
（週刊求人情報の配置場所、時間）

フルタイム
職種・雇用形態
雇用期間

求人数
年齢 仕事の内容 必要な免許・資格・経験 賃金形態・賃金月額・就業時間

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 7人

(1)8時30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 25人

(1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分 企業全体 25人

(3)10時00分～19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 114人

(1)7時00分～16時00分
(2)9時30分～18時30分 企業全体 114人

(3)13時00分～22時00分
※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）

◎ 7/16（金）10：30～　農事組合法人 八幡平養豚組合

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（６月３～６月９日受理分)  ６月１１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１８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」

◎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）

◎ 6/15（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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1322911

ホンダパワー製品・
農業汎用　機械の
サービススタッフ 1人

●ホンダ除雪機等のパワー製品の組立・納品業務
　・簡易な修理メンテナンス業務
　・プロパンガスやガス機器等の販売施工に係る補助業務
　　（ガス器具の住宅設備施工・設置、ガス配管の交換等）
　・パソコン等を使用し、受発注業務
　・その他上司の指示による付随する業務
＊プロパンガス販売及び工事に関わる資格取得については、全額
　会社負担します。
＊未経験者歓迎
　他の従業員も未経験からスタートしました
【トライアル雇用求人】～求人条件特記事項欄を参照下さい

日他 株式会社　角昌機械店

138,500円～200,500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

不問 05080- 1315111

介護員

1人

●介護に係る全般業務
　・利用者の健康管理の他、食事・入浴・洗濯等の日常生活の介助
　　に係る業務に従事していただきます　
　・夜勤は、月４～６回あり（夜勤勤務の翌日は原則公休）
　・入所者最大３０名
　　現在看護師３名、介護員１４名が勤務しています
■当社は、資格取得の為の助成制度があり、従業員の資格取得を
　積極的に行っています！
　介護職員初任者研修・実務者研修・社会福祉士や社会福祉主事等
　の資格取得の為の費用の補助の他に、講習を受講する為のシフト
　調整等も行い、資格取得をバックアップします。

他 株式会社　大寿（ショートステイ
大寿十和田）158,500円～190,000円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
押出８７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- 1317811

介護職員

1人

●老人介護に係る全般業務
　・当特別養護老人ホーム利用者の介護業務全般
　・施設利用者の食事、入浴、排泄の介助等に係る業務
　・利用者の送迎業務（リフト付きワゴン車運転あり）
＊採用後に配属先を決定します
＊短時間パート勤務希望の方、相談可（時給９００円）
【利用者人数】
　あかしあの郷；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
161,300円～195,700円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字栗平２５－２
本部あかしあの郷

雇用期間の定めなし

18歳
～59
歳

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。
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※必要な免許・資格 日給

変形（1年単位） 就業場所 9人
(1)8時00分～16時30分

企業全体 9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 9人
(1)8時00分～16時30分

企業全体 9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

企業全体 26,522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)5時00分～20時00分

企業全体 400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 34人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 51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 14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ヶ月単位） 就業場所 4,726人
(1)8時30分～17時00分
(2)16時30分～0時30分 企業全体 4,726人
(3)0時00分～9時30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 4,726人
(1)8時30分～17時00分
(2)16時30分～0時30分 企業全体 4,726人
(3)0時00分～9時30分

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 4,726人

(1)8時30分～17時00分
企業全体 4,726人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 4,726人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 4,726人

※必要な経験

登録販売者　ツルハ
ドラッグ鹿角店（秋
田県鹿角市） 1人

○ドラッグストアにおいて、医薬品日用品等の接客販売・商品管理・
　マネジメント等の業務全般に従事していただきます。
※登録販売者の資格を有する者に限る

他 株式会社　ツルハ（ツルハドラッ
グ）登録販売者（一般医薬

品）
185,000円～270,000円 その他

北海道札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号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8時30分～22時30

分の間の8時間程度
雇用・労災・健
康・厚生・財形

必須 01240-11491411

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 04030- 2555911

調理（住み込み）
〔秋田県鹿角郡小
坂町〕 1人

◇作業員宿舎にて調理業務に従事していただきます。
　・４０名程度の３食作りの調理補助
※寮費は無料ですが、食事代のみ自己負担となります。

日他 有限会社　三山食品
183,600円～183,600円 その他

宮城県多賀城市笠神４丁目３
－３７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 05030- 2713611

交通誘導警備員

2人

◆工事現場・駐車場等での交通誘導警備業務に従事して頂きます
＊現場までは、自家用車での移動（基本は直行直帰）免許や自家用
　車のない方は、乗り合いや電車等を利用し移動してもらうことも可能
　です
＊男性・女性共に活躍できる職場です
＊入社時の研修を当事業所にて４日間行います
【応募方法】
　応募希望者は、ハローワーク窓口より事前連絡の上、面接日時を
　確認下さい。面接当日は『履歴書』『紹介状』を持参して下さい。

日他 有限会社　エムケー警備　大館
営業所179,280円～200,880円 その他

秋田県大館市二井田字小石台
８－９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 05030- 2702411

配管工員（見習可）

1人

◆建築物配管作業（冷暖房換気設備、消防設備等）
◆上下水道配管敷設作業（給水管、排水管等）
　・官公庁関係の業務が主体となっております
＊工事現場は主に大館市、小坂町、鹿角市です
＊見習可（資格取得を目指す方）

日他 熊谷施設工業　株式会社

１級配管技能士
200,000円～350,000円 その他

２級配管技能士 秋田県大館市水門町４－２
雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県大館市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1318211

林業現場作業員
（未経験者）

1人

●林業全般業務に従事していただきます
　・チェンソー、草刈り機械の操作
　・林業機械の操作、運転
＊必要な資格の取得費用や、講習の受講費用は、一部会社で補填
　します
＊山林での業務になりますので、業務に支障の無い体力を求めます
　チームワーク作業なので、協調性を重視しています

日他 有限会社　中村造林
195,500円～195,500円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字相
内５－１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

必須 05080- 1319511

林業現場作業員
（経験者）

1人

●林業全般業務に従事していただきます
　・チェンソー、草刈り機械の操作
　・林業機械の操作、運転
＊必要な資格の取得費用や、講習の受講費用は、一部会社で補填
　します
＊山林での業務になりますので、業務に支障の無い体力を求めます
　チームワーク作業なので、協調性を重視しています

日他 有限会社　中村造林
218,500円～218,500円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字相
内５－１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 05010-12310711

助産師（県内厚生
連９病院）

10人

・病棟及び外来等での助産師業務　
・病院により、日直・早番・遅番等の勤務あり。
（就業場所は、鹿角市、北秋田市、能代市、八郎潟町、秋田市、由利
　本荘市、大仙市、横手市、湯沢市の内のいずれかとなります）
＊令和４年４月１日採用
＊時間外労働時間は９病院の平均を記載しています。

土日祝他 秋田県厚生農業協同組合連合
会

助産師
193,200円～295,700円 毎　週

看護師 秋田県秋田市八橋南２丁目１０
－１６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 05010-12311811

看護師（県内厚生
連９病院） 100

人

・病棟及び外来等での看護師業務　
・病院により、日直・早番・遅番等の勤務あり。
（就業場所は、鹿角市、北秋田市、能代市、八郎潟町、秋田市、由利
　本荘市、大仙市、横手市、湯沢市の内のいずれかとなります）
＊令和４年４月１日採用
＊時間外労働時間は９病院の平均を記載しています。

土日祝他 秋田県厚生農業協同組合連合
会

看護師
186,000円～295,700円 毎　週

秋田県秋田市八橋南２丁目１０
－１６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 05010-12312211

薬剤師（県内厚生
連９病院）

7人

・病院薬剤師として、調剤業務、注射薬調剤と混合業務、製剤業務、
　服薬指導、医薬品情報の提供、ＴＤＭ業務、医薬品管理、麻薬・
　覚醒剤原料・向精神薬の管理等の業務を行っていただきます。
＊医療チームの一員として、安全で効果的な薬物療法を行うため、
　医師・看護師・その他の医療スタッフと綿密な連絡を取り患者の
　治療にあたっています。また、医療安全管理委員会をはじめ、薬事
　委員会、院内感染対策委員会、緩和ケア委員会、栄養サポート
　チーム（ＮＳＴ）、そして新しい医薬品開発のための治験審査委員会
　など医薬品に関する様々な委員会にも参画しています。
＊令和４年４月１日採用
＊時間外労働時間は９病院の平均を記載しています。

土日祝他 秋田県厚生農業協同組合連合
会

薬剤師
196,100円～310,700円 毎　週

秋田県秋田市八橋南２丁目１０
－１６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 05010-12313511

診療放射線技師
（県内厚生連９病
院） 5人

・診療放射線技師業務全般
・病院により、日直・当直・早番・遅番の勤務あり。
（就業場所は、鹿角市、北秋田市、能代市、八郎潟町、秋田市、由利
　本荘市、大仙市、横手市、湯沢市の内のいずれかとなります）
＊令和４年４月１日採用
＊時間外労働時間は９病院の平均を記載しています。

土日祝他 秋田県厚生農業協同組合連合
会

診療放射線技師
175,600円～295,700円 毎　週

秋田県秋田市八橋南２丁目１０
－１６雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

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

就業場所 4,726人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 4,726人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 4,726人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 4,726人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 4,726人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 4,726人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 4,726人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 4,726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 2人

(1)8時30分～17時15分
企業全体 3,500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 2人
(1)9時00分～8時59分

企業全体 16,290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 3人

(1)9時00分～18時00分
(2)18時00分～9時00分 企業全体 16,290人

(3)20時00分～9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 3人

(1)9時00分～18時00分
(2)18時00分～9時00分 企業全体 16,290人

(3)20時00分～9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 11人

(1)9時30分～18時15分
企業全体 224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・財形

不問 05010-12314411

臨床検査技師（県
内厚生連９病院）

10人

・臨床検査技師業務全般
・病院により、日直・当直・早番・遅番の勤務あり。
（就業場所は、鹿角市、北秋田市、能代市、八郎潟町、秋田市、由利
　本荘市、大仙市、横手市、湯沢市の内のいずれかとなります）
＊令和４年４月１日採用
＊時間外労働時間は９病院の平均を記載しています。

土日祝他 秋田県厚生農業協同組合連合
会

臨床検査技師
175,600円～295,700円 毎　週

秋田県秋田市八橋南２丁目１０
－１６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 05010-12315011

理学療法士（県内
厚生連９病院）

5人

・理学療法士業務全般
・病院により、日直・当直・早番・遅番の勤務あり。
（就業場所は、鹿角市、北秋田市、能代市、八郎潟町、秋田市、由利
　本荘市、大仙市、横手市、湯沢市の内のいずれかとなります）
＊令和４年４月１日採用
＊時間外労働時間は９病院の平均を記載しています。

土日祝他 秋田県厚生農業協同組合連合
会

理学療法士
171,100円～291,200円 毎　週

秋田県秋田市八橋南２丁目１０
－１６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 05010-12316311

作業療法士（県内
厚生連９病院）

5人

・作業療法士業務全般
・病院により、日直・当直・早番・遅番の勤務あり。
（就業場所は、鹿角市、北秋田市、能代市、八郎潟町、秋田市、由利
　本荘市、大仙市、横手市、湯沢市の内のいずれかとなります）
＊令和４年４月１日採用
＊時間外労働時間は９病院の平均を記載しています。

土日祝他 秋田県厚生農業協同組合連合
会

作業療法士
171,100円～291,200円 毎　週

秋田県秋田市八橋南２丁目１０
－１６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 05010-12317611

言語聴覚士（県内
厚生連９病院）

5人

・言語聴覚士業務全般
・病院により、日直・当直・早番・遅番の勤務あり。
（就業場所は、鹿角市、北秋田市、能代市、八郎潟町、秋田市、由利
　本荘市、大仙市、横手市、湯沢市の内のいずれかとなります）
＊令和４年４月１日採用
＊時間外労働時間は９病院の平均を記載しています。

土日祝他 秋田県厚生農業協同組合連合
会

言語聴覚士
171,100円～291,200円 毎　週

秋田県秋田市八橋南２丁目１０
－１６雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

無期雇用派遣労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 13010-48176311

事務及び受付業務
／鹿角市

1人

事務業務
　・資料まとめ報告書類作成
　・資料のまとめコピー・連絡
受付業務
　・電話受付
　・施設来客者の受付案内
　・郵便物、荷物の授受
その他業務
　・事務用品等の買出し等
＊就業場所は窓口まで

日祝 三幸　株式会社
139,300円～139,300円 その他

東京都千代田区神田駿河台３
－３－４　三幸駿河台ビル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 05010-12001111

セキュリティスタッフ
（機械警備）【小坂
町】 2人

・機械警備ご契約先へ社有車を使用して緊急対応、巡回業務等を
　行います。
・警備範囲は小坂町エリアになります。
＊未経験者でも安心して業務に就ける研修、教育制度も有ります。
＊３日に１度程度の勤務なので自由時間が多く、兼業も可能です。
＊業務に支障が無ければ、勤務中に自己啓発を行うことも可能です
＊雇用契約は初年度は１年、その後は３年毎の契約となります。

他 セコム　株式会社　秋田統轄支
社155,000円～170,000円 その他

秋田県秋田市中通３丁目２－４
４　
秋田河北ビル３階

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・財形

不問 05010-12005511

セキュリティ事業ス
タッフ（機械警備）
【鹿角】 5人

○セコムグループの様々なサービスの最前線で高度な安全・安心を
　お届けする社会貢献度の高い仕事です。
　社有車でご契約先に急行し、適切な対処を行います。
【具体的な対処業務】
　緊急対処・巡回・ＡＴＭ障害対処・保守点検・警備強化の提案・初期
　消火・救急対応　等
＊東証一部上場の正社員募集です。福利厚生等も完備しています。
　実力主義の会社なので、努力次第で活躍可能。やりがいがあります
　安定した会社で思い切り力を発揮してください。
＊入社時・入社後に適宜研修を行っています。

他 セコム　株式会社　秋田統轄支
社190,600円～200,100円 その他

秋田県秋田市中通３丁目２－４
４　
秋田河北ビル３階

雇用期間の定めなし

18歳
～34
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 05010-12006411

セキュリティ事業ス
タッフ（機械警備）
【地域限定】　鹿角 5人

○セコムグループの様々なサービスの最前線で高度な安全・安心を
　お届けする社会貢献度の高い仕事です。
　社有車でご契約先に急行し、適切な対処を行います。
【具体的な対処業務】
　緊急対処・巡回・ＡＴＭ障害対処・保守点検・警備強化の提案・初期
　消火・救急対応等
＊東証一部上場の正社員募集です。福利厚生等も完備しています。
　実力主義の会社なので、努力次第で活躍可能。やりがいがあります
　安定した会社で思い切り力を発揮してください。
＊入社時・入社後に適宜研修を行っています。

他 セコム　株式会社　秋田統轄支
社190,500円～200,000円 その他

秋田県秋田市中通３丁目２－４
４　
秋田河北ビル３階

雇用期間の定めなし

18歳
～34
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 05010-12137411

サービスエンジニア
（整備）　【県北地
域】 2人

○店舗において、下記の業務に従事していただきます。
　・点検整備全般　　　
　・洗車、構内清掃
　・接客、整備内容等のご説明
　・部品発注及び管理
　・帳票の管理
　・取扱商品の推販
　・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

火他 秋田トヨタ自動車　株式会社

三級自動車整備士
172,500円～284,500円 その他

秋田県秋田市泉中央２丁目１
－３雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

3 



※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 25人
(1)5時15分～14時00分
(2)8時30分～17時00分 企業全体 496人
(3)10時50分～19時20分

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 27人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 27人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 0人
(1)5時30分～14時30分
(2)10時30分～19時30分 企業全体 50,035人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 8人
(1)5時30分～14時30分
(2)10時30分～19時30分 企業全体 50,035人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 0人
(1)5時30分～14時30分
(2)10時30分～19時30分 企業全体 50,035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 6人
(1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～17時00分 企業全体 4,150人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 130人
(1)9時00分～18時00分

企業全体 200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)9時15分～18時00分
(2)9時15分～17時00分 企業全体 270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25分～17時20分
企業全体 25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45分～17時15分
(2)9時45分～18時15分 企業全体 5人
(3)8時45分～13時15分

※必要な経験

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05010-12186211

給食業務（かづの厚
生病院）

1人

○『かづの厚生病院』にて入院患者様への給食業務に従事して
　いただきます。
　・食材の下処理、仕込み
　・調理、盛り付け、配膳、下膳
　・厨房内の清掃　等
＊勤務開始日は相談に応じます。
＊シフトの割合い（組み方）は相談に応じます。

他 株式会社　光風舎
161,000円～161,000円 毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町６
－１６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- 1314911

運転手兼リサイクル
担当

1人

●リサイクルに伴う業務
　・発砲スチロールの溶融作業
　　（溶融後の塊（１２ｋｇ程度）をパレットへ手積み作業含む）
　・得意先業者の廃棄物、粗大ゴミ等の収集作業
　・車両の洗車や給油等車両の管理業務
　・作業日報の記録業務
　・その他、作業場の清掃等付随する業務
＊収集車両は２ｔのトラック及び４ｔゴミ回収車です
＊６０歳以上の方の応募希望等、気軽に相談下さい！
　（６０歳以上の方の場合、１年契約の契約社員となります）

土日他 有限会社　ホクセイ

８トン限定中型自動車免
許

161,250円～172,000円 その他

中型自動車免許 秋田県鹿角市花輪字高沢６－
１雇用期間の定めなし

59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 03010-11685211

栄養士／嘱託（鹿
角市十和田大湯）

1人

○請負先事業所において責任者の指示のもと利用者様への食事
　提供業務
　調理、盛付け、食器洗浄
　献立・帳票作成、栄養管理業務全般
＊利用者数：９０名程度
＊雇用について
　１年毎の契約更新あり（但し、勤務内容に問題がない限り）

他 日清医療食品　株式会社　北
東北支店

栄養士
154,600円～181,000円 毎　週

岩手県盛岡市大通３丁目３番１
０号　七十七日生盛岡ビル　９
階

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 03010-11688011

調理員／嘱託（鹿
角市十和田大湯）

3人

○請負先事業所において責任者の指示のもと利用者様への食事
　提供業務
　調理、盛付、食器洗浄
　厨房内での業務全般
※利用者数：９０名程度　　　　　
※雇用について　　　　　　　　　　
　１年毎の契約更新あり（但し、勤務内容に問題がない限り）

他 日清医療食品　株式会社　北
東北支店149,600円～176,000円 毎　週

岩手県盛岡市大通３丁目３番１
０号　七十七日生盛岡ビル　９
階

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 03010-11689311

調理員／嘱託（鹿
角市花輪）

1人

○請負先事業所において責任者の指示のもと利用者様への食事
　提供業務
　調理、盛付、食器洗浄
　厨房内での業務全般
※利用者数：２９名程度　　　　　
※雇用について　　　　　　　　　　
　１年毎の契約更新あり（但し、勤務内容に問題がない限り）

他 日清医療食品　株式会社　北
東北支店149,600円～176,000円 毎　週

岩手県盛岡市大通３丁目３番１
０号　七十七日生盛岡ビル　９
階

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 04010-28614911

営業・技術

3人

【営業】
　ルート営業が主になります。担当エリア内のお客様を訪問し、ヤン
　マーの農業機械・資材・部品などの販売、メンテナンスを行います
【技術】
　トラクターをはじめとした農業機械の整備業務全般に従事して頂き
　ます
※就業場所はご本人の希望を考慮のうえ、面接時に相談のうえ決定
　いたします。

日祝他 ヤンマーアグリジャパン　株式会
社　東北支社157,000円～204,000円 その他

宮城県仙台市若林区六丁の目
西町８－１　斎喜センタービル１
階

雇用期間の定めなし

45歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

無期雇用派遣労働者 雇用・労災・健
康・厚生

必須 04010-28849111

自動車部品の開発・
設計業務

1人

Ｐｒｏ－Ｅを用い自動車部品・用品の開発・設計業務をご担当頂きます

初めは図面修正や手書き図面・２Ｄ図面から３Ｄ図面変更業務からの
スタートとなりますが、経験を積んで頂き、イグニッションコイルなどの
設計をご担当頂きます。
Ｐｒｏ－Ｅの経験が無くてもＳｏｌｉｄｗｏｒｋｓでの経験があればすぐに対応
可能です。

土日祝他 東日本スターワークス株式会社
仙台テクニカルセンター200,000円～350,000円 毎　週

宮城県仙台市青葉区中央１丁
目２－３　
仙台マ－クワン１９Ｆ

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 05010-11548411

営業【大館市・鹿角
市店】（県北地区）

2人

・自動車販売
・自動車関連商品の販売
・車検、法定点検の誘致
・洗車
・保険代理店業務
・お客様フォロー　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

月他 トヨタカローラ秋田　株式会社
220,000円～220,000円 その他

秋田県秋田市寺内字神屋敷２
９５－３７
　

雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

製造員（溶接、曲げ
加工等）

1人

●製造部門の下記業務に従事していただきます
　・溶接業務
　　アルゴン、半自動、スポット溶接
　・曲げ業務
　　専用機で鋼板を折り曲げる
　・その他業務
　　切断面のバリ取り作業、ねじ穴加工、脱脂梱包作業
　・検査業務
　　検査器具を使用し、製品の寸法検査や仕上がり検査等
　・他、作業場の整理整頓など附随する業務　

土日他 株式会社　ドリック
140,000円～170,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字新川原４
８－９雇用期間の定めなし

45歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

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- 1313611

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

必須 05080- 1163111

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
420,000円～580,000円 その他

4 



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 96人
(1)7時00分～9時00分

企業全体 3,500人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

変形（1週間単位非定型的） 就業場所 7人
(1)12時30分～17時00分
(2)8時00分～12時00分 企業全体 7人
(3)14時30分～18時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 11人
(1)8時30分～15時15分

企業全体 109人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 5人
(1)10時00分～14時00分

企業全体 5人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 2人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 25,409人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 0人

企業全体 0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30分

企業全体 19人

※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

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　大館市字三の丸６－２  大館労働基準監督署内 0186-42-4033 大館総合労働相談コーナー

パート労働者 雇用・労災・健
康・厚生

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

土日他 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

いとく花輪店（株式会社　伊徳）
850円～850円 毎　週

日配部門（早朝アル
バイト社員）

2人

●日配食品係業務に従事していただきます
　・日配商品の品出し準備業務
　・日配商品の品出し業務
　・店頭陳列業務
　・店内雑務（後片付け業務等）
＊１日３時間勤務も相談に応じます

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 労災

不問 05080- 1323111

パート労働者 労災

不問 05080- 1321611

看護師　准看護師

1人

●眼科における看護師業務
　・点眼、採血、血圧測定、点滴等
　・診察の介助（患者様の誘導、頭部を支える、眼帯を外す）
　・手術日の患者様のお世話（着替え等）
　・手術器具の洗浄、滅菌作業
　・院内の清掃（朝）
＊８／１～勤務可能な方を希望します
　（多少の前後は、相談に応じます）

月火土日祝他 こいずみ眼科

看護師
1,200円～1,400円 毎　週

准看護師 秋田県鹿角市花輪字鎌倉平５
－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・公災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 1316711

ほ場管理業務【会計
年度任用職員】

1人

●ほ場の管理業務全般（当振興局農林部に所属）　
　・リンゴ、もも等の栽培管理
　（摘果、収穫、防除、剪定等）
　・収穫物の出荷調整作業
　・ほ場の環境整備（草刈機、トラクター等の機械を使用）
　・その他、上司の指示による付随業務
＊応募者５名になり次第、または６／１８（金）１５時に締め切ります

土日祝他 鹿角地域振興局
806円～961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

必須 05080- 1320311

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

土日祝他 株式会社　かづの駅前薬局

薬剤師
2,500円～2,500円 毎　週

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

パート労働者 雇用・労災

不問 05010-11615111

施設管理員（補助）

1人

○資料館にて来館者の受付業務を中心とした事務で、週３回程度の
　業務を担当して頂きます。（毎週月曜日は休館日）
　・受付業務
　・企画展等の準備補助
　・館内外の清掃、美観維持等その他付随する業務
　・展示物の受け取り、備品の買い出し等
　（その際、マイカーを使用する場合がありますが、
　　ガソリン代別途支給します。）

月他 太平ビルサービス　株式会社
秋田支店800円～800円 毎　週

秋田県秋田市山王６丁目１４番
１２号雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は8時00分～20時00
分の間の8時間程度

その他

不問 05010-11754811

販売（就業時間相
談可）「鹿角」

3人

○当社で扱っている各商品の販売業務に従事していただきます。
　・健康関連商品、医療機器などの販売となります。
＊出勤不要就業日時間は応相談、電話で予め説明を受けている
　地元のお客様へ訪問することになります。
＊延べ８時間ほどの研修があります。

日祝他 圭工カンパニー
1,000円～1,000円 その他

秋田県秋田市下浜桂根字境川
１６３－２雇用期間の定めなし

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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