
（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
必要な経験

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 6人
(1)8時00分～17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 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 日給

交替制あり 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

◎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。

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（８月１９日～８月２５日受理分)  ８月２７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９月３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」

◎９／　７（火）１４：３０～　秋北バス㈱

◎９／１７（金）１０：００～　ニチイケアセンター鹿角（ニチイ学館㈱）

◎９／２１（火）１０：３０～　医療法人 恵愛会（鹿角中央病院）

◎９／１６（木）１０：３０～　新化食品㈱花輪工場

◎９／２４（金）１０：３０～　湯瀬ホテル（㈱せせらぎ宿）

◎９／１４（火）１０：３０～　社会福祉法人 愛生会（※９月２回開催）

◎９／２２（水）１０：００～　社会福祉法人 花輪ふくし会

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

自動車整備工
160,000円～255,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字合ノ野１４
５

 ◎　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 （※参加は予約が必要です）

◎９／　２（木）１０：３０～　㈱ファストコム 鹿角オフィス

◎９／　７（火）１０：３０～　㈱玉川温泉

◎９／　３（金）１０：３０～　社会福祉法人 愛生会

2人

●自動車整備に係る業務全般に従事していただきます
　・故障整備、修理作業
　・定期整備作業
　　（エンジン、ハンドル廻り、ブレーキ系統、動力伝達、関連各部の
　　　点検等）
　・自動車の引き取り、洗車等の作業
　・その他、工場の清掃等付随する業務

日他 有限会社　相馬自動車整備工
場

三級自動車整備士

◎９／　８（水）１０：３０～　㈱タクト 鹿角営業所

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- 1799911

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080- 1800411

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
　・自動車の定期点検、車検整備
　・自動車の故障整備、修理作業
　・自動車の引取り及び納車、洗車に係る作業
　・その他、工場内の整理整頓、清掃等、附属する業務
＊自動車整備士３級の方も、２級の資格意欲のある方は、条件緩和
　について、気軽にご相談下さい。

日他 有限会社　工藤モーター

二級自動車整備士
170,000円～190,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字下タ町２１
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

不問 05080- 1796011

ゴミ収集助手

1人

●一般家庭ごみ収集車の助手作業に従事していただきます
（鹿角市、小坂町内の一般家庭ごみ収集車の助手作業）
　・収集箱から家庭ごみを収集する作業
　・週１回リサイクルセンターにおいて仕分等の作業
　　〔社有車（ＡＴ軽トラ、軽バス）で移動〕
　・その他、作業場の清掃等附随する業務

日他 有限会社　ホクセイ
141,240円～141,240円 その他

秋田県鹿角市花輪字高沢６－
１雇用期間の定めなし

50歳
以下

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。

1 



※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 2人
(1)9時00分～18時00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 6人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～12時00分 企業全体 6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 4人

(1)8時30分～17時00分
(2)8時30分～16時30分 企業全体 4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 5人

企業全体 120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 5人

企業全体 120人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 16人
(1)8時00分～16時30分

企業全体 3,200人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

変形（1年単位） 就業場所 26人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 26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 26人
(1)8時00分～17時30分

企業全体 26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
必要な経験

賃金形態
賃金時給額
就業時間

※必要な免許・資格 時給

就業場所 2人

(1)9時00分～15時00分
企業全体 2人

※必要な経験

休日
従業員数
加入保険

事業所名・所在地
就業場所
求人番号

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1797311

サービススタッフ（家
電販売、メンテナン
ス） 1人

●家庭用電気製品の宣伝及び販売、メンテナンス業務に従事して
　いただきます
　・顧客先を廻り、家電品の宣伝、販売、メンテナンス等
　　主に鹿角市、小坂町です（社有車（ワゴン車、軽トラ）使用）
　・店内において販売業務
　・顧客管理業務
　・その他、附随する業務
＊地元に密着したサービスを行っているお店です！

日祝他 有限会社　小舘電気商会
160,000円～200,000円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
城の下５７－９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

不問 05080- 1794511

養豚作業員

1人

●当社養豚農場内での、肥育飼養等の管理業務全般に従事
　していただきます
　・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
＊未経験の方、どうぞご応募下さい。歓迎します！
　（段階的に仕事を習得できるように指導します）

他 有限会社　スカイミート
170,000円～240,000円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字腰
廻７２－１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- 1793211

商品管理・店舗対
応

1人

●店舗対応及び商品引き取りから出品までの商品管理業務
　・店舗対応（お客様応対）
　・商品の掃除、簡単な修理等のメンテナンス作業
　・発送準備（商品発送時、同行の場合あり）
　・軽トラ、２ｔまたは４ｔトラックでの商品の引き取り
　　（範囲：北東北３県）
＊大小様々な商品を取り扱い、重量物（２０ｋｇ程度）を扱う場合もあり
　ます。力を必要とする仕事です
＊明るく活発な方を希望します！
＊アルバイト就労可（週３日以上／時給８５０円）

水他 株式会社　きよ

８トン限定中型自動車免
許

160,300円～183,200円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字箒
畑１１９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 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 05010-17018811

レンタカーバックヤー
ド業務【鹿角店】

1人

○次のようなバックヤード業務に従事していただきます。
　・レンタカーの再商品仕上げ、車内清掃及び洗車
　・貸渡車両の準備、段取り
　・お客様への出発車両案内
　・帰着車両のお出迎え
　・店舗間での車両の納車、引き取り、回送業務
＊作業服貸与
＊正社員登用制度あり

他 株式会社　トヨタレンタリース秋
田

中型自動車免許
146,200円～154,800円 その他

秋田県秋田市川尻町字大川反
２３３－４９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 又は8時00分～18時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05010-17019211

レンタカー業務【鹿
角店】

2人

■レンタカー業務（受付・接客）■
〇電話、インターネットによる予約受付
〇フロントでの契約内容説明、お客様の免許証確認等
〇引渡し前の車両説明、返却時の車両確認等
■レンタカーバックヤード業務■
〇納車　〇引き取り
〇洗車　〇段取り　
〇開店業務

他 株式会社　トヨタレンタリース秋
田160,000円～180,000円 その他

秋田県秋田市川尻町字大川反
２３３－４９雇用期間の定めなし

35歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 公災・健康・厚生

あれば尚可 05031- 1484311

中学校の数学講師
（臨時）【鹿角市】

1人

◆中学校の数学の教員
＊教科指導
＊生徒指導
＊その他付随する業務
※学級担任となる場合もあります
※熱意を持って生徒に寄り添った指導を行っていただきます
【応募期限日：令和３年９月８日（水）午後５時書類必着

土日祝 秋田県教育庁北教育事務所
中学校教諭免許（専修・１
種・２種）

175,204円～290,059円 毎　週

秋田県北秋田市鷹巣字東中岱
７６－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

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- 1628911

土木作業員

2人

●土木工事業務に従事していただきます
　・土木工事の現場作業
　　（主に道路工事、法面工事、舗装工事等）
　・大型、特殊車両（ローダー・ローラー等）のオペレータ業務
　・その他、付随する雑工事作業

日他 小坂建設　株式会社

大型自動車免許
178,760円～202,740円 その他

大型特殊自動車免許 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
前田４－４雇用期間の定めなし

40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- 1629111

土木・建築施工管
理技士

2人

●土木・建築工事業務に係る施工管理業務
　・土木、建築工事等に係る費用の積算及び実施計画について
　・土木、建築工事の施工管理の計画検討や工程管理に係る業務
　・工事施工に伴う品質管理及び原価管理に係る業務
　・官公庁へ提出する書類の作成と提出等

日他 小坂建設　株式会社

２級土木施工管理技士
229,000円～331,000円 その他

２級建築施工管理技士 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
前田４－４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

パート労働者 労災

不問 05080- 1798611

顧客訪問スタッフ

1人

●顧客先を訪問し、家庭用電気製品販売に関する下記業務に従事
　していただきます
　・暮らしに役立つ情報紙、展示会やイベント等のご案内のお届け
　・消耗品や小物商品の配達等
　・お客様のご要望の聞き取り等
　・顧客データベースの整備
　・その他、附随する業務
＊主に毛馬内、錦木、末広地区です
　自家用自動車を使用していただきます（燃料費別途支給）
＊地元に密着したサービスを行っているお店です！

日祝他 有限会社　小舘電気商会
850円～850円 毎　週

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
城の下５７－９雇用期間の定めなし

59歳
以下

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。

2 



※必要な免許・資格 時給

就業場所 150人
(1)15時00分～22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 48人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 150人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 48人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 150人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 48人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 150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)14時00分～20時00分
(2)9時00分～14時00分 企業全体 12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)8時00分～10時00分

企業全体 655人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 9人
(1)9時30分～13時30分

企業全体 165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）

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

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

パート労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1795411

サポート部門（６時
間／パートナー）

1人

●販売に係るサポート業務に従事していただきます
　・会計業務（レジ操作）
　・お買上げ商品の金銭授受
　・売り場店内のお買上げのカゴ、カートの整理整頓業務
＊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）
【追加募集】

他 いとく鹿角ショッピングセンター
（株式会社　伊徳）820円～940円 毎　週

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 労災

不問 05080- 1790111

米倉庫事務員

4人

●米倉庫において米買入に係る業務に従事していただきます。
　・米の検査補助（軽作業）
　・米買入事務（パソコンへ品種や数量を入力する程度）
※雇用期間は、状況により前後する可能性があります。

日他 かづの農業協同組合
792円～792円 その他

秋田県鹿角市花輪字下中島１
０－２５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- 1791711

米手積み作業員

3人

●米倉庫内で米袋を積み上げる作業に従事していただきます。
　・一日中３０Ｋｇの米袋を繰返し運ぶため、筋力・持久力を必要と
　　します。
※フォークリフト運転技能資格ある方大歓迎！
　（リフト手当：７，０００円／月）
※雇用期間は、状況により前後する可能性があります。

日他 かづの農業協同組合

フォークリフト運転技能者
1,066円～1,066円 その他

秋田県鹿角市花輪字下中島１
０－２５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- 1792811

米倉庫検査補助担
当

4人

●米倉庫にて米買入に係る業務に従事していただきます。
　・米の検査補助
※雇用期間は状況により前後する可能性があります。

日他 かづの農業協同組合
792円～792円 その他

秋田県鹿角市花輪字下中島１
０－２５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

あれば尚可 05030- 3792511

販売および商品管
理（鹿角市）

1人

◆花の販売およびレジ、陳列、商品化（アレンジメント）、商品管理
　などの業務に従事します
◎週３～４日勤務できれいなお花に囲まれて、お花を生活の身近に
　感じられる様なお仕事です
※土・日曜日どちらか勤務可能な方希望します
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）

他 花ドーム　株式会社
800円～800円 その他

秋田県大館市大田面４１４－４
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 労災

不問 05010-16987411

清掃スタッフ【アルパ
ス】

1人

○体育宿泊施設の清掃業務全般に従事していただきます。
　・浴室、脱衣場等を含む日常清掃全般業務

他 株式会社　友愛ビルサービス
1,000円～1,000円 その他

秋田県秋田市山王３丁目１－７
東カンビル２Ｆ雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

◎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！

パート労働者 雇用・労災

不問 05010-16923611

薬局スタッフ【ファー
マックスかづの薬
局】 1人

○調剤業務の医療事務業務を担当していただきます。
　・処方箋の受付、会計、処方箋入力、患者様対応
＊雇用期間：勤務状況、評価制度により６ヶ月毎の契約更新の可能
　性があります。（最長３年）

土日祝他 株式会社　ファーマックス
850円～850円 毎　週

秋田県秋田市大町３丁目５－８
ウィング・グラン５Ｆ


雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

3 


