
（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 時給

就業場所 0人
(1)8時10分～17時10分

企業全体 20,000人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 0人
(1)8時10分～17時10分

企業全体 20,000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 31人
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分 企業全体 70人
(3)9時00分～18時00分

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 1614511

給油スタッフ

2人

●自動車の給油サービスに係る業務に従事していただきます
　・給油所おいてお客様の自動車に給油するサービス業務
　・給油に係る会計業務（レジ操作）
　・油類の配達業務
　・お客様の自動車の洗車（機械操作による）
　・自動車の軽微な整備点検、タイヤ・オイル交換・ウォッシャー
　　液注入等
　・その他、給油所施設内の雑務（清掃等）

他 株式会社　アニモ

危険物取扱者（乙種）
135,800円～209,200円 その他

秋田県鹿角市花輪字下中島１
３２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

不問 05010-15204911

製品の検査【小坂
町】

1人

車載機器などを扱っている工場にて基盤の検査をお願いいたします
※作業は流れ作業ですが、ライン作業ではありません
※立ち仕事になります
※製品の重量は１～２ｋｇ程度です。重量物はありません。

日祝他 株式会社　テクノ・サービス　秋
田営業所183,040円～183,040円 その他

秋田県秋田市中通２丁目１－３
６　マグナスビル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

有期雇用派遣労働者 雇用・労災

不問 05010-15200411

工場内での現場事
務【小坂町】

1人

車載機器などを扱っている工場内での現場事務をお願いします。
※ラベルシート作り、製品管理、伝票入力など。

日祝他 株式会社　テクノ・サービス　秋
田営業所166,400円～166,400円 その他

秋田県秋田市中通２丁目１－３
６　マグナスビル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

◎ 8/27（金）10：30～　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

◎ 8/12（木）10：00～　ニチイケアセンター鹿角（ニチイ学館㈱）

◎ 8/17（火）10：30～　医療法人 恵愛会

◎ 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

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（７月１５日～７月２８日受理分)  ７月３０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６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/ 6（金）10：30～　ショートステイ大寿十和田（㈱大寿）

◎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４ページに記載しております。

◎ 8/25（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 （※参加は予約が必要です）

◎ 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

◎ 8/10（火）10：30～　㈱玉川温泉

※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 月給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 16人
(1)6時00分～14時50分
(2)8時30分～17時20分 企業全体 276人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 5人
(1)9時00分～18時30分
(2)9時00分～12時00分 企業全体 130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 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年単位） 就業場所 148人

企業全体 219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 11人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 34人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 59人
(1)8時10分～17時10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 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

※必要な免許・資格 月給

変形（1ヶ月単位） 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 月給

変形（1年単位） 就業場所 78人

企業全体 78人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

交替制あり 就業場所 22人
(1)8時30分～17時30分
(2)5時30分～14時30分 企業全体 706人
(3)10時00分～19時00分

※必要な経験正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1587011

調理員（更望園）

1人

●栄養士の献立に基づき、入所者３０人分の食事（３食）を調理員
　４名で交替で調理します
　・食事の調理、料理等の盛付け、配膳、後片付け等の業務
　・厨房内の整理清掃業務
　・物品の検収等の業務
　・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

他 社会福祉法人　花輪ふくし会
151,215円～165,209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 又は6時00分～22時00
分の間の8時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080- 1597911

調理師

2人

●当ホテルのメイン厨房内での和食の調理業務です
　・和食を主としたお膳料理に係る業務
　・食材、食品の管理、発注に係る業務
　・料理の仕込み及び料理の盛り付け業務
　・厨房内の食材、食器等の整理整頓、清掃業務
＊調理スタッフ１５名（料理長含め調理師、盛付担当等）

他 株式会社　ホテル鹿角

調理師
167,600円～273,300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- 1599711

新聞記者

1人

●当社新聞記事に係る記者業務に従事していただきます
　・鹿角市及び小坂町を中心に新聞に掲載する記事の取材業務
　　外勤業務：取材とカメラ撮影業務
　　内勤：取材内容をパソコンで記事入力業務
＊営業には、自己保有車を使用していただきます
　　（燃料代等は別途支給します）

他 株式会社　米代新報社
135,000円～150,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字上中島１
９５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- 1598111

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）
＊介護職未経験の方も歓迎します
【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～215,600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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1605211

ＮＣ旋盤オペレータ

2人

・加工図面を基にＮＣプログラム作成から加工までの業務
・バイト（刃物）作成
・部品検査等（加工後の部品チェック）
・片付け、清掃、その他付帯業務
・データ集計作業（パソコン使用）あり

日祝他 鹿角コネクタ　株式会社
150,000円～160,000円 毎　週

秋田県鹿角市十和田末広字下
屋布５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

あれば尚可 05080- 1603711

製造工場作業員及
び農場作業

1人

●製造工場内におけるライン業務に従事していただきます
　・野菜スープ製造に係る業務
　　（瓶出し、箱入れ、キャップつけ、異物検査等）
　・農産物加工（チップス、漬物、ペースト）
　　（材料切、皮むき等）
　・他、場内の清掃等付随する業務
●農作業（６～１１月はこちらの業務が増えます）
　・野菜（大根・人参・ゴボウ等）の作付、収穫、草取り等

日祝他 しらかば農園
140,000円～150,000円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字柏
木新田１１－１５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7時00分～19時00
分の間の8時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1607411

保育士【正職員】

2人

●保育園の保育士に係る業務
　・当事業団が管理運営する認可保育園で０～５歳までの乳幼児の
　　保育業務を行います
　・乳幼児に基本的な生活習慣を身に付けさせる
　　（食事、睡眠、着替え、排泄等）
　・遊びを通じて心身の健やかな発達をサポート
　・保護者に対する報告、子育てに対するアドバイス及びサポート
　　を行う等
　・その他、保育関係に付随する業務
＊応募締め切り：８月２０日（金）

日祝他 公益財団法人　鹿角市子ども未
来事業団

保育士
160,340円～184,800円 毎　週

幼稚園教諭免許（専修・１
種・２種）

秋田県鹿角市花輪字上中島９
３雇用期間の定めなし

40歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1611711

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- 1610111

歯科衛生士【会計
年度任用職員】

1人

●小坂町立歯科診療所での衛生士業務に従事していただきます
　・歯科予防処置
　・医師の指示により、歯科診療補助
　・歯科保健指導
＊応募受付期間：７／２６（月）～８／３１（火）まで

土日祝他 小坂町役場

歯科衛生士
176,417円～225,341円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
谷地４１－１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 03060- 3749611

倉庫作業員（鹿角
営業所）

2人

飲料ケースの取り扱い業務
　・商品の荷受け、在庫管理、ピッキング（仕分け）、商品の積み込み
　　等
＊商品の積み下ろし作業等はフォークリフトで行います。
　（一部手作業あり）
＊未経験者の方でも懇切丁寧に指導いたします。
「働き方改革関連認定企業」
　・くるみん認定
　・いわて子育てにやさしい企業等認証制度

日祝他 白金運輸　株式会社

フォークリフト運転技能者
195,000円～218,000円 その他

岩手県奥州市江刺稲瀬字沼舘
６９番地（本社営業所）雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市
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※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 51人

(1)7時30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 51人
(1)7時30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 51人
(1)7時30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

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

※必要な免許・資格 月給

就業場所 16人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 25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 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

交替制あり 就業場所 0人
(1)8時00分～17時00分
(2)17時00分～2時00分 企業全体 100人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 50人
(1)8時30分～17時00分
(2)6時00分～14時30分 企業全体 300人
(3)12時00分～21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 114人

企業全体 125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

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

不問 05080- 1169011

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
＊雪が降る前までの短期雇用も相談に応じます
　また、定年年齢６０歳以上の方も気軽にご相談下さい
　（但し、契約社員となります）

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 又は5時00分～19時00
分の間の8時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05041- 1113011

運輸担当（通勤）
【正社員】

1人

●玉川温泉・新玉川温泉で運輸係に従事していただきます
　・接客業務（お客様のお出迎えやお見送り等）
　・従業員の送迎（鹿角市内～玉川温泉等）　
　・お客様の送迎（玉川温泉～新玉川温泉等）
　・お客様と車輛の誘導
　・冬期は雪上車の運転やローダーでの除雪作業もあります
　＊週１～２日程度泊りがあります（夜間の緊急対応あり）
　＊運転時以外は玄関前での接客業務が主体となります
　＊両事業所で約８名での交替制勤務となります
　＊雇用日の相談可能です
◆定年再雇用６５歳までの為、６４歳までの方の応募可能です。
　（但し条件は６０歳定年後、嘱託社員となり１年ごとの契約更新）

他 株式会社　玉川温泉

大型自動車免許
165,000円～190,000円 その他

大型特殊自動車免許 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- 3284711

事務員（花輪営業
所）

1人

◆花輪営業所にて、下記の業務に従事していただきます
　・勤怠管理
　・給与計算
　・その他バスの運行管理に伴う各種業務
◎未経験の方も、指導いたします
○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 秋北バス　株式会社

パソコン［ワープロ］可
140,200円～230,000円 その他

運行管理者（旅客） 秋田県大館市御成町一丁目１
１番２５号雇用期間の定めなし

50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 05020- 3293611

自動車部品組立及
び成形業務

4人

◆配属先工場にて、製品の組立業務及び成形業務に従事して頂き
　ます。
　・製品の組立作業
　・プリント基板のハンダ付け作業
　・包装に関わる作業
　・プラスチック成形作業
　・各製品の整理等管理業務
　・その他、付随する業務
※配属、部署により業務内容が異なります。

土日祝他 株式会社　ＫＡＣテクノ
150,000円～185,000円 その他

秋田県能代市万町２－２０　ＴＫ
ビル２階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 雇用・労災・健
康・厚生・財形

あれば尚可 05080- 1594011

経理（総務補助含）
事務員

1人

●当社において経理事務全般業務及び総務事務補助業務に従事
　していただきます
　・買掛や売上に関する経理的事務処理
　　帳簿記帳（パソコンを使用）
　・総務事務業務補助
　・その他、付随する業務
＊官庁や銀行等の業務あります（自家用自動車を使用して
　いただきます（車両借上代支給））
《　急募　》

日祝他 株式会社　小板橋建設
160,000円～200,000円 その他

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

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- 1593411

事務職【トライアル雇
用求人】

1人

●管理事務要員自社開発の製品に関わる技術文書作成や管理や
　海外出荷時における輸出手続き業務など担当して頂きます。
　・来客・電話応対
　・ＭａｃのＰＣを使っての作業がメインになります
　・ＤＴＰ作業（書類の作成・編集・画像処理など）
【トライアル雇用求人】
　トライアル雇用とは、３ヶ月間の試行雇用期間を経て、その後の
　常用雇用を見込んだ制度です
　詳細は、ハローワーク窓口にてご確認下さい。

日祝他 株式会社　キャッツ電子設計
210,000円～254,000円 毎　週

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
上陣場４８－２雇用期間の定めなし

30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- 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）

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 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 1591211

自動車整備

1人

●大型自動車、建設用・木材運搬用重機車両の整備業務に従事して
　いただきます
　・車検業務、修理関係業務
　　（定期点検、故障車両の整備、その他一般整備業務等）
　・車両の板金塗装業務
　・その他工場内雑務（片付け、日常の整理整頓清掃等）

日他 株式会社　八幡平貨物

二級自動車整備士
236,000円～331,000円 その他

秋田県鹿角市八幡平字谷内下
モ平１１６－１２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

あれば尚可 05080- 1590811

伐採業務担当

1人

●山林の伐採作業に係る一連の業務
　・山林において主伐の作業、枝打ち作業、間伐作業、下草刈り等
　　の作業（作業には、チェンソー機械、草刈り機械等を使用）
　・伐採した木材の運搬
　　（ハーベスタ、グラップル等の機械を使用）
　・各機械の手入れ作業（安全確認業務）

日他 株式会社　八幡平貨物
236,000円～331,000円 その他

秋田県鹿角市八幡平字谷内下
モ平１１６－１２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

不問 05080- 1589611

大型自動車運転手

1人

●大型貨物自動車（トラック）の運送に係る業務
　・中近距離の貨物運送業務（トラックの運転）
　　運送先は主に鹿角市、小坂町、大館市、盛岡市等
　・長距離貨物運送業務（トラックの運転）
　　運送先は主に関東地方、仙台市等
　・運搬物は主として木材製品、肥料等です
　・機械を使用しての運搬物の積み降ろし作業
＊長距離の貨物運送は、経験と体力を必要とします
＊入社後、慣れるまでの間ツーマンによる指導研修実施。
　経験のない方でも、安心してスタートできます。

日他 株式会社　八幡平貨物

大型自動車免許
236,000円～331,000円 その他

フォークリフト運転技能者 秋田県鹿角市八幡平字谷内下
モ平１１６－１２雇用期間の定めなし

64歳
以下

移動式クレーン運転士

就業場所 秋田県鹿角市
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※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 19人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 25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・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 1人

企業全体 130人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 13人
(1)10時00分～12時00分

企業全体 43人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 40人
(1)7時30分～12時30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 11人

企業全体 57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 13人

企業全体 43人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 18人

企業全体 41人

※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- 1602111

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 又は8時30分～17時15
分の間の4時間程度

雇用・労災

不問 05080- 1609311

ホテル・レストラン清
掃業務　他

1人

●ホテル館内及び客室、レストランの清掃業務に従事していただき
　ます
　・ホテル小坂ゴールドパレスの客室等清掃業務
　・レストラン青銅館の清掃業務　他

他 小坂まちづくり　株式会社
800円～800円 その他

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

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

パート労働者 又は10時00分～19時
00分の間の3時間以上

労災

不問 05080- 1608011

事務職（パソコンを
使った資料作成）３ｈ
×週３日から可 2人

【家事や育児とのバランスをとりながら働きたい方へ】
　ＰＣでの資料作成などの事務をお任せします。
　ＰＣ操作に不慣れな方でも研修でお教えします。
○全国の営業担当が使用する各種資料の作成
※Ｅｘｃｅｌの書式への、営業からの資料にある文字の入力
※図形で作られたパーツを組み合わせて、駐車場の配置図作成
○ご依頼案件の進捗管理や、ライフラインの申込など営業のサポート
　業務

水日祝他 株式会社ファストコム　鹿角オ
フィス792円～800円 その他

秋田県鹿角市花輪字下花輪３
３－１【鹿角市まちなかオフィス
Ｂ】

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

あれば尚可 05080- 1613211

惣菜加工

2人

●惣菜加工販売の全般業務に従事していただきます
　・惣菜の製造加工
　・寿司、弁当等の製造
　・揚げ物や焼き物等の製造
　・パック作業及び値段付け
　・商品の品出し及び陳列
　・その他、付随する業務（店内の清掃、片付け等）

他 イオン東北株式会社　マックス
バリュ小坂店823円～823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 又は10時00分～16時
00分の間の2時間以上

労災

不問 05080- 1615411

芝居小屋スポットラ
イト操作（照明係）

1人

●康楽館における舞台照明操作に従事していただきます
　・常打公演での、スポットライト操作
・初心者の方でも大丈夫です！
　操作方法等はスタッフにて丁寧に教えます！
・１日２回公演の場合があります
　【開演（１）１０：００～　（２）１３：３０～】
・勤務可能な場合は、主業務以外の補助手伝いもお願いする場合
　あります。

他 小坂まちづくり　株式会社
900円～900円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字古館４８－２雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

宮城県仙台市若林区卸町４丁
目５－１４雇用期間の定めなし

69歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市
無期雇用派遣パート 又は7時00分～18時00

分の間の3時間程度
労災

不問 04010-39070811

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

必須 05080-  983711

建築施工管理技士

1人

●建設工事の設計書に基づき、完了までの工事全体の流れを把握
　し、工事現場において監督指揮を行う業務に従事していただきます
　・建設工事の施工管理の検討
　・建設工事の作業工程管理業務
　・品質管理、資材管理、原価管理業務
　・安全管理、労務管理等
＊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

日祝他 株式会社　小板橋建設

２級建築施工管理技士
203,000円～310,000円 その他

二級建築士 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

１級建築施工管理技士

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

生活支援員（こさか
わいわいセンター）

3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

◎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！

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

ビル清掃

1人

清掃業務　　
　［主な業務］：ビル清掃・除草作業
　［付随業務］：ビル破損状況、トイレ汲み取り状況の連絡等

土日祝他 株式会社　エコロジ
1,000円～1,000円 毎　週

※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 38人
(1)21時00分～7時00分

企業全体 38人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 97人
(1)8時00分～16時00分

企業全体 97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 4,600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 4,600人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 5人
(1)17時30分～0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 44人
(1)8時30分～15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 30人

(1)7時30分～14時30分
(2)14時30分～21時30分 企業全体 6,979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 185人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 6人
(1)6時30分～14時00分
(2)9時00分～17時00分 企業全体 6人
(3)17時00分～22時00分

※必要な経験パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 1514111

販売スタッフ

2人

●コンビニエンスストアでの販売に係る業務
　・レジによる商品の精算と袋詰め、カウンターフーズの販売
　・タバコの販売、宅急便の手配、チケットの販売、公共料金の受託
　　業務
　・来店者の案内等接客業務
　・商品の検品、品出し、商品の陳列補充
　・その他、店内の清掃等付随する業務
＊就業時間及び就業日数は相談可！

他 ファミリーマート　秋田鹿角花輪
北店850円～850円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字寺ノ後７
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～16時30
分の間の4時間程度

労災

不問 05010-14940311

学校サポーター（小
坂町）

1人

掲示物の作成や教室環境の整備、授業で使用する印刷物や物品の
準備、新型コロナウイルス感染症対策のための消毒作業や検温作業
等を支援する。

土日祝他 秋田県　教育庁　義務教育課
891円～919円 毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１番１
号雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

パート労働者 労災・健康・厚生

不問 05080- 1595311

洗い場担当（季節
パート）

2人

●厨房において洗い場を担当していただきます
　・食器及び調理器具等の洗浄業務
　・食器類及び食器棚等の整理整頓業務
　・厨房室の清掃及びゴミ出し等の作業
＊社員特典あり：温泉、露天風呂を無料で使用可
　　　　　　　　レストラン利用割引あり
＊勤務時間（１日４時間等）・日数（週３～４日等）を調整したアル
　バイト勤務可！
＊就業時間（１）（２）ですが、目安の時間帯となっております
　気軽にご相談下さい！

他 十和田プリンスホテル
900円～900円 その他

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字大川岱６５－１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

パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 1588311

青果物選果作業
（選果・箱詰め）

5人

●トマト・北限の桃・りんごの選果・箱詰め作業
《　急募　》

土日祝他 かづの農業協同組合
792円～792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 労災

不問 05080- 1600611

ホール係（調理補助
を含む）

1人

●当店においてホール係（調理補助業務含む）として
　下記の業務に従事していただきます
　・お客様の案内
　・注文受付、飲食物の提供、後片付け
　・テーブル及び店内の清掃
　・清算レジ業務
　・調理補助（盛り付け等）
　・食器の洗浄
＊就業時間及び就業日数等、相談可です！

火他 平和軒
800円～800円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字下花輪８
－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8時30分～20時15
分の間の2時間以上

労災

不問 07021- 3167011

婦人服販売員（ハ
ニーズ鹿角店）【ア
ルバイト】 1人

＊上記店舗でのカジュアル婦人服の販売
　接客、販売、レジ、在庫補充などの商品管理等
　販売ノルマは有りません。
・１０代前半から４０～６０代の女性向けの商品を扱っています。
・販売未経験の方でも丁寧に指導しますので、安心して就労できます


他 株式会社　ハニーズ
850円～850円 その他

福島県いわき市鹿島町走熊字
七本松２７－１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8時30分～20時15
分の間の7時間

雇用・労災・健
康・厚生

不問 07021- 3166411

婦人服販売員（ハ
ニーズ鹿角店）【準
社員】 1人

＊上記店舗でのカジュアル婦人服の販売
　接客、販売、レジ、在庫補充などの商品管理等
　販売ノルマは有りません。
・１０代前半から４０～６０代の女性向けの商品を扱っています。
・販売未経験の方でも丁寧に指導しますので、安心して就労できます


他 株式会社　ハニーズ
850円～850円 その他

福島県いわき市鹿島町走熊字
七本松２７－１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 雇用・労災

あれば尚可 05080- 1606511

製品検品出荷作業
員

1人

●下記製品検品出荷業務に従事していただきます
　・製品の検品出荷作業
　　（クレーンを使用して電気鉛インゴットを検品出荷作業及び
　　　補助的な作業）
　・その他、付随する作業
＊就業場所は小坂製錬所内です
＊クレーンの資格のない方は、入社後取得（費用は会社負担）して
　いただきます（取得するまでは補助的な作業となります）
【６０歳以上の方限定求人】

他 秋田リサイクル・アンド・ファイン
パック　株式会社

フォークリフト運転技能者
1,100円～1,100円 毎　週

玉掛技能者 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字尾樽部７６－１雇用期間の定めなし

60歳
以上

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- 1604811

夜警

2人

●夜間のホテル内の警備業務に従事していただきます
　・夜間警備
　　館内見回り（戸締り確認、施錠、開錠）
　・ボイラーの簡易点検
　・フロント補助業務
＊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）

２級ボイラー技士
850円～850円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字堰向３０
番１雇用期間の定めなし

18歳
～64
歳

就業場所 秋田県鹿角市

5 


