内において調理に係る全般業務
　・和食を中心とした料理づくり
　・料理の仕込み及び料理の盛り付け業務
　・食材、食品の管理及び発注に係る業務
　・厨房内の食器等の整理整頓清掃業務

他 ホテル　ガ－デンかわむら

調理師
150,000円～250,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字下花輪２
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 雇用・労災

あれば尚可 05080- 1267911

正社員 又は10時00分～20時
00分の間の8時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080- 1268111
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※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 19人
(1)6時30分～15時30分
(2)12時30分～21時30分 企業全体 19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 6人
(1)7時30分～16時00分

企業全体 6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 4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 6人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 6人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 3人
(1)8時15分～17時15分

企業全体 3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
(1)12時00分～21時00分
(2)14時00分～23時00分 企業全体 48人
(3)16時00分～23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 22人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～16時30分 企業全体 22人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 6人

(1)6時45分～15時45分
(2)7時30分～16時30分 企業全体 6人

(3)8時00分～17時00分
※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

大型特殊自動車免許 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

交替制あり 就業場所 100人

(1)8時30分～17時30分

(2)7時30分～16時30分 企業全体 120人

(3)9時30分～18時30分
※必要な経験

ウエイター・ウエイトレ
ス

2人

●レストランでのサービス業務に従事していただきます
　・朝食、昼食、夕食の料理や飲物の準備とセッティング、提供、
　　後片付け業務　
●宴会場での宴会係
　・宴会場の準備（テーブル、イス等）、料理や飲物の準備とセッ
　　ティング、提供、宴会後の後片付け等　　　
＊接客等のマナー講習を月１回程度行っております！

他 ホテル　ガ－デンかわむら
150,000円～200,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字下花輪２
４雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

林業一般作業員

1人

●林業に係る一般業務
　・山林において伐採、並びに間伐、枝打ち、下刈り作業等
　　（チェンソー、刈払い機械を使用しての作業）
　・林業機械を操作して、木の伐採、及び搬出作業等
　　（林業機械は、ローダー、油圧ショベル等）
　・運搬作業にトラックを運転する場合があります
＊業務に支障がない体力がある方を希望します

日他 佐藤造林

大型特殊自動車免許
161,700円～196,350円 その他

秋田県鹿角市十和田草木字陣
場下８８ー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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1269711

配管工（経験者）

1人

●水道事業に係る給排水工事に従事していただきます
　・官公庁発注による上水配管布設に係る作業
　・住宅、事業所等の給水排水に係る作業
　・給湯設備に係る配管等の作業
　・衛生設備関係（トイレ、洗面所など）の取り付け作業
　・その他水道工事に付随する業務

日他 有限会社　小坂水道

１級配管技能士
150,000円～250,000円 その他

２級配管技能士 秋田県鹿角郡小坂町小坂字大
生手２雇用期間の定めなし

59歳
以下

３級配管技能士

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- 1272011

自動車整備工（見
習可）

1人

●自動車整備に係る業務全般に従事していただきます
　・自動車の故障整備、修理作業
　・自動車の定期点検、車検整備作業
　　（自動車のエンジン、ハンドル周り、ブレーキ系統、
　　また動力伝達、関連各部の点検等）
　・自動車の引き取り、洗車、納車に係る業務
　・その他、整備に付帯する業務

日他 有限会社　田口自動車整備工
場

三級自動車整備士
137,214円～180,000円 その他

二級自動車整備士 秋田県鹿角市十和田錦木字向
谷地１９－８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

必須 05080- 1273311

製造作業員【トライア
ル雇用求人】

1人

●テント等の製品製造業務に従事していただきます
　・製造業務
　　ミシン縫製、溶着、溶接等
　・納品業務
　　採寸、打ち合わせ、現場等での取付作業（高所作業あり）
　・その他付随する業務（現場、作業場の片付け、清掃等）
＊現場は、遠方で東北６県内です。通常は日帰りとなりますが、
　宿泊をする場合もあります（宿泊の場合は費用会社負担です）

日他 松浦テント内張店
159,600円～164,160円 その他

秋田県鹿角市花輪字八正寺１
５－２０雇用期間の定めなし

18歳
～35
歳

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080- 1274611

ホール係（ホルモン
幸楽本店）

2人

●当社ホルモン幸楽本店でホールに係る業務に従事して頂きます
　・来店者のご案内・会計（レジ）等、接客業務
　・オープン前の準備・セッティング等
　・お客様からオーダーを受けて、食材および飲食品の配膳
　・飲食後の後片づけ業務
　・電話の応対業務
　・食器、調理器具等の洗浄業務（洗浄機械も使用）
　・その他、付随する業務（店内の清掃等）

他 有限会社　中島企画
139,240円～189,488円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字鉄砲平１
－２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- 1275911

現場監督員

1人

●土木工事に係る作業現場の監督業務に従事していただきます
　・官公庁関係の公共工事の施工管理
　・工事の施工計画、作業手順、資材及び機械の手配
　・工程管理、日程調整、工事費用の積算
　・官公庁へ提出する書類の作成（パソコン使用）、提出
　・工事の安全管理及び労務管理業務
　・その他、付随する業務（他業務への応援等）
　・冬期間は除排雪作業

日他 株式会社　秋田ハイウェイ

２級土木施工管理技士
200,000円～300,000円 その他

１級土木施工管理技士 秋田県鹿角市花輪字猿ケ平１
３９－３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12時00分～23時
00分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1276111

ガソリンスタンドス
タッフ

1人

●ガソリンスタンドのスタッフ業務全般に従事していただきます
　・石油類の配達業務（家庭及び企業への軽油・灯油等の配達）
　・タイヤ交換、オイル交換、洗車等
　・店頭での給油サービス
　・スタンド内の雑務（掃除等）
＊制服貸与
＊資格取得に係る費用は、会社で全額負担します！
＊６０歳以上の方の応募、大歓迎です！
　但し、６０歳以上の方の場合危険物取扱者（乙種第４種又は丙種）
　有資格者に限ります

他 奈良石油　有限会社

危険物取扱者（乙種）
170,000円～200,000円 その他

危険物取扱者（丙種） 秋田県鹿角市十和田大湯字湯
ノ岱２－５２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- 1280011

農作業員（機械オペ
レーター）【正社員】

1人

●稲作全般および牛の肥育飼養に従事していただきます
　・稲作全般
　　主にトラクター、田植え機、コンバイン、草刈り、フォークリフト等の
　　運転業務
　　（資格が無い方でも、会社にて取得費用補助あり）
　・牛（繁殖用）１０頭の世話
　・冬期間は、小坂町内の道路除雪あり

日他 農事組合法人　熊谷農進

フォークリフト運転技能者
182,400円～228,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字曲
戸４３－１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

あれば尚可 05080- 1281311

製造機械オペレー
ター

3人

●食品のフルーツ加工及び製パン改良剤の製造、機械のオペレータ
　に係る業務
○各工程において色々な機械装置を使用し、調整等を行いながら
　食品の製造を行います（自動計量器、自動充填機、仕込み装置、
　アップルマシン等）
　・ジャム、ドライフルーツに係る製造作業
　・りんごプレザーブに係る製造作業
　・パン製造に用いられる改良剤の製造作業
　・工場内の整理整頓および清掃作業
　　（機械の清掃、メンテナンスを含む）
＊立ち仕事が中心です

土日祝他 新化食品株式会社　花輪工場

151,000円～185,000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

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- 1283911

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1284111

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 月給

変形（1年単位） 就業場所 7人
(1)8時20分～17時20分
(2)8時20分～12時00分 企業全体 7人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

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

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

交替制あり 就業場所 100人

(1)8時00分～17時00分

(2)20時00分～5時00分 企業全体 102人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 100人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 102人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 121人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 121人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 121人
(1)6時30分～15時30分
(2)7時00分～16時00分 企業全体 121人
(3)7時30分～16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 121人
(1)7時30分～16時30分
(2)8時00分～17時00分 企業全体 121人
(3)8時30分～17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 20人
(1)6時00分～15時00分
(2)7時00分～16時00分 企業全体 42人
(3)9時30分～18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 16人
(1)8時00分～16時50分

企業全体 16人

※必要な経験

製造員（タレットパン
チプレスオペレー
ター） 1人

●製造作業員として下記の業務に従事していただきます
　・ＮＣＴ機を使用し、製品の打ち抜き加工作業
　　（データ入力等の作業含む）
　・金型の交換、材料の供給、運搬等
　・パソコンからの図面出し、図面の整理
　・機械、金型の保守点検手入れ清掃、その他付帯作業
＊経験の無い方は、４５歳以下を募集（キャリア形成の為）

日他 工藤製作所

フォークリフト運転技能者
166,000円～187,000円 その他

秋田県鹿角市十和田末広字谷
地中１６－３雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

農作業員（機械オペ
レーター）【契約社
員】 2人

●稲作全般および牛の肥育飼養に従事していただきます
　・稲作全般
　　主にトラクター、田植え機、コンバイン、草刈り、フォークリフト等の
　　運転業務
　　（資格が無い方でも、会社にて取得費用補助あり）
　・牛（繁殖用）１０頭の世話
＊契約は、１年毎更新です
＊長期勤務可能な方を希望します
＊６０歳以上の方もどうぞご応募下さい！
＊農繁期（４～６月）のみ就労希望の方、相談可！
　（時給８００円）

日他 農事組合法人　熊谷農進

フォークリフト運転技能者
136,800円～145,350円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字曲
戸４３－１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・その他

必須 05080- 1285711

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～265,000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
～59
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

あれば尚可 05080- 1286811

機械オペレーター

3人

●電子部品用コネクタの製造及びコネクタ用樹脂成型品の製造に
　従事します
　○自動組立機械オペレーター
　　・生産指示に基づき、樹脂成型品、金属部品
　　・その他部品を自動組立機へ供給し、コネクタの製造を行います
　○樹脂成型機オペレータ
　　・成型機へ樹脂材料を投入し、加熱溶融された樹脂を金型内に
　　　注入・充填することで生産を行います。
　　・始業前の機械点検、製造された現物の寸法測定・外観検査を
　　　所定の検査項目にそって行います。
＊社員につき、軽度な作業から覚えていただきます

土日他 アイデックス　株式会社

150,000円～200,000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- 1288511

電子部品組立・検
査・梱包

5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
＊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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1289411

事務総合職

1人

●事務総合職として下記の業務に従事していただきます
　・一般事務処理、伝票処理
　・給料計算、経理処理
　・職員の労務・人事関係業務
　・収支関係報告書、官庁提出書類等の作成
　・その他付随する業務
＊総合的な管理能力を必要とします
　将来的には、管理者（幹部候補）となります
＊管理職登用あり（役職手当あり）

他 医療法人翠峰会

日商簿記３級
183,000円～312,000円 その他

日商簿記２級 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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080- 1290611

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
　・施設利用者の食事、入浴、排泄、着替え等の介助等業務
　・当施設利用者の送迎業務（当施設の車両を使用）
　・その他付随する業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊入所者約１００人を介護スタッフ３０人で介護全般業務を担当
　していただきます

他 医療法人翠峰会
166,000円～217,000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・財形

必須 05080- 1292111

介護職員（臨時社
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
　・施設利用者の食事、入浴、排泄、着替え等の介助等業務
　・当施設利用者の送迎業務（当施設の車両を使用）
　・その他付随する業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊デイケア利用者（定員６０人）を介護スタッフ８～１０人と
　看護スタッフ１～３人で担当していただきます
＊短時間勤務、土日祝日の休み希望の方は、別途相談に応じます

他 医療法人翠峰会
150,000円～181,000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- 1293711

訪問介護

1人

●訪問介護に係る業務に従事していただきます
　・利用者の日常生活での介護業務
　・利用者の食事の介助、入浴の介助、排泄の介助等
　　また、洗面、掃除、洗濯、買い物等日常の生活に係る介助業務
　・その他、介護に付随する業務
＊訪問地区は八幡平地区ですが、現在は、在宅型有料老人ホーム
　シニアガーデンゆぜの入居者（定員２９人）が主となっています
＊同職種の職員：１０人

他 シニアガーデン　ゆぜ
介護職員初任者研修修
了者

164,000円～197,000円 毎　週

ホームヘルパー２級 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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05080- 1294811

自動車整備士

1人

●当社のトラックの日常点検業務に従事していただきます
　・トラック及びタイヤの日常点検
　　（３ヶ月・１年などの車検は、ディーラーに依頼しています）
　・タイヤ、オイル交換
　・車庫の管理業務
　・その他、整備工場の清掃等の付随する業務
＊保有トラック台数【１０ｔ：１０台、６ｔ：１台】
＊定年年齢６０歳以上の方の応募も歓迎します
　（但し、１年毎の契約更新の契約社員となります）

日祝他 昭和物流　株式会社

三級自動車整備士
153,000円～195,000円 その他

二級自動車整備士 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

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- 1296511

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 1298011
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※必要な免許・資格 月給

就業場所 7人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 7人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 95人
(1)7時00分～16時00分
(2)9時30分～18時30分 企業全体 187人
(3)12時15分～21時15分

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 100人

(1)8時30分～17時00分
企業全体 116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 100人
(1)8時30分～17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 58人
(1)8時30分～17時20分

企業全体 58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 7人
(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～16時00分 企業全体 50人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 25人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 39人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 242人

(1)8時30分～17時00分

(2)7時00分～15時30分 企業全体 4,726人

(3)10時30分～19時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 120人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 120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00分
企業全体 5人

※必要な経験

法面作業担当

2人

●高所においての法面作業に従事していただきます
　・法面を自然環境による浸食、地滑りによる崩落を防止する為の
　　工事を担当していただきます
　・アミ張り
　・ピン打ち
　・セメント入れ等
＊主に東北６県の出張となります
　（現場により、日帰りまたは週１回帰省）
　冬期は、東北以外の地域に２ヶ月程度の出張する場合あり

日他 有限会社　鹿角工営
200,000円～300,000円 なし

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
押出２１－３雇用期間の定めなし

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

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
　・食事の介助、入浴介助、排泄介助等
　・散歩、レクリエーションの介助等
【特別養護老人ホーム　ケアホームおおゆ】
　　入所者定員：９０名、短期入所者定員：１９名
　　デイサービス利用者定員：３０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】定員：２９名

他 社会福祉法人　愛生会

ホームヘルパー２級
180,160円～187,660円 毎　週

介護職員初任者研修修
了者

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 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 1299311

養豚農場内作業員

3人

●当社養豚農場内での、肥育飼養等の管理業務全般
　・交配、妊娠、分娩に係る管理確認作業
　・養豚の給餌に係る作業
　・養豚場内の清掃作業等
　・その他、養豚の管理に付帯する業務
＊担当する作業内容については、当日の作業指示によります
※短時間勤務正社員を希望の方、相談可！
（就業時間：８：３０～１６：００、昇給率及び賞与月数同待遇
　賃金：月給１１２，６８０円～１４４，０００円
　職務手当：月１３，５００円、退職金共済加入等）

他 有限会社　ポ－クランド
140,200円～175,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字台
作１－２雇用期間の定めなし

44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- 1300211

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
＊パートタイム求人別途公開中

他 有限会社　ポ－クランド
156,750円～156,750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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1302411

製造員（正社員）

3人

●製造部門に係る製造作業業務に従事します
　・ＮＣＴ…機械金型交換、材料供給、運搬等
　・プレス係…図面を見ながら金型段取り、平板曲げ作業
　・スポット…電気で鉄板と鋼板を溶着する
　・溶接…アルゴン・半自動、ロボットで溶接、溶接後
　　削りならしをする
＊適性等をみて上記各部署へ配属します！

日他 株式会社　サンテック
140,000円～180,000円 その他

秋田県鹿角市十和田山根字上
ノ平１－４雇用期間の定めなし

38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- 1303011

施設運営管理

1人

●尾去沢鉱山・水晶山スキー場の運営管理業務全般に従事します
　・施設管理
　　草刈りや除雪、鉱山見学ルートの補修作業、清掃作業等
　・スキー場、売店、食堂等での接客業務（レジ操作を含む）
　・その他、運営に係わる付随する業務

他 株式会社ゴールデン佐渡　史跡
尾去沢鉱山149,120円～149,120円 その他

秋田県鹿角市尾去沢字獅子沢
１３－５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- 1304311

大型自動車運転手

1人

●使用済自動車を回収し、運搬する業務を担当していただきます
　・１０ｔ、４ｔユニック車を使用します
　・範囲は、北東北（秋田・青森・岩手県内）で日帰り日程です
＊未経験者の方、大型免許がない方の応募も歓迎します。
　入社後、資格取得する際には費用を一部会社にて負担します。

日他 有限会社　大成商事

大型自動車免許
180,000円～250,000円 その他

小型移動式クレーン運転
技能者

秋田県鹿角市花輪字葉ノ木谷
地１９８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

あれば尚可 05080- 1151011

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イク
●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

137,700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

あれば尚可 05080- 1153611

大型自動車運転手

1人

●大型ダンプカーの運転業務を担当していただきます　
　・運転は主に、小坂町の小坂製錬所から東北地方の各製錬所へ
　　鉱石類（カラミ等）を運搬する業務です
　・運搬先は、秋田製錬（株）、青森県八戸製錬（株）、宮城県
　　細倉金属鉱業（株）等です
＊夏期休暇制度あり
　詳細は求人に関する特記事項欄をご覧下さい！
＊未経験の方、大歓迎です！

他 小坂通運　株式会社

大型自動車免許
201,300円～216,300円 その他

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

45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- 1154911

工場作業員

1人

●家畜の原皮収集及び加工処理に係る業務に従事していただきます
　・取引先の食肉センター（株式会社ミートランド）で仕入れた
　　家畜の原皮を収集する作業
　　（４ｔトラック、軽トラックの運転業務有り）
　・工場内で仕入れた原皮の脱脂および塩漬け加工処理をして保管
　　する作業
　・工場内の整理等清掃業務
＊重い製品を取り扱う業務もありますので、持久力と筋力を必要と
　します
＊加工処理した製品は、海外へ輸出されます
＊フォークリフト運転技能資格のない方は、採用後資格取得してい
　ただきます（費用は会社負担）

土日祝他 株式会社　アイカ

フォークリフト運転技能者
150,000円～150,000円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字中谷地
３１－２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- 1156711

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1149811
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※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 45人
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分 企業全体 45人
(3)11時00分～20時00分

※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 0人
(1)8時10分～17時10分

企業全体 750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 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

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 35人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 35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 74人

企業全体 74人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 34人
(1)7時00分～14時00分

企業全体 380人

※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)8時30分～16時30分
(2)11時30分～19時30分 企業全体 35人
(3)16時30分～0時30分

※必要な経験

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

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 毎　週

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

有期雇用派遣労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 02010- 6198811

空気清浄機製造
（小坂町）

5人

≪派遣業務≫
電機機械　小型電子部品の組み立て作業です。軽作業です。

日祝他 キャリアフィット　株式会社　東
北支店166,400円～183,040円 その他

青森県青森市古川１丁目２１－
１２　セントラルビューあおもり１０
１

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 1150411

介護職員（グループ
ホームみさと）

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 1047311

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～250,000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

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-  900711

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
＊先輩社員の指導あり。丁寧に教えます。気軽にご相談下さい！

日祝他 東邦工業　株式会社
170,000円～300,000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

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-  901811

塗装工（プラスチック
製品塗装）

1人

●製品への塗装工程に従事していただきます
　・マスキング済みのプラスチック製品を治具にセットし塗装作業を
　　行う
　・治具のメンテナンス
　・塗装液の調合（※こちらの作業は徐々に覚えていただきます）
　　調合の為のスクリーングへの参加する等、キャリアアップにも
　　つなげられます）
　・作業場内の整理整頓等
＊作業は、工業用マスクを使用し（会社にて支給）、エアコンが
　ついた湿度・温度が管理されている部屋で行います
＊先輩社員が丁寧に教えます。気軽にご相談下さい！

日祝他 東邦工業　株式会社

150,000円～250,000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

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-  739911

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～300,000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

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～21時00
分の間の6時間程度

労災

不問 05080- 1305611

ホテル作業員（清
掃・食器洗浄・布団
敷き） 2人

●当ホテルの館内の下記の業務に従事していただきます
　・館内（客室を含む）清掃
　・食器洗浄
　・布団敷き
　・館内改装作業
＊往復送迎あり（冬期間もあります）
　（７：２５発）松の木（第二北部自動車学校）～花輪～尾去沢～
　　　八幡平～湯瀬ホテル（８：３０着予定）
※希望の勤務時間および日数について相談に応じます
　（繁忙期のみのアルバイト勤務も可能です）

他 湯瀬ホテル（株式会社　せせら
ぎ宿）840円～1,000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

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- 1308711

カウンター接客及び
ホール係

1人

●受付カウンターの接客応対とホール担当業務に従事して頂きます
　・カウンターにおいて、お客様の対応及び電話の応対業務
　・出玉と景品の交換に係る業務
　・店内を巡回し、機械の状況とお客様の入店状況等の把握
　・開店前の諸準備（機械の確認と清掃作業等）

他 ミロックス花輪店（三六九　株式
会社）1,000円～1,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字鉄砲２－
４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- 1312311

学校用務員【会計
年度任用職員】《急
募》 1人

●中学校における施設維持管理等を主とした以下の業務
　・校舎内外の整理整頓、環境整備
　・校内施設の小破修繕
　・教材等の印刷
　・来校者の接客応対
　・関係機関への文書等の配達、収受
　・冬期間の除雪作業

土日祝他 鹿角市役所
807円～962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

※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

就業場所 5人
(1)8時45分～13時00分
(2)12時45分～17時00分 企業全体 11,740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 時給

交替制あり 就業場所 68人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 205人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 26人

企業全体 87,237人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 2人
(1)9時00分～13時30分
(2)12時00分～16時30分 企業全体 1,150人
(3)9時00分～15時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 9人

(1)20時00分～2時00分

(2)21時00分～2時00分 企業全体 9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 43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
(1)20時00分～1時00分
(2)21時00分～2時00分 企業全体 43人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 80人
(1)6時00分～12時00分
(2)14時00分～18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)9時00分～15時00分

企業全体 80人

※必要な経験

パート労働者 労災

不問 03040- 2409411

販売員（鹿角花輪
店）

1人

・商品の発注、在庫管理
・花の管理（水やり、手入れ）
・接客応対
・レジ業務
・売り場整理
◆準社員としての募集です

他 株式会社コメリ　東北ストアサ
ポートセンター855円～855円 その他

岩手県花巻市空港南１丁目１
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 労災

不問 05030- 2469811

警備員

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きます
◎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
※入社後、３～４日間研修あり　　　　　　　　　　　　　
　（その間、日給＠６，６００円）
☆お客様からの信頼度向上により受注量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
1,250円～1,250円 毎　週

秋田県大館市赤館町７－６
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

不問 05030- 2521711

交通誘導警備員
（鹿角市・小坂町）

1人

◆工事現場での交通誘導の業務に従事します
◎男女ともに活躍している業界です
◎初めての方には、親切・丁寧に指導いたします

他 東アジア警備保障　有限会社
大館営業所交通誘導警備業務検定２

級
1,000円～1,200円 その他

秋田県大館市釈迦内字二ツ森
３１－１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

パート労働者 又は8時00分～20時00
分の間の2時間程度

労災

不問 05030- 2567511

ニチイライフ（家事代
行）サービススタッフ

1人

○家事代行サービス
・お客様宅へ訪問して清掃、洗濯、調理、買い物など日常の家事支援
＊空いている時間で働けます
＊作業内容は事前に担当者から説明があります
＊１ヶ月２０時間程度の勤務です（シフト表により）　
＊未経験者、家事の得意な方、大歓迎
＊無資格の方も応募可能です
＊年度毎の１年契約更新です

他 株式会社　ニチイ学館　秋田支
店　大館営業所介護職員初任者研修修

了者
1,015円～1,115円 毎　週

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 労災

不問 05030- 2629811

売店業務（七滝直
売所）

2人

◆『七滝直売所』において、売店業務に従事していただきます
◎商品の販売・レジ業務
◎品だし・陳列
◎直売所内の清掃等
※週３～４日程度の勤務です
※６０歳以上の方の応募歓迎します
○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 株式会社　タクト
800円～820円 その他

秋田県大館市御成町２－１７－
１０雇用期間の定めなし

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- 1309811

代行運転手

2人

●運転代行車の運転業務に従事していただきます
　・お客様とお客様の車を指定された場所まで運転をする業務をして
　　いただきます。
　　（お客様の車または、随伴車を運転していただきます）　
　・他、電話受付業務
　＊運転地域は、主に鹿角市、小坂町、大館市、八幡平市田山地域
　です
＊就業時間相談可！
＊普通自動車第二種免許無い方で取得予定の方、相談可！
　（採用の場合、取得するまでは伴走車を運転していただきます）
＊６０歳以上の方も応募可

他 きゃりぃ代行

普通自動車第二種免許
820円～1,100円 その他

秋田県鹿角市花輪字上中島７
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 又は13時00分～2時00
分の間の4時間以上

労災

不問 05080- 1167511

カラオケスタッフ

2人

●カラオケ店内で業務全般に従事していただきます
　・店内（個室）の掃除
　・受付や案内の接客業務
　・オーダーのあった飲食物の提供
＊就業時間相談可
　繁忙時（金・土曜）、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）

他 有限会社　トレンド企画
792円～792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

69歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は20時00分～2時00
分の間の5時間程度

雇用・労災

あれば尚可 05080- 1168411

代行伴走運転手ま
たは代行運転手（二
種） 3人

●運転代行車の運転業務
　・お客様の車の運転業務
　・代行料金に係る精算業務
＊運転地域は、花輪店は主に鹿角市～小坂町地域です
　大館営業所は、主に大館市～北秋田市地域です
＊繁忙時（金・土・日曜）のみ勤務可能な方、歓迎します

他 有限会社　トレンド企画

普通自動車第二種免許
792円～900円 その他

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
～69
歳

就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 1170911

厨房作業員（ライス
センター）

1人

●当ホテルの厨房内で炊飯作業等を行っていただきます
　・洗米・炊飯は機械で行います
　・つけ合わせのお新香の準備（盛り付け作業）
　・炊飯用の釜や調理器具の洗浄
　・その他、調理に係る補助業務があります
＊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 雇用・労災

あれば尚可 05080- 1171111

厨房作業員（従業
員食堂）

1人

●当ホテルの従業員向け食堂での調理業務全般に従事して頂きます
　・昼食と夕食の調理及び盛付を２名で行っていただきます
　　（炊飯は、他部門で行います）
　・食器洗浄と食堂内清掃・消毒作業
　・食材の社内発注
　・１ヶ月分の献立作成
＊雇用期間の更新予定あり：９月と３月（年２回）

火水木他 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
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※必要な免許・資格 時給

就業場所 116人

企業全体 116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～15時00分

企業全体 19人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 2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 7人
(1)11時00分～17時00分
(2)11時00分～20時00分 企業全体 7人
(3)17時00分～22時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 19人
(1)5時00分～10時00分

企業全体 20人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 2人

(1)10時00分～14時30分
(2)10時00分～15時00分 企業全体 2人

(3)17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

(1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～18時00分 企業全体 706人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 38人
(1)5時30分～10時30分
(2)10時00分～15時00分 企業全体 38人
(3)16時00分～20時30分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 9人
(1)7時00分～10時00分

企業全体 715人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

交替制あり 就業場所 15人
(1)22時00分～7時00分
(2)8時30分～17時00分 企業全体 107人

※必要な経験

パート労働者 又は8時00分～17時30
分の間の4時間以上

労災

不問 05080- 1177011

看護師または准看
護師

1人

●特別養護老人ホーム等利用者の看護及び介護業務に従事して
　いただきます
　・看護及び保健衛生業務
　・介護業務全般（食事の介助、排泄の介助等）
　・利用者の送迎業務（リフト付きワゴン車運転あり）
＊６０歳以上の方の応募も相談に応じます
　（気軽にお問合せ下さい）
＊雇用契約期間は、年度毎更新となります
【利用者人数】　特別養護老人ホーム；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

准看護師
1,170円～1,220円 その他

看護師 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

あれば尚可 05080- 1180811

調理員

1人

●利用者に提供する食事調理業務全般に従事していただきます
　・献立を基に食事の調理、料理の盛付け、配膳、片付け等
　・食器及び調理器具の洗浄及び厨房内の掃除、整理等
＊調理員１名で約２０名分の食事（昼食）を調理します

土日 企業組合　ゆい

調理師
800円～900円 その他

秋田県鹿角市十和田末広字家
ノ下７雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

無期雇用派遣パート 又は8時00分～12時00
分

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1184011

休憩施設清掃員
（小坂ＰＡ）

1人

●高速道路のサービスエリア・パーキングエリア内のトイレ、駐車場
　清掃、園地整備（施設周辺の草刈や冬季の簡易除雪作業）、その他
　付随する作業。
＊月１３～１５日程度の勤務となりますが、月４～７日程度の勤務も
　可能です。
＊勤務時間・勤務曜日は応相談
　午前勤務のみ、土日勤務のみ等相談可
　扶養控除内での勤務も可能
＊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」

他 秋田道路　株式会社
800円～1,000円 毎　週

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

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- 1185311

調理及び接客スタッ
フ

1人

●当店ピザ商品の販売に係る業務に従事していただきます
　・調理；レシピを見ながらの簡単な調理
　　　　　（ピザの種類は２０種類程度です）
　・レジ；商品を受渡し、代金の授受（レジ操作）
　・受注；来店者または電話での注文受付（対応業務）
＊職場体験可能です（お問合せ下さい）
＊Ｗワーク希望の方、子育て中の方、学生の方ＯＫ
　就業時間・日数相談について、気軽にご相談下さい
　（週１日～でも相談に応じます）

水他 フードファクトリーテンフォー　鹿
角店800円～800円 その他

秋田県鹿角市花輪字寺ノ後３３
－６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- 1204511

朝食係《急募》

1人

●朝食の簡単な調理、配膳下膳業務を担当していただきます
　・ご飯炊き、味噌汁作り、盛り付け業務
　・食事の配膳下膳、皿洗い業務
　・その他、調理場清掃等の付随する業務
＊１０食分程度の朝食を１～２人で調理準備します
　その他のおかずは前日に調理を行う為、簡単な調理作業になります
＊月１５日程度の勤務です

他 株式会社　茅茹荘
800円～900円 その他

秋田県鹿角市花輪字下中島１
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 又は8時00分～22時00
分の間の4時間程度

労災

あれば尚可 05080- 1212211

ラーメン調理補助お
よび接客

4人

●ラーメン店での調理補助及び接客業務
　・盛り付け等の調理補助（野菜のカット等）全般
　・オーダー受付、料理の提供
　・片付けおよび食器洗浄
　・食材等の買い出し（自家用車を使用、ガソリン代別途支給）
　・その他附随する業務
＊就業時間・日数、相談に応じます
　（平日のみ勤務希望、週１日のアルバイト希望等）
＊学生のアルバイト希望の方、どうぞご応募下さい！
＊フルタイム（正社員）求人も別途公開中です！

他 ハンサム侍
800円～850円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字寺ノ後９
－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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1217611

看護師（更望園）

2人

●当施設利用者の看護業務に従事します
　・健康管理、処置、薬の管理、食事の介助、通院付添い、緊急時の
　　対応等
　・通院付添いの際の運転業務
　　（軽または普通自動車の社用車を使用）
　・夜間のオンコール対応の当番があります
＊月１２～１６日程度（１日８時間）の勤務となります
　（※勤務日数相談可）
＊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

准看護師
1,100円～1,100円 その他

看護師 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

パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 1229811

調理補助

1人

●当ホテル厨房内において調理補助業務に従事していただきます
　・調理下準備、盛り付け
　・食器の準備
　・調理器具、食器等の洗浄
　・その他、調理に係る補助作業全般
＊雇用開始は、令和３年３月頃からを予定しています
＊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 労災

不問 05080- 1232311

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開店前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
＊清掃に使用する用具は、掃除機、ほうき、タオル等です
＊勤務日数は相談可です！

他 東北ビル管財株式会社　鹿角
営業所792円～792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

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

あれば尚可 05080- 1237811

運行管理担当（夜
間）

1人

●運行管理業務に従事していただきます
　・鹿角営業所を出発するトラックの運転手への点呼業務
　　（健康状態の確認、アルコールチェック等）
　・既に出発している遠距離先のトラック運転手とは、パソコンを
　　使用して点呼を行います
　・配車依頼書のＦＡＸ、乗務員への電話連絡
　・冬期は、玄関先の除雪作業
＊運行管理者の資格が無い方でも応募可能です
　採用後、運行管理者補助講習を受講し、資格を取得して頂きます

他 三八五エクスプレス株式会社
鹿角営業所

運行管理者（貨物）
800円～800円 毎　週

秋田県鹿角市十和田末広字和
田２４ー７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
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※必要な免許・資格 時給

就業場所 5人
(1)8時00分～10時00分
(2)8時00分～12時00分 企業全体 5人
(3)8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 3人

企業全体 3人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 40人
(1)18時00分～21時00分

企業全体 14,078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)7時00分～14時00分
(2)8時00分～15時00分 企業全体 3,500人
(3)9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 20人

企業全体 1,150人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 23人
(1)5時00分～6時30分

企業全体 23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

企業全体 8人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 12人
(1)8時00分～12時00分
(2)12時00分～16時00分 企業全体 26,522人
(3)18時00分～22時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 5人

企業全体 37人

※必要な経験

パート労働者 労災

不問 05080- 1243111

キリタンポ製造担当

1人

●キリタンポづくり作業全般に従事していただきます
　・ご飯炊き（３升の釜で炊く）からキリタンポづくりまでの作業全般
　　です
＊受注状況により、就業時間・日数が変動します
　【閑散期（就業時間（１））：就業時間の短縮】
　【繁忙期（就業時間（２）（３））：週５～６日勤務等】
＊出退勤時間や休日は相談の上、決定しますので、ご相談下さい

他 柳田キリタンポ店
800円～810円 その他

秋田県鹿角市花輪字堰向７９
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19時00分～23時
00分の間の4時間程度

労災

不問 05080- 1246211

接客係

1人

●接客係としてお客様への応対に従事していただきます
　・オーダーにより飲料物等の給仕
　・テーブルの後片付け等
　・その他、店舗内の清掃等の付随する業務
＊就業時間は相談に応じます
＊未経験者の方も歓迎します

日祝他 和風スナック　みちくさ
1,000円～1,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字古館２５－５雇用期間の定めなし

20歳
以上

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

パート労働者 労災

あれば尚可 05080- 1249011

チェッカー（レジ）担
当【１８～２１時】（ア
ルバイト） 1人

●レジカウンターの全般業務に従事していただきます
　・お買上げ商品の会計業務（レジ操作による）
　・レジ操作による商品のチェックアウト業務
　・商品の包装サービス等業務
　・商品の品出し、商品の陳列補充管理業務等
　・お客様のご案内等接客に関する業務　
　・その他、店内の整理清掃等付随する業務

他 イオン東北株式会社　マックス
バリュ小坂店870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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1250911

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 又は7時00分～17時00
分の間の6時間

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1253811

惣菜加工係（６時間
／パートナー社員）

1人

●惣菜品の販売に係る業務に従事します
　・惣菜の製造加工業務
　・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
　・惣菜の補充、品出し
　・売場の整理整頓、及び清掃業務
＊他部門との掛け持ちも可能（１日７時間まで）
※希望時間がありましたら、気軽にご相談ください。

他 いとく花輪店（株式会社　伊徳）
810円～810円 その他

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 又は8時00分～18時00
分の間の4時間程度

労災

不問 05080- 1255511

訪問介護員

1人

●在宅利用者の自宅を訪問し、日常生活に関わる介護業務に従事
　していただきます
　・調理、食事、排泄、入浴、洗濯等の介助
　・一日あたり２～３軒程度の家庭を訪問し介護します
＊訪問時には自家用車を借上げします
　移動給（８００円／１時間）支給
＊研修期間中は、ペアを組んで仕事を覚えていただきます
＊訪問時間は、利用者の状況や適性によって異なりますが、就業
　時間や勤務日数の希望については相談や調整に応じます
　（例）午前希望、午後希望…等

他 株式会社タクト　介護センター鹿
角事業所

ホームヘルパー２級
1,000円～1,050円 その他

介護職員初任者研修修
了者

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 労災

不問 05080- 1257011

新聞配達員（大湯、
錦木地区）

1人

●新聞の配達業務に従事していただきます
　・朝刊（秋田魁新聞）の戸別配達業務
　・配達地域は、市内の十和田大湯地域と錦木地域です
　・新聞購読料の集金に係る業務（毎月）
　・配達及び集金業務に使用する車両等は、各自で準備して頂きます
　　（燃料費は当所で支給します）

他 秋田魁新報　大湯販売所
800円～800円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字川
原ノ湯２０－１１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6時00分～5時59分
の間の3時間以上

労災

あれば尚可 05080- 1258311

販売スタッフ

2人

●レジに係る業務
　・商品の精算と袋詰め、カウンターフーズ・タバコ・
　　チケット販売、宅急便の手配、公共料金支払い等の業務
　・来店者の案内、接客業務
●売場の管理に係る業務
　・商品の検品・品出し・補充、商品のチェック
　・店内の清掃等の業務
＊就業時間については、気軽にご相談下さい
　（１日３時間以上から）
＊他掛け持ち就労希望等もご相談下さい！

他 ファミリーマート　鹿角大湯店
800円～800円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字中
田１０－３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- 1259611

品出し及び販売員
（レジ）

2人

●レジ操作、品出し及び接客業務に従事していただきます
　・医薬品除く商品品出し（食品、飲料、化粧品、雑貨等）
　　賞味・使用期限を確認し、新しい商品と入れ替え作業
　・レジ操作、清算及び袋入れ作業
　・その他、お客様の売り場案内等、附随する業務

他 株式会社ツルハ　ツルハドラッグ
毛馬内店792円～892円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
南陣場３０－１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7時00分～19時00
分の間の4時間以上

労災

不問 05080- 1261211

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）　
＊就業時間・日数、掛け持ち就労等、気軽にご相談下さい
＊正社員求人も別途公開しています

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）
800円～800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
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※必要な免許・資格 時給

就業場所 43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 8人

(1)6時00分～9時00分
企業全体 18人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 19人
(1)9時30分～15時30分

企業全体 19人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 19人
(1)17時00分～21時00分

企業全体 19人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 22人
(1)16時00分～21時00分
(2)17時00分～22時00分 企業全体 48人
(3)18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 22人
(1)16時00分～21時00分
(2)17時00分～22時00分 企業全体 48人
(3)18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 22人
(1)16時00分～22時00分

企業全体 48人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 6人

企業全体 6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 7人
(1)8時50分～16時50分
(2)8時50分～12時00分 企業全体 7人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 31人

(1)10時00分～16時00分
企業全体 31人

※必要な経験

パート労働者 又は8時30分～17時20
分の間の5時間以上

雇用・労災

必須 05080- 1262511

資材担当（検査・梱
包含）

1人

●製品の検査及び梱包業務に従事していただきます
　・社内測定具等による製品の検査
　・パソコン操作による生産管理ソフト等の入力
　・製品の梱包及び発送
　・作業場の整理等清掃業務
　・その他資材業務に付随する業務

日祝他 株式会社　青山精工
792円～960円 その他

秋田県鹿角市十和田末広字紀
ノ国平４２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6時00分～13時00
分の間の5時間程度

労災

不問 05080- 1264011

販売スタッフ（早朝）

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します　＊掛け持ち就労可！

他 セブン－イレブン　鹿角毛馬内
店830円～830円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
中陣場７４－１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30分～16時30
分の間の5時間以上

雇用・労災

不問 05080- 1270511

客室清掃係

1人

●当ホテルの客室、及び廊下等の清掃全般に係る業務
　・客室内の清掃業務（風呂、トイレ、ベッド等）
　・客室のベッドメイキング（シーツの交換等）
　・客室の器具備品の整理整頓、消耗品の交換等
　・廊下及び階段の清掃
＊客室５０部屋を５名体制の清掃員で行ないます
＊接客等のマナー講習を月１回程度行っております！

他 ホテル　ガ－デンかわむら
800円～800円 その他

秋田県鹿角市花輪字下花輪２
４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- 1271411

ウエイター・ウエイトレ
ス

1人

●レストランでのサービス業務に従事していただきます
　・夕食の料理や飲物の準備とセッティング、提供、後片付け業務　
●宴会場での宴会係
　・宴会場の準備（テーブル、イス等）、料理や飲物の準備と
　　セッティング、提供、宴会後の後片付け等　　　
＊接客等のマナー講習を月１回程度行っております！
＊雇用期間（短期間勤務希望）や就業時間帯等、相談可！

他 ホテル　ガ－デンかわむら
900円～900円 その他

秋田県鹿角市花輪字下花輪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 又は16時00分～23時
00分の間の5時間程度

雇用・労災

不問 05080- 1277711

ホール係（ホルモン
幸楽本店）

2人

●当社のホルモン幸楽本店でホールに係る業務
　・来店者のご案内等、接客業務
　・お客様からオーダーを受けて、肉等飲食品の配膳業務
　・飲食後の後片づけ業務
　・電話の応対業務
　・会計業務（レジ操作）
　・食器、調理器具等の洗浄業務（食洗機使用）
　・その他、付随する業務（店内の整理清掃作業等）

他 有限会社　中島企画
800円～950円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字鉄砲平１
－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 又は14時00分～23時
00分の間の5時間程度

雇用・労災

不問 05080- 1278811

ホール係（焼肉・冷
麺　幸楽）

1人

●当社の焼肉幸楽でホールに係る業務
　・来店者のご案内等、接客業務
　・お客様からオーダーを受けて、肉等飲食品の配膳業務
　・飲食後の後片づけ業務
　・電話の応対業務
　・会計業務（レジ操作）
　・食器、調理器具等の洗浄業務（食洗機使用）
　・その他、付随する業務（店内の整理清掃作業等）

他 有限会社　中島企画
800円～950円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字鉄砲平１
－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・労災

不問 05080- 1279211

食器洗浄係（ホルモ
ン幸楽本店）

1人

●当社のホルモン幸楽本店で食器洗浄業務に従事していただきます
　・下膳
　・食器及び鉄板の洗浄
　・厨房の整理及び清掃業務（ゴミ出しを含む）

他 有限会社　中島企画
792円～880円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字鉄砲平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 又は8時00分～17時00
分の間の4時間以上

雇用・労災

あれば尚可 05080- 1282611

配達員（ガソリンスタ
ンドスタッフ）

1人

●石油類の配達業務をメインに行っていただきます
　・石油類の配達業務（家庭及び企業への軽油・灯油等の配達）
　・他、ガソリンスタンド業務
＊制服貸与
＊６０歳以上の方の応募、大歓迎です！

他 奈良石油　有限会社

危険物取扱者（乙種）
900円～1,000円 その他

危険物取扱者（丙種） 秋田県鹿角市十和田大湯字湯
ノ岱２－５２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20分～17時20
分の間の7時間

雇用・労災・健
康・厚生・その他

不問 05080- 1287211

出荷梱包その他軽
作業

1人

●主に下記の業務に従事します
　・出荷梱包作業（製品確認及び専用箱へ詰込み等）
　・バリとり、タップ作業
　　バリ（とがった部分）の除去作業、ネジ切り
　・工場内の整理清掃作業
＊重量物はほとんどありません
＊作業服１着支給します。
＊就業時間、相談に応じます（フルタイム勤務も可）

日他 工藤製作所
792円～850円 その他

秋田県鹿角市十和田末広字谷
地中１６－３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9時00分～18時00
分の間の4時間以上

雇用・労災

不問 05080- 1291911

調理補助【厨房】

1人

●調理部門において、調理補助や食器洗浄等に従事して頂きます
　・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
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※必要な免許・資格 時給

就業場所 18人

企業全体 42人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 3人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 3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)13時00分～19時00分

企業全体 187人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 23人

企業全体 512人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 23人

企業全体 512人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 112人
(1)8時00分～12時00分
(2)8時00分～10時00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 9人
(1)9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 時給

就業場所 8人
(1)8時45分～15時00分

企業全体 8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 11人

企業全体 39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00分～12時30分
(2)7時00分～15時00分 企業全体 446人
(3)12時15分～18時30分

※必要な経験

パート労働者 又は8時30分～17時35
分の間の4時間以上

雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 1295211

板金兼塗装工員

1人

●板金兼塗装および納入作業に従事していただきます
　・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）
　・精密機器パネルの板金及び塗装業務
　・簡単な事務処理あり（伝票貼り、伝票整理）
＊社有車（ＡＴワゴン車）で納入します
＊初めのうちは検査・梱包作業に従事していただき、業務に慣れて
　きてから、板金・塗装業務を行っていただきます

日祝他 有限会社　リンテック
900円～1,000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- 1297411

調理補助員

1人

●お弁当・仕出しの調理補助業務に従事していただきます
　・調理補助的業務
　　主に出来上がった料理を見本の通りに盛り付け、整える作業
　・食器、調理器具の洗浄
　・調理場等の掃除（整理、整頓、清潔）
＊運転免許がある方には、配達業務をお願いする場合があります
＊就業時間（１日３～４時間）、就業日数（週２～３日）等希望が
　ありましたら、ご相談下さい！

他 渋谷商店
792円～792円 その他

秋田県鹿角市十和田錦木字浜
田８１－２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 又は8時00分～19時00
分の間の4時間以上

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1301511

学童支援員（有資
格者）

2人

●小学生児童の指導・支援を行っていただきます
　放課後の児童の安全な場所として、室内外での遊び、学習の補助
　生活等の指導・支援をしていただきます
　楽しんで子どもたちと一緒に過ごしていただきたいと思っています
　・対象学年：１～６年生
　・１日の平均利用児童数：３０～４０名（令和２年度現在）
＊雇用契約は、年度毎更新となります

日祝他 社会福祉法人　愛生会
950円～950円 その他

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

パート労働者 又は9時30分～19時30
分の間の5時間程度

雇用・労災

不問 06030- 4242511

販売・レジ（花輪店：
５時間）

1人

◯レジ担当及び、品出し業務
　主にレジ担当となります。
　レジ業務の無い時間は、品出しの業務を行って頂きます。
※雇用期間は、【６ヶ月毎の契約更新を】行っており、更新時期は
　毎年４月と１０月になります。

他 本間物産　株式会社
800円～800円 毎　週

山形県飽海郡遊佐町比子字白
木２３－３６２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～19時30
分の間の6時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

不問 06030- 4243411

販売・レジ（花輪店：
６時間）

1人

◯レジ担当及び、品出し業務
　主にレジ担当となります。
　レジ業務の無い時間は、品出しの業務を行って頂きます。
※雇用期間は、【６ヶ月毎の契約更新を】行っており、更新時期は
　毎年４月と１０月になります。

他 本間物産　株式会社
800円～800円 毎　週

山形県飽海郡遊佐町比子字白
木２３－３６２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

必須 05080- 1155111

運転手兼リサイクル
業務

1人

●事業系一般産業破棄物の運搬業務及びリサイクルに伴う業務に
　従事していただきます
　・４ｔコンテナ車を運転し、市内の運搬業務
　・廃棄物の積込作業等もあります
＊更新は、年度毎更新です

日他 東北ビル管財株式会社　鹿角
営業所８トン限定中型自動車免

許
1,200円～1,200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

パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 1158211

工場補助作業スタッ
フ

1人

●自動車整備工場での雑用等の補助作業に従事していただきます
　・洗車や車内清掃
　・車両の引き取り、引き渡し補助
　・タイヤ交換などの資格を保有しなくでも可能な作業
　・その他、工場内の清掃等付随する業務

日他 山崎自動車工業　株式会社
850円～1,200円 その他

秋田県鹿角市花輪字蒼前平２
－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- 1159511

ニンニクの成形・出
荷

3人

●ニンニクの成形・袋詰め・出荷の仕事に従事していただきます
　・ニンニクの皮の除去作業
　・機械を使用し、根の除去作業
　・ネット詰め（１Ｋｇ）及び、パック詰め作業
　・ニンニク１０ｋｇをダンボールに詰め出荷準備
＊主に座ったままの作業になります
＊就業時間等、相談可能です！
＊雇用開始は、７／１０～です

土日祝他 株式会社　寿青果
850円～850円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字級ノ木１５
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～23時30
分の間の3時間以上

労災

不問 05080- 1147111

ホールスタッフ係
（毛馬内店）

1人

●当店のホール、カウンターに係る業務に従事していただきます
　・パチンコ店内のホール巡回管理
　・ホール内での接客業務
　・お客様の台の玉箱出し（出玉）、玉選び、玉の入替作業、
　　玉数カウント作業等
　・カウンターに係る接客業務
　・お客様に対する景品の交換等
　・店内の清掃等
＊労働日数や就業時間については、気軽にご相談下さい。

他 三星産業　株式会社
800円～1,000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

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 雇用・労災

不問 05010-10895011

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下さい
＊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 毎　週

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
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　●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）

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

◎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
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