
（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

交替制あり 就業場所 121人
(1)6時00分～15時00分
(2)8時00分～17時10分 企業全体 121人
(3)8時30分～17時40分

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 9人
(1)8時30分～17時30分
(2)17時00分～9時00分 企業全体 255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 7人

(1)8時30分～17時30分
企業全体 7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）

（９月２日～９月８日受理分)  ９月１０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１７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」

◎９／１６（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

◎10／　５（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）

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

 ◎　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）

◎10／１２（火）１０：３０～　㈱玉川温泉

◎10／　５（火）１０：００～　農事組合法人 末広ファーム

◎10／　６（水）１０：００～　あいおいニッセイ同和損保㈱

◎10／１９（火）１０：３０～　㈱ファストコム 鹿角オフィス

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05080- 1999011

調理員

1人

●施設利用者の食事の調理業務に従事していただきます
　・施設利用者（入所者１００名、通所者４５名）の食事を作ります
　・入所者の健康状態等医師の指示に基づいた調理
　・配膳や下膳に係る業務
　・食器や調理器具の洗浄、整理清掃業務
＊管理栄養士２名、栄養士１名、調理員１０名の計１３名のスタッフで
　対応しています
＊短時間勤務希望の方は別途相談に応じます
　（臨時職員、時給制になります）

他 医療法人翠峰会

調理師
142,500円～158,500円 その他

秋田県鹿角市八幡平字小山５
０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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 2000111

看護師（正社員）

2人

●当病院での看護師に係る一般業務
　（入院患者病棟の業務）
　・入院患者に対する医師の診療補助、患者の検温、投薬、注射等
　　医師から指示された処置を行う業務　　　
　（外来患者の対応業務）
　・来院患者に対しての予診、医師の診療補助、診療後の指示に
　　よる処置等を行う業務
＊当病院では６５歳以上の方も勤務しております！
　（６５歳以上の方の場合１年契約の臨時職員となります）
　夜勤が出来ない等の相談にも対応可能です

他 医療法人楽山会　大湯リハビリ
温泉病院

看護師
254,200円～297,000円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字湯
の岱１６－２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 05080- 2001711

事務員

1人

●事務業務全般に従事していただきます
　・電話、接客応対
　・会計ソフトへ入力
　・納品書、請求書等の書類作成
　・銀行への出納業務（月数回あり）
　（自家用自動車を使用していただきます）
　・レジ業務
　・事務所内の清掃等雑務
　・その他、付随する業務
＊文書作成や会計ソフトへの入力等パソコンを使用します
＊事務業務担当者２名体制です

日他 株式会社　角昌機械店

143,000円～175,000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

※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 17人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 28人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 9人
(1)8時30分～17時00分
(2)10時30分～19時00分 企業全体 9人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 0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 1人
(1)8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 月給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 25人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 630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 7人
(1)5時15分～14時30分
(2)10時00分～19時30分 企業全体 18,389人
(3)9時00分～18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 7人
(1)5時15分～14時30分
(2)10時00分～19時30分 企業全体 18,389人
(3)9時00分～18時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 4人

(1)8時30分～17時15分
企業全体 193,000人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 3人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 40人

※必要な経験

必須
※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

無期雇用派遣労働者 雇用・労災・健
康・厚生

必須 04010-47429411

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

不問 05020- 4206511

現場作業員

1人

◇現場作業員として、工場内での作業に従事します。
＊商品の検収及び仕分け（フォークリフトでの作業です）を行います。
＊重機の操作（バックホー等）を行います。
＊工場内の整備、清掃を行います。

日祝他 方雄商事株式会社

大型自動車免許
190,000円～320,000円 その他

フォークリフト運転技能者 秋田県能代市二ツ井町飛根字
新羽立５１１雇用期間の定めなし

不問

車両系建設機械（解体
用）運転技能者

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2003211

配車係員

1人

●タクシー業務に係る配車業務に従事していただきます
　・お客様からのタクシー要請に対しての電話応対業務
　・無線によるタクシーの配車に係る業務
　（無線により全車両に対して連絡し、空車か賃走か等を確認し
　　配車する業務）
　・タクシーの配車業務はパソコン操作（文字、数字入力程度）
　　及び手書き作業
＊主に花輪地区内に詳しい方であれば尚可！

他 ＣＫ交通株式会社
145,000円～145,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字下花輪１
４４－１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

あれば尚可 05080- 2004511

薬剤師

1人

●当薬局において調剤業務に従事していただきます
　・処方箋による調剤、患者さんへの服薬指導等
　・調剤業務に係るデータをパソコンにて入力する業務
　・お薬の在宅指導業務（ＡＴ社用車使用）
　・売薬（ＯＴＣ）の販売
＊有資格者で経験の無い方、新卒予定の方、どうぞご応募下さい！
　（現在薬剤師２名在籍、丁寧に指導いたします）
＊パート希望（１日４時間以上）の方、相談下さい！
　（時給２，０００～２，２００円）

日祝他 有限会社　薬局　高橋屋

薬剤師
250,000円～400,000円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字湯
の岱２－１５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・財形

不問 02080- 2684511

排水等処理施設管
理（鹿角農場）

1人

○大規模養豚場から排出される水の処理と堆肥化の仕事です。
　・浄化槽処理施設の維持管理（水をきれいにする仕事）
　・堆肥化処理施設の維持管理（豚の糞から肥料を作る仕事）
※作業服は貸与します。
※契約更新は１年毎になります。
　（特段の事情がない限り、原則１年毎の契約更新）

他 インターファーム　株式会社
車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

158,240円～204,210円 その他

青森県上北郡おいらせ町松原
一丁目７３－１０２０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

必須 05010-18753211

栄養士（鹿角中央
病院）

1人

○病院内厨房にて、栄養士業務、調理全般に従事していただきます
　・栄養士業務、献立作成、発注・検品、栄養帳票の作成
　　（パソコン操作）
　・調理業務、食材の仕込み、調理・盛付、洗浄・片付け、清掃等
＊毎食９０～１３０食を３～５名体制で調理

他 富士産業　株式会社　秋田事
業部

栄養士
170,000円～200,000円 その他

秋田県秋田市旭北栄町１－４８
６Ｆ


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 05010-18759911

調理師（鹿角中央
病院）【準社員】

1人

○病院内厨房にて、調理業務全般に従事していただきます
・食材の仕込み、調理・盛付、洗浄（調理器具、食器等）、片付け清掃
　等。
＊毎食９０～１３０食を３～５名体制で調理

他 富士産業　株式会社　秋田事
業部

調理師
170,000円～200,000円 その他

秋田県秋田市旭北栄町１－４８
６Ｆ


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 05030- 4162911

（障）郵便・貯金・保
険の窓口業務

2人

◆郵便局窓口における下記業務に従事していただきます
　・切手、はがき等販売
　・貯金の預入、払戻し
　・振替の受け払い
　・保険業務の手続き
◎入社後、研修（訓練）が１週間程あります
＊雇用期間は、採用日～令和４年３月３１日まで
　（期間終了後の更新の可能性有り；６ヶ月毎の契約更新）
＊雇用契約については、面接時にご説明いたします
＊賃金単価は継続雇用した場合、半年に１回能力等による見直しが
　あります

土日祝他 日本郵便（株）羽後東館郵便局

132,512円～187,456円 毎　週

秋田県大館市比内町独鈷字独
鈷３－３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・財形

09080- 3998611

その他の定置・建設機械
の運転関係資格

重機オペレーター
【急募】

10人

◎重機オペレーター
　バックホーン、ブルドーザー、グローラーダンプ、重ダンプ　
＊即戦力として求めていきますので、経験者を募集します。
＊宿舎は会社が負担します。
＊就業場所の現場は、東北全県の他、関東５県にも複数あります。
　詳細については面接時にご説明いたします。

日他 株式会社ＨＲＳ
343,360円～389,760円 その他

栃木県大田原市前田８４８－２
５雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

64歳
以下

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

不問 03010-18216911

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

床上操作式クレーン運転
技能者

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

2 



※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 269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 11人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 11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
(2)8時00分～17時30分 企業全体 10人

※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 月給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 8人

(1)8時30分～17時00分
企業全体 2,036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)8時30分～20時45分
(2)20時30分～8時45分 企業全体 1,432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)9時30分～18時15分
企業全体 235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)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分 企業全体 18人

(3)10時30分～19時30分
※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 05010-18714011

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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05030- 4113711

一般作業員

1人

◆ＪＲ東日本の北東北をエリアに信号設備に関係することを　主な
　仕事として奥羽本線、東北線、五能線、花輪線等の各駅構内や
　沿線での作業に従事します。
◎毎日、大館から施工現場へ移動してからの作業になり、「日帰り」と
　なりますが、遠方の場合は泊まりになることもあります。
◎作業形態は「土木作業」が中心となります。
★６０歳以上の方も相談に応じます（応募可）

日祝他 協盛工業
176,000円～198,000円 その他

秋田県大館市花岡町字前田１
５１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

あれば尚可 05080- 1994711

事務員

1人

●事務員として下記の業務に従事していただきます
　・経理ソフトの入力操作
　・一般事務業務
　　文書作成、請求書作成、電話・来客対応
　・集金業務（月に３回程度）
　・銀行業務
　・その他雑務業務
　・事務所の清掃等
＊集金業務等の外出業務には、社有車を使用します

日他 株式会社　カンザイ
160,000円～230,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字新田町１
６－４８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- 1996211

製品検査・品質管
理及び品質保証

1人

●当社の製品検査・品質管理業務に従事していただきます
　○安全、安心に消費してもらうため、品質に問題がないか検査
　　します。
　〈具体的な検査内容〉
　　・色や味・香りを見る官能検査
　　・糖度計、ｐＨ計、光度計等の機器を使用した理化学検査
　　・微生物検査
　　・その他製品特性にあった検査、パソコンでの検査結果入力
　○食品安全に係わる製造環境の管理
　（ＨＡＣＣＰ、ＩＳＯ、ＡＩＢの取組など）
＊業務上、几帳面で丁寧な仕事ができる方を希望します
　【追加募集】

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

50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 13040-76442811

営業職（秋田県北）

1人

◆顧客への提案営業◆顧客（建設会社や建設現場）を訪問し、工事
　のスケジュールや内容をヒアリング、その内容に応じた建設機械の
　提案を行います。既存の顧客だけではなく、新規顧客へも訪問・
　提案を実施して頂きます。
※顧客訪問の際の車は、入社後貸与予定です。
◆資料作成◆顧客へ提案する際の資料・見積書の作成をします。
※必要となる建機の種類・台数など、的確な提案をするために重要な
　知識は、入社後の研修や、先輩社員との同行営業にて身につける
　ことが可能です。また資料作成時に使用するＰＣも会社から貸与
　します。

日祝他 株式会社　カナモト

中型自動車免許
223,290円～297,720円 その他

東京都港区芝大門１－７－７
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 28020-15322211

「公共プラント」オペ
レーター※未経験者
歓迎（秋田県鹿角
市

1人

焼却施設にて一般家庭・事業系ごみを焼却するお仕事です。
　１．中央制御室での焼却設備の運転監視
　２．クレーン操作により、ごみを焼却設備へ投入
　３．設備機器の巡回点検、保守、清掃、その他関連業務
・運転監視では簡単なパソコン（ＤＣＳ）操作を行います。
＊詳しい仕事内容、職場環境などＨＰからご覧頂けます。
　｛神鋼環境メンテナンス」で検索して下さい。

他 神鋼環境メンテナンス　株式会
社198,500円～208,500円 その他

兵庫県神戸市中央区磯上通２
丁目２番２１号
三宮グランドビル７Ｆ

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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

必須 05010-17605211

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

毎　週

介護福祉士 秋田県鹿角市八幡平字堰の下
１０８雇用期間の定めなし

69歳
以下

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

就業場所 秋田県鹿角市
正社員 雇用・労災・健

康・厚生
不問 05080- 1993111

介護員

1人

●当施設に入居している方（１８名）の介護業務を担当して頂きます
　・入居者の食事の介助、入浴介助、排泄介助等の業務
　・入居者の調理、掃除、洗濯補助業務
　・入居者の散歩、レクリエーション等の介助
　・必要に応じて、入居者を病院への送迎等
　　（会社のワゴン車使用・ＡＴ車）
＊食事の準備はおかずの盛付け（冷凍食品を使用）及び炊飯、汁物
　の調理のみです！
＊１６人の職員で入居者の介護を交替制で行います
＊６０歳以上の方も、気軽にご応募下さい！

他 有限会社　くおん

介護職員初任者研修修
了者

145,000円～151,000円
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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

交替制あり 就業場所 0人
(1)7時30分～15時30分
(2)7時30分～12時30分 企業全体 1,150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 7人
(1)5時15分～14時00分
(2)10時45分～19時30分 企業全体 18,389人
(3)5時15分～11時30分

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

交替制あり 就業場所 6人

(1)8時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分 企業全体 10人

(3)8時30分～17時30分
※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 31人
(1)8時00分～12時00分

企業全体 607人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 17人
(1)7時00分～9時00分

企業全体 1,350人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 22人
(1)7時00分～9時00分

企業全体 1,350人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 5人
(1)8時45分～13時00分
(2)12時45分～17時00分 企業全体 11,740人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 23人

企業全体 512人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 41人
(1)8時30分～15時30分

企業全体 78人

※必要な経験

他
840円～840円 毎　週

清掃業務担当

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

1人

●当法人施設「福永医院」「有料老人ホーム北の郷」において清掃
　業務に従事していただきます
　・施設内外の清掃業務（トイレ・浴室等全館、施設敷地内）
　・入苑者のシーツや衣類等のクリーニング業務等
　・その他、付随する業務（ゴミ出し等）
＊体力に自信のある方を希望します

就業場所 秋田県鹿角市
パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 1685911

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下寄熊６－９

医療法人　寿光会　（福永医
院、有料老人ホーム北の郷、ぐ
るーぷほーむ「せきがみ」・「こさ
か」）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

日祝他 株式会社タクト　鹿角営業所
830円～850円 毎　週

清掃員（セパーム）

1人

【請負業務】
●小坂町交流センターセパームの館内清掃業務に従事して頂きます
　・床の掃き拭き、トイレ掃除、ゴミ収集など
＊１週間（月～土）勤務し、翌週は休みになる１週間毎の勤務です 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 秋田県鹿角郡小坂町

パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 2002811

パート労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05010-18767611

調理スタッフ（鹿角
中央病院）

1人

○病院内厨房にて、調理業務全般に従事していただきます。
・食材の仕込み、調理・盛付、洗浄（調理器具、食器等）、片付け清掃
　等。
＊毎食９０～１３０食を３～５名体制で調理。

他 富士産業　株式会社　秋田事
業部830円～900円 その他

秋田県秋田市旭北栄町１－４８
６Ｆ


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～12時00
分の間の2時間程度

労災

あれば尚可 05010-18128411

キャリアコンサルティ
ング業務（主に県北
担当） 1人

○職業訓練受講希望者等に対してキャリアコンサルティング及び
　ジョブ・カード作成の支援を行っていただきます。
○キャリアコンサルティング予約が入ったハローワークに約束の
　時間に出向き、ジョブ・カードを用いたキャリアコンサルティングを
　行っていただきます。
○ハローワークにて定期的に実施されるジョブ・カード制度周知の
　ための広報活動を行っていただきます。
＊主に県北エリア（鷹巣・大館・鹿角地域等）
＊自家用車使用（会社規定による交通費支給）
＊基本的には直行直帰ですが、事務所に出社もあります。

土日祝他 株式会社　キャリアフォレスト
秋田オフィス1,650円～1,650円 毎　週

秋田県秋田市川尻大川町２－
１６　ＧＳビル２階　２０５号室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 05010-18154611

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

パート労働者 雇用・労災

不問 05010-18306111

清掃員（かづの厚生
病院／午前）

1人

○「かづの厚生病院」内の日常清掃業務を担当していただきます。
　・男女トイレの清掃
　・通路等の清掃
　・病室内の掃き、拭き等
＊月曜～土曜、午前４時間の勤務です（土曜は隔週勤務）
＊６０歳以上の方も応募可能です。（有期契約社員となります）

日祝他 厚生ビル管理　株式会社
870円～870円 その他

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

パート労働者 労災

不問 02010-10400511

店内販売員（鹿角
毛馬内店／品出し
パート） 1人

・品出し
・その他の関連する業務

他 株式会社　丸大サクラヰ薬局
（ハッピー・ドラッグ、ハッピー調
剤薬局）

850円～850円 その他

青森県青森市三内玉作２－７２
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 02010-10401411

店内販売員（鹿角
花輪店／品出し
パート） 1人

・品出し
・その他の関連する業務

他 株式会社　丸大サクラヰ薬局
（ハッピー・ドラッグ、ハッピー調
剤薬局）

830円～830円 その他

青森県青森市三内玉作２－７２
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 03040- 3797211

販売員（鹿角花輪
店）

1人

・商品の発注、在庫管理
・花の管理（水やり、手入れ）
・接客応対
・レジ業務
・売り場整理
◆準社員としての募集です

他 株式会社コメリ　東北ストアサ
ポートセンター868円～868円 その他

岩手県花巻市空港南１丁目１
番地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9時30分～19時30
分の間の5時間程度

雇用・労災

不問 06030- 6616311

販売・レジ（花輪店：
５時間）

1人

◯レジ担当及び、品出し業務
　主にレジ担当となります。
　レジ業務の無い時間は、品出しの業務を行って頂きます。
※雇用期間は、【６ヶ月毎の契約更新を】行っており、更新時期は
　毎年４月と１０月になります。

他 本間物産　株式会社
800円～800円 毎　週

山形県飽海郡遊佐町比子字白
木２３－３６２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

※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

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

就業場所 10人

(1)9時00分～13時00分

(2)13時00分～17時00分 企業全体 20人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 10人

(1)17時00分～22時00分
企業全体 20人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 9人
(1)13時00分～22時00分
(2)17時00分～22時00分 企業全体 20人

※必要な経験

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

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

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

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

分の間の4時間
雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 1900911

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
900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

パート労働者 労災

不問 05080- 1551511

販売スタッフ（９～１
３時または１３～１７
時） 2人

●コンビニエンスストア全般業務に従事していただきます
　・来店者の案内及び接客業務　・商品の発注業務
　・商品の検品、品出し、商品の補充陳列等売場の管理
　・レジによる商品の精算と袋詰、カウンターフーズの販売
　・タバコの販売、宅急便の手配、チケット販売、公共料金の支払い
　　受託業務
　・ネット販売の受け渡し業務
　・その他、店内等の清掃業務
＊（１）～（２）就業時間、選択可！
＊週１～２回勤務希望等相談可！　＊学生アルバイト可
＊制服貸与あり
＊昇給制度あり

他 セブン－イレブン　鹿角八幡平
店830円～830円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字高井田４
４－１５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・労災

不問 05080- 1552411

販売スタッフ（１３時
または１７時～２２
時） 1人

●コンビニエンスストア全般業務に従事していただきます
　・来店者の案内及び接客業務　・商品の発注業務
　・商品の検品、品出し、商品の補充陳列等売場の管理
　・レジによる商品の精算と袋詰、カウンターフーズの販売
　・タバコの販売、宅急便の手配、チケット販売、公共料金の支払い
　　受託業務
　・ネット販売の受け渡し業務
　・その他、店内等の清掃業務
＊週１～２回勤務希望等相談可！　＊学生アルバイト可
＊制服貸与あり
＊昇給制度あり

他 セブン－イレブン　鹿角八幡平
店830円～880円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字高井田４
４－１５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 雇用・労災

不問 05080- 1553011

販売スタッフ（１３時
または１７時～２２
時） 1人

●コンビニエンスストア全般業務に従事していただきます
　・来店者の案内及び接客業務　・商品の発注業務
　・商品の検品、品出し、商品の補充陳列等売場の管理
　・レジによる商品の精算と袋詰、カウンターフーズの販売
　・タバコの販売、宅急便の手配、チケット販売、公共料金の支払い
　　受託業務
　・ネット販売の受け渡し業務　・その他、店内等の清掃
＊週１～２回勤務希望等相談可！
＊学生アルバイト可　＊制服貸与あり　＊昇給制度あり

他 セブン－イレブン　鹿角花輪駅
前店830円～880円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字堰向７０
番・７１番雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市
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