
（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 日給

変形（1年単位） 就業場所 74人

(1)20時30分～8時30分
企業全体 74人

※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 日給

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

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 1781911

土木作業員

1人

●一般土木工事に係る業務に従事していただきます
　・土砂の掘削、埋戻し、盛土、型枠、コンクリート打込み業務等
　・その他、付随する業務

日他 有限会社　鳥谷建設
８トン限定中型自動車免
許

161,700円～173,250円 その他

秋田県鹿角市十和田岡田字中
野４３－２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- 1778511

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
【追加募集】

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

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
あれば尚可 05080- 1782111

205,200円～237,600円 その他

秋田県鹿角市八幡平字湯瀬湯
端４３

 ◎　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／　７（火）１４：３０～　秋北バス㈱

◎８／２０（金）１０：３０～　㈱男塾　大館営業所

◎８／２０（金）１３：３０～　ニプロファーマ㈱大館工場

◎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５日～８月１１日受理分)  ８月１３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８月２０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」

◎８／１７（火）１０：３０～　医療法人 恵愛会（鹿角中央病院）

◎８／２６（木）１０：３０～　新化食品㈱花輪工場

◎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

◎８／２７（金）１０：３０～　いとく鹿角ショッピングセンター・花輪店

◎８／２５（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

ナイトフロント

1人

●来館されるお客様は、観光や癒しを求める方など目的は様々です
　が、お客様一人一人に、身も心もおくつろぎ頂けるようお手伝いを
　していただきます（フロント、接客、売店等）
【主な仕事例】
　・受付業務、精算業務、案内業務（食事の会場や時間等）
　・売店におけるレジ業務や接客
　・各食事会場の下膳業務
　・夜間警備（館内の巡回は３～４回）
＊体力に自信がある高齢者の雇用実績もあります！
＊６５歳以上の方の場合は、１年毎の契約社員となります　
≪　急募　≫

他 湯瀬ホテル（株式会社　せせら
ぎ宿）

※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

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

※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

※必要な免許・資格 月給

就業場所 100人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 120人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

フォークリフト運転技能者 変形（1年単位） 就業場所 5人

(1)8時00分～17時00分
(2)15時00分～0時00分 企業全体 5人

(3)0時00分～8時30分
※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 30人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 72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 10人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 130人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 0人
(1)8時45分～17時25分

企業全体 58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 40人
(1)8時30分～17時30分
(2)17時30分～8時30分 企業全体 310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 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

変形（1年単位） 就業場所 42人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 42人

※必要な経験

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下陣場６０－１３雇用期間の定めなし

62歳
以下

大型自動車免許

就業場所 秋田県鹿角市
正社員 又は7時30分～17時00

分
雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080- 1754011

日祝他 秋田道路　株式会社

２級土木施工管理技士
185,000円～260,000円 その他

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

総合職（施工管理
及び道路維持作業
員） 1人

・高速道路の維持修繕作業における施工管理、安全管理、工程計画
　積算、出来高管理、書類作成など。
※入社後の一定期間は維持修繕作業の実作業に従事し、現場経験
　を積んでいただきます。
・作業区間：安代ＩＣ～碇ヶ関ＩＣ（ＳＡ、ＰＡ含む）
※１級、２級の造園又は土木施工管理技士資格保有者の募集です
※全国社会保険労務士会連合会認定「職場環境改善宣言企業」

２級造園施工管理技士

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05080- 1773911

一般事務員

1人

●当事業所において、関連会社の事務業務を担当していただきます
　・電話及び来客応対
　・請求書の発行業務
　・伝票の整理
　・ファイル管理
　・外出業務を含むその他付随する業務
＊状況により、事務の業務内容が変更になる場合があります

日祝他 Ａｒｏｕｎｄ株式会社
171,000円～177,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
前田４ー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

不問 05010-16320111

機動警備スタッフ
（県北地区）

3人

○契約先への異状時対応業務を担当していただきます。
　・巡回業務
　・警備用機器等の保守
　・設備異状時の一次対応　等
＊現場へは社用車を使用（ＡＴ車）

他 ユーアイ警備保障　株式会社
136,858円～138,240円 その他

秋田県秋田市山王２丁目１－５
４　三交ビル４Ｆ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

あれば尚可 22020-16473811

高速道路の点検員
（十和田事業所）

2人

（請負業務）
高速道路の維持管理業務をしていただきます。
主には高速道路上の土木構造物（橋梁・トンネル・のり面・標識・カル
バート等）を近接目視や打音検査等を用いて点検します。
その結果を書類やデータとして入力・整理します。
複数名で行う業務なので同種業務未経験の方でも班員がサポートし
ます。
※データ入力の際にＥｘｃｅｌを使用します。
※全国各所勤務地有・単身寮有

土日祝他 穂の国エンジニアリング株式会
社

１級土木施工管理技士
400,000円～600,000円 毎　週

２級土木施工管理技士 静岡県浜松市中区板屋町１１１
－２　浜松アクトタワー２５階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 14150-13417711

ドライバー（近隣配
送）／秋田工場

1人

ダンボール箱・紙器等の商品を秋田県内、近隣の県のお取引先に
納品していただく業務です。
２トン～４トンのトラックを使用しています。
未経験の方でも指導いたします。

日祝他 株式会社　北原紙器製作所

中型自動車免許
150,000円～184,000円 その他

神奈川県横浜市港北区新羽町
１２５４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

有期雇用派遣労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05010-16639211

食品製造（鹿角市）

1人

○食品製造業務を行います
　・工場内において食品製造業務
　・立ちっぱなしの仕事ではなく、動きのある仕事です

日他 パーソルテンプスタッフカメイ　株
式会社　秋田オフィス142,500円～150,000円 毎　週

秋田県秋田市中通４丁目５－６
秋銀・明治安田ビル７Ｆ
　

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

不問 05080- 1777211

工場作業員

1人

●軽石加工品の製造業務に従事していただきます
　・機械設備の保守と管理及び修理作業、他記録
　　（作業日報はパソコンの定型フォームを使用し入力）
　・軽石を選別し、乾燥するまでの設備機械運転
　　オペレーター作業及び諸作業
　・出荷補助作業
　（１袋１０ｋｇの軽石加工品をパレットに積込等）
　・他、工場内諸作業及び採石場での補助作業
＊資格取得（フォークリフト、車両系建設機械運転技能）の経費は
　会社で全額負担します！

日他 株式会社　栗山ケイセキ

大型自動車免許
158,200円～180,800円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字渋
沢出口１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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1776811

生産技術

1人

●製品等を効率的に量産するための生産体制や環境を構築する
　業務に従事していただきます
　・時間、コスト、品質といった様々なポイントをふまえて、安定的効率
　　的にプロセスを管理して改善していく業務です
＊化学工学の知識が活かせる仕事です

土日祝他 新化食品株式会社　花輪工場
175,000円～205,000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

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- 1775711

食品製造員

3人

●製パン・製菓用改良剤（粉類）またフルーツ加工に係わる製造
　業務に従事して頂きます
　・粉体の原料及び製品の計量作業・充填・梱包作業等の製造作業
　・りんごの手直し作業及び選別作業等のりんごの加工に係わる
　　製造作業
　・ジャム・ドライフルーツ等の製造作業
　・工場内の整理整頓及び清掃作業
＊立ち仕事が中心です
＊配属先は、適性をみて判断します

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

不問 05080- 1774111

製造加工機械の操
作・管理

3人

●製パン・製菓用改良剤（粉類）またはフルーツ加工品の製造加工
　機械を操作・調整・管理し、製造を行う業務に従事して頂きます
　・各工程において色々な機械装置を使用し食品の製造を行います
　　（高速回転粉砕機、混合機、自動計量機、自動充填機、仕込み
　　　装置、アップルマシン、Ｘ線異物検査装置、金属検出機、
　　　濃縮装置など）
　・工場内の整理整頓及び清掃作業
　　（機械の掃除、メンテナンスを含む）
＊立ち仕事が中心です
＊配属先は、適性を見て判断します

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

2 



※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 42人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 42人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

変形（1年単位） 就業場所 42人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 42人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 380人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 380人

※必要な経験

　●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）

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 1人
(1)9時00分～17時45分

企業全体 600人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 35人
(1)13時00分～17時00分

企業全体 45人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 48人
(1)8時00分～17時00分
(2)9時00分～13時00分 企業全体 48人
(3)9時00分～15時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 6人
(1)8時00分～15時30分
(2)8時00分～10時30分 企業全体 655人
(3)8時00分～10時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 6人
(1)7時00分～12時30分
(2)7時00分～15時00分 企業全体 469人
(3)12時15分～18時30分

※必要な経験

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1592511

事務補助員【育休
代替】

1人

●一般行政事務の事務補助業務に従事していただきます
　・電話対応及び窓口対応
　・郵便物、書類の整理
　・パソコンでのデータ入力
　・その他、事務全般
＊パソコン操作のできる方（入力ソフトあり）
＊雇用開始：９／１～

土日祝他 鹿角市役所
145,079円～181,928円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字荒田４－
１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

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

あれば尚可 05080- 1572911

道路維持作業員
（有期契約社員）

3人

・高速道路の維持修繕作業
　（路面、構造物の補修及び清掃）
　（路肩、法面等の草刈、伐採）
　（交通事故の復旧作業）
　（冬季間の除雪作業等）
　（その他、付随する作業）
・休憩施設内の清掃、植栽作業
・作業区間：安代ＩＣ～碇ヶ関ＩＣ（ＳＡ、ＰＡ含む）
※全国社会保険労務士会連合会認定「職場環境改善宣言企業」

日祝他 秋田道路　株式会社

大型自動車免許
156,750円～206,910円 その他

大型特殊自動車免許 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下陣場６０－１３雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

18歳
以上

玉掛技能者

就業場所 秋田県鹿角市

雇用期間の定めなし

18歳
～62
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- 1571611

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

・高速道路の維持修繕作業
　（路面、構造物の補修及び清掃）
　（路肩、法面等の草刈、伐採）
　（交通事故の復旧作業）
　（冬季間の除雪作業等）
　（その他、付随する作業）
・休憩施設内の清掃、植栽作業
・作業区間：安代ＩＣ～碇ヶ関ＩＣ（ＳＡ、ＰＡ含む）
※全国社会保険労務士会連合会認定「職場環境改善宣言企業」

日祝他 秋田道路　株式会社

大型自動車免許
165,000円～240,000円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下陣場６０－１３

パート労働者 雇用・労災

不問 05010-16502411

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して
　ください。
＊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

パート労働者 雇用・労災

不問 05010-16463411

清掃スタッフ及び
ルームメイク【アルパ
ス】 2人

○体育施設の清掃業務全般
　・館内の日常清掃
　・宿泊施設の清掃及びルームメイク全般

他 株式会社　友愛ビルサービス
830円～830円 毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－７
東カンビル２Ｆ雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は8時00分～17時00
分の間の4時間以上

労災

不問 05080- 1780611

介護員

1人

●デイサービス「ゆーとりあ」を利用する（定員２５名）方の介護に係る
　全般業務に従事していただきます
　・施設利用者の送迎（社有車利用）、食事の介助、入浴の介助、
　　排泄の介助等
　・施設利用者の外出、買い物、昼食づくり等可能な限り、自分で
　　出来ることを一緒に行動し、職員と楽しみながら穏やかに
　　過ごしてして頂く業務です
＊就業時間相談可

日他 社会福祉法人　小坂町社会福
祉協議会

ホームヘルパー２級
792円～864円 毎　週

介護職員初任者研修修
了者

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
前田７－１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 労災

不問 05080- 1779411

清掃員（週３～４日）

1人

●施設内の清掃業務に従事していただきます
　（グループホームみさと・デイサービスセンターオアシス）
　・玄関、ホール、廊下、トイレ（職員トイレを含む）、事務室、休憩室、
　　脱衣場、浴室、浴槽の掃除
＊はじめは、同じ清掃員から指導を受けて、業務の流れを覚えて
　いただきます
＊両方の施設を日替わりで清掃していただきます

他 有限会社　プラントス
800円～800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

山形県天童市乱川３丁目６番１
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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 06010-13361211

他 株式会社　あじまん
900円～1,000円 その他

（臨）大判焼き・たこ
焼きの製造販売員
（鹿角市） 1人

＊スーパー、ホームセンターの敷地内に、プレハブ型の店舗を設置
　して、大判焼き、たこ焼きの製造販売をして頂く仕事です。
＊毎年来てくれる方歓迎します
※人員が集まり次第、研修開始します
※勤務店舗・雇用期間についてはお問い合わせください。
※応募の際はハローワークから紹介状の交付を受けて下さい

道路維持作業員

2人

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

◎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！

※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 19人
(1)9時00分～16時30分
(2)9時00分～15時00分 企業全体 19人
(3)9時00分～14時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 74人

(1)6時30分～10時30分
(2)15時00分～20時00分 企業全体 74人

(3)16時00分～21時00分
※必要な経験

※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 時給

就業場所 74人

(1)8時30分～15時30分
企業全体 74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

交替制あり 就業場所 8人
(1)9時00分～14時00分
(2)11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 時給

就業場所 8人
(1)17時00分～21時30分
(2)17時30分～21時30分 企業全体 8人
(3)18時00分～21時30分

※必要な経験パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 1619911

販売スタッフ（夜）

1人

●コンビニエンスストアの販売に係る業務に従事していただきます
　・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、公共料金の支払い等の業務
　・来店者の案内、接客業務
　・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
＊長期勤務できる方を歓迎します！
（土曜・日曜・祝日、お盆・正月も勤務可能な方を希望します）

他 ローソン　小坂町店
830円～830円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字五
十刈５－２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 雇用・労災

不問 05080- 1618611

販売スタッフ（日中）

1人

●コンビニエンスストアの販売に係る業務に従事していただきます
　・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、公共料金の支払い等の業務
　・来店者の案内、接客業務
　・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
＊長期勤務できる方を歓迎します！
　（土曜・日曜・祝日、お盆・正月も勤務可能な方を希望します）
＊平日のみの勤務も相談に応じます

他 ローソン　小坂町店
830円～830円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字五
十刈５－２雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

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- 1382811

ホテル作業員（清
掃・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
　・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）
＊６５歳以上の方の相談や応募可です！
（１年毎の契約社員となります）
《　急募　》

他 湯瀬ホテル（株式会社　せせら
ぎ宿）900円～1,100円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字湯瀬湯
端４３雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

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- 1381711

ホテル作業員（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
　・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）
＊６５歳以上の方の相談や応募可です！
（１年毎の契約社員となります）
《　急募　》

他 湯瀬ホテル（株式会社　せせら
ぎ宿）900円～1,100円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字湯瀬湯
端４３雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は6時30分～21時30
分の間の5時間以上

労災

あれば尚可 05080- 1516811

接客（食事提供担
当）

1人

●各食事会場において飲食に係る給仕等接客業務
　　（飲食は、朝食、昼食、夕食、宴会等）
　・各飲食会場の準備、会場づくり、後片付けに係る業務
　・その他、他の部門の応援
　　（会場整理清掃、玄関前送迎、フロント受付業務等）
※就業日数については、相談に応じます
　気軽にご相談下さい。
　　例）繁忙時のみのアルバイト希望
　　　　掛け持ち就労の為、シフト調整が必要　…等
《　急募　》

他 湯瀬ホテル（株式会社　せせら
ぎ宿）900円～1,100円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字湯瀬湯
端４３雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

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

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- 1765911

日他 企業組合　ゆい

准看護師
1,000円～1,200円 毎　週

看護師

1人

●施設利用者の健康管理等看護業務、介護業務に従事していただき
　ます
　・バイタルチェック
　・食事、入浴（衣類の着脱）、排泄の介助等
　・機能訓練の補助
＊笑顔と真心をモットーにアットホームな雰囲気の中で、現在１日
　定員１８名の利用者に対し、３名の看護師で対応しています
＊６５歳以上の方は、１年毎更新の雇用契約となります

看護師

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

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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