
（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 7人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 24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 月給

就業場所 30人
(1)7時40分～16時20分

企業全体 1,150人

※必要な経験正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 1786511

給食調理業務（鹿
角市学校給食セン
ター） 2人

　【請負業務】
●鹿角市学校給食センターににおいて、給食業務を担当します
　・市内小・中学校約２０００食の調理、配達業務
　・その他付随する業務
＊令和４年４月以降の更新については原則１年毎の更新になります

土日祝他 株式会社タクト　鹿角営業所

調理師
118,000円～130,000円 毎　週

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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05030- 3755611

警備員（有資格者）
【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いただき
　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）
※資格をお持ちのない方も別途募集しています

日他 奥羽エース警備　株式会社
交通誘導警備業務検定１
級

198,800円～293,880円 毎　週

交通誘導警備業務検定２
級

秋田県大館市赤館町７－６
雇用期間の定めなし

18歳
～64
歳

就業場所 秋田県鹿角市

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 又は7時30分～17時00

分の間の8時間程度
雇用・労災・健
康・厚生

不問 03010-16787811

170,000円～240,000円 その他

交通誘導警備業務検定１
級

岩手県盛岡市大通３－２－７
鈴木ビル３階

◎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

警備員（正社員／
十和田待機所）

1人

○十和田待機所において、下記の業務を行っていただきます。
　・高速道路上での交通規制作業・車両誘導及び監視員
　・その他、付随する業務および指示された業務
＊冬期間は主に高速道路の除雪作業となります。

他 テクノスワーク株式会社　盛岡
営業所交通誘導警備業務検定２

級

◎９／２１（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

◎９／　３（金）１０：３０～　社会福祉法人 愛生会

◎９／１４（火）１０：３０～　社会福祉法人 愛生会（※９月２回開催）

◎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２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１２日～８月１８日受理分)  ８月２０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２７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」

 ◎　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㈱

◎９／１７（金）１０：００～　ニチイケアセンター鹿角（ニチイ学館㈱）

※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

就業場所 29人

(1)4時30分～13時00分
企業全体 1,150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 13人
(1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分 企業全体 13人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 150人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 150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 29人
(1)12時00分～15時00分
(2)17時45分～19時45分 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 29人

(1)6時00分～12時00分
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 25人
(1)9時00分～15時00分
(2)10時00分～16時00分 企業全体 7,289人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 38人
(1)9時00分～15時00分

企業全体 38人

※必要な経験

※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

　●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）

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。
＊９月中は月１０日程度、１０月以降は月２０～２２日程度の勤務と
　なります。
＊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」

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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生・財形・
その他あれば尚可 05080- 1411111

事務員

1人

●本所　総務課の庶務業務に従事していただきます
　・来客・電話応対等
　・端末オペレーション
　・パソコンを使用しての書類作成

土日祝他 かづの農業協同組合
136,400円～153,450円 毎　週

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- 1784811

清掃係

1人

●当ホテルの館内の清掃業務に従事していただきます
　・館内清掃
　（フロア、廊下等の清掃）
　・客室内清掃
　（浴室、床、トイレ等）
　・客室内のアメニティのセット（浴衣、バスタオル等の補充）
　・その他、付随する業務

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- 1785211

一般事務補助員

1人

●一般事務関係の事務補助を担当していただきます　　　
　・電気関係の書類に係る整理、事務補助（パソコン操作）
　・来客者の応対等（取り次ぎ）
　・書類等郵送に伴う準備、送付に係る業務
　・その他雑務（お客様へのお茶出し等）　　
＊雇用期間は、最大５ヶ月（更新は３ヶ月以内です）

土日祝 東北電力ネットワーク株式会社
鹿角電力センター820円～820円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字柳田３１
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 雇用・労災

不問 05080- 1788011

給食調理員（大湯リ
ハビリ温泉病院）

1人

●大湯リハビリ温泉病院において、給食業務を担当します
　・厨房において、決定したメニューに基づいたレシピにより給食の
　調理を行います
　・調理した料理の盛り付け等業務
　・盛り付けた料理を車両（配膳車）へ運搬配膳作業
　・その他、厨房内の整理清掃作業等付随する業務
＊１２人の調理員がローテーションで担当しています
＊昼食１８０食、朝食各１３０食程度を調理します
※平日のみの勤務も相談に応じます
＊令和４年４月以降の更新については原則半年毎の更新となります

他 株式会社タクト　鹿角営業所

調理師
950円～950円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字志和野３
６－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は12時00分～19時
45分の間の5時間

労災

不問 05080- 1789311

食器等洗浄作業員
（大湯リハビリ温泉病
院） 2人

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

他 株式会社タクト　鹿角営業所
820円～850円 その他

秋田県鹿角市花輪字志和野３
６－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1783711

鉄道線路の保守メン
テナンススタッフ

3人

●主にＪＲ花輪線の線路を保守する仕事です。
　春から秋にかけて老朽化したレールやマクラギ等の交換を機械や
　人力で行います。
　冬はモーターカーという機械を使用しての線路除雪、踏切や駅の
　除雪等になります。
　災害等によって壊れた線路を復旧することもあります。
　通常５～１０名のチームでの作業になる為、未経験の方でも安心
　して働くことが出来ます。

日他 有限会社　湯清建設
175,500円～234,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字下中島１
０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- 1787411

給食調理員（大湯リ
ハビリ温泉病院）

2人

●大湯リハビリ温泉病院において、給食業務を担当します
　・厨房において、決定したメニューに基づいたレシピにより給食の
　　調理を行います
　・調理した料理の盛り付け等業務
　・盛り付けた料理を車両（配膳車）へ運搬配膳作業
　・その他、厨房内の整理清掃作業等付随する業務
＊１２人の調理員がローテーションで担当しています
＊昼食１８０食、朝食各１３０食程度を調理します
※平日のみの勤務も相談に応じます
＊令和４年４月以降の更新については原則１年毎の更新となります

他 株式会社タクト　鹿角営業所

調理師
155,000円～174,800円 毎　週

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）

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

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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