
（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 3人
(1)10時00分～20時00分
(2)10時30分～20時30分 企業全体 3人
(3)11時00分～20時00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 5人
(1)9時00分～17時30分

企業全体 149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 2人
(1)8時30分～18時00分
(2)8時30分～17時00分 企業全体 2人

※必要な経験

40歳
以下

就業場所

◎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。

◎12／１３（月）１０：００～　㈱玉川温泉

◎12／１７（金）１０：３０～　㈱ファストコム 鹿角オフィス

 ◎　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）

◎12／　８（水）１０：００～　医療法人 春生会（大里医院・老人保健施設大深）

◎11／２２（月）１０：００～　ニチイケアセンター鹿角（ニチイ学館㈱）

◎11／２６（金）１０：３０～　医療法人 恵愛会（鹿角中央病院）

◎11／２４（水）１０：００～　社会福祉法人 花輪ふくし会

◎11／２９（月）１０：３０～　社会福祉法人 愛生会

◎12／　９（木）１０：３０～　新化食品㈱花輪工場

回転寿司製造・販
売【トライアル雇用求
人】 1人

●寿司の製造及び販売に係る業務に従事していただきます
　・寿司の軍艦づくり、持帰りセット詰め、シャリ炊き、
　　シャリの酢合わせ等業務
　・店内の配膳、片づけ
　・レジ業務、接客（会計、商品の受け渡し等）
　・食器、調理器具の洗浄業務
　・店内のセッティング
　・清掃及び配達業務（ＡＴ社用車使用）
＊寿司の技術から魚の下ろし方まで丁寧に教えます

水他 ファミリー寿し　一番星
160,000円～160,000円

◎12／１４（火）１０：００～　㈲プラントス（グループホームみさと・デイサービスセンターオアシス）

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

◎12／　７（火）１０：００～　秋北バス㈱

◎12／１６（木）１０：３０～　あいおいニッセイ同和損害保険㈱大館支社

その他

秋田県鹿角市
正社員 雇用・労災・健

康・厚生
不問 05080- 2470811

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（１１月１１日～１１月１７日受理分)  １１月１９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１１月２６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」

◎11／２５（木）１０：３０～　農事組合法人 八幡平養豚組合

秋田県鹿角市花輪字蒼前平５
６－５雇用期間の定めなし

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

必須 04010-61570811

発注者支援・ＮＥＸＣ
Ｏ　土木施工管理
（十和田） 2人

発注者支援（ＮＥＸＣＯ）土木施工管理
【具体的な業務について】
　・ネクスコメンテナンスの施工監理業務
　・高速道路上構造物の維持管理
　・道路に関する構造物の補修・交換・メンテナンス及び新設業務
　・施工会社の監理
　・積算業務
遠隔地の方には宿舎をご用意いたします
赴任・帰任・帰省旅費を実費支給。

土日祝他 株式会社　ナスキー　仙台東口
支店

１級土木施工管理技士
373,750円～584,375円 毎　週

２級土木施工管理技士 宮城県仙台市宮城野区榴岡３
丁目１０－７
サンライン第６６ビル７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

不問 05080- 2467011

自動車整備

1人

●車検整備も含めた整備業務全般に従事していただきます。
　経験がなくても安心。基本的な仕事の進め方から、整備に関する
　知識・ノウハウなど先輩がしっかりと指導していきます。
　慣れてきたら経験を活かせるポジションを探していきましょう。
　また、資格の取得にも全面的に協力いたします。

日祝他 有限会社　フレンド村木ボデー
160,000円～200,000円 その他

秋田県鹿角市十和田末広字上
ミ谷地３８－１雇用期間の定めなし

45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 49人
(1)8時00分～16時00分
(2)16時00分～23時00分 企業全体 49人
(3)22時45分～8時00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 49人
(1)8時00分～16時45分

企業全体 49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 37人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 21人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時30分 企業全体 21人
(3)7時45分～16時45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 80人

企業全体 100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 18人
(1)13時00分～21時00分
(2)9時00分～17時00分 企業全体 18人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 1人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 1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
(2)8時00分～16時45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 25人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 496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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05080- 2468311

貴金属回収工程作
業

1人

●貴金属の回収工程に係る現場作業に従事していただきます
　（３交替現場勤務）
　・自動車の使用済触媒等からの貴金属の熔解に係る作業
　・貴金属のＸ線分析作業、分析のデータ入力業務
　・その他、作業場の整理清掃等付随する業務
　　（高温の熔体取扱作業もあります）
＊作業着、安全靴、ヘルメット等は貸与します
＊応募締切日　令和４年１月２８日（金）
＊雇用開始日　令和４年４月　１日（金）～

他 株式会社　日本ピ－ジ－エム
小坂工場

第二種電気工事士
170,320円～211,320円 その他

第一種電気工事士 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

18歳
～29
歳

その他の金属溶接・溶断
関係資格

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- 2469611

原料受入から評価
業務の担当

1人

●自動車の使用済触媒等からの白金族金属の原料サンプリングに
　関するプラントの管理作業
　・サンプリングプラント全体の管理業務
　・原料のサンプルを機器を用いてサイズダウンし、分析用の
　　サンプルを作成する業務（分割する機器、粉砕機を使用）
　・その他、工場の整理掃除等の業務
＊作業着、安全靴、ヘルメット等は貸与します
＊応募締切日　令和４年１月２８日（金）
＊雇用開始日　令和４年４月　１日（金）～

他 株式会社　日本ピ－ジ－エム
小坂工場

第二種電気工事士
160,320円～201,320円 毎　週

第一種電気工事士 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

29歳
以下

その他の金属溶接・溶断
関係資格

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- 2464211

自動車解体現場作
業員

1人

●廃自動車解体の補助員や現場作業全般を担当して頂きます
　・自動車解体全般の作業
　・配線取り外し作業の補助
　・廃自動車の解体作業後の後片付け作業
　・工場内雑務　等
＊応募前の会社見学（工場を含む）は、随時受け付けます
　詳細については、ご連絡下さい！

日祝他 有限会社　大成商事
160,000円～220,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字葉ノ木谷
地１９８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

あれば尚可 05080- 2465511

介護員

1人

●施設利用者の施設内介護業務に従事していただきます
　・食事、入浴（衣類の着脱）、排泄の介助等
　・機能訓練の補助
　・送迎業務
　　（ワゴン車（ＡＴ車）または軽自動車（ＡＴ車）を使用）
＊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、４名のスタッフで対応しています
＊定年年齢（６５歳）以上の方は、１年毎更新の契約社員となります

土日他 企業組合　ゆい

介護福祉士
155,000円～185,000円 毎　週

介護職員初任者研修修
了者

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

正社員 又は6時00分～18時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

不問 02081- 3086311

調理補助

2人

○宿泊客の御飯炊き及び盛り付け等
★住み込みできる方を募集します！
※レークビューホテルは冬期間休業となります。
◆応募希望者はハローワークを通してお申込みください◆

他 有限会社　十和田荘
200,000円～200,000円 その他

青森県十和田市大字奥瀬字十
和田湖畔休屋３４０番地
「ホテル十和田荘」

雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 青森県十和田市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 2459011

接客係

1人

●宴会場の接客業務に従事していただきます
　・宴会場の準備と後片付け
　・料理の配膳、下げ膳
　・料理、飲料の提供
　・他、付随する業務
＊予約状況によって就業時間が変更となる場合あります。
＊休日について相談可。

他 株式会社　茅茹荘
140,000円～160,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字下中島１
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- 2462711

建築士

1人

●建築工事の設計施工管理業務に従事していただきます
　・建築現場管理
　・建築設計業務
　・建築検査業務
　・建築関係の営業
　・現場へは社用車（マニュアル車）もありますが
　　自己所有車を使用していただいても結構です。
　（その場合は会社規定によりガソリン代を支給します）
＊業務にはＣＡＤを使用します

土日他 兎澤ホーム

二級建築士
150,000円～200,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字鶴田４２
－１雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・公災・健
康・厚生

不問 05080- 2458411

事務補助員

3人

●市・県民税、その他市税に係わる事務補助業務に従事して
　いただきます
　・申告相談の会場における受付案内等補助業務
　・市税に関する窓口・電話の対応業務
　・各種証明書の交付業務
　・端末操作によるデータ入力
　・パソコン操作による文書などの作成
　・その他、上司の指示による付随する業務
＊募集期限：１１／２９（月）１７：００まで

土日祝 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ヶ月未満）

不問
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 05010-22424911

会計出納事務業務
（かづの厚生病院）

1人

○『かづの厚生病院』で会計及び出納業務に従事していただきます。
　・現金管理業務
　・窓口会計集金及び入金額確認
　・インターネットバンキング処理業務
　・決算時の得意先、仕入先残高証明準備及び発送等
＊勤務開始日は相談に応じます。

土日祝他 株式会社　光風舎
127,500円～127,500円 毎　週

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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

必須 05080- 2309211

建築施工管理技士

2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頂きます
　・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
233,000円～340,000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

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 19人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 25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

交替制あり 就業場所 14人

企業全体 22,002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～16時00分

企業全体 37人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 21人
(1)9時00分～15時30分
(2)9時30分～16時00分 企業全体 21人
(3)9時30分～16時30分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 40人
(1)7時00分～11時00分

企業全体 14,000人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 40人
(1)7時00分～9時00分

企業全体 14,000人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 19人
(1)9時30分～15時30分

企業全体 19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）

◎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！

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

パート労働者 又は6時30分～21時00
分の間の4時間程度

労災

不問 05080- 2471211

接客・調理員

5人

●当店において接客及び調理業務に従事していただきます
　・店内カウンターやテーブルでの接客
　・簡単な調理
　・食器洗浄や店内の清掃
　・レジ会計
　・その他、付随する業務
＊業務には、タブレットやパソコンを使用していただきますが、定型
　フォームに入力する初歩的なものですので、不得手な方には使い方
　をお教えいたします！
＊未経験の方、歓迎です（詳しいマニュアルがあります）！

他 松屋　花輪サービスエリア店（株
式会社松屋フーズ）880円～880円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字張渡１１
－２４
松屋　花輪サービスエリア店（上
り）

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- 2463811

自動車解体現場作
業補助員

1人

●廃自動車解体の補助員や現場作業全般を担当して頂きます
　・非鉄の仕分け作業等の軽作業
　・他、工場内雑務
＊６５歳以上の方の応募可です！
　（その場合は１年契約の契約社員となります）
＊ご自身の都合に合わせた働き方ＯＫです！
　（就業日数、時間等、ご相談下さい）
＊応募前の会社見学（工場を含む）可能です
　工場見学は、随時受け付けます

土日祝他 有限会社　大成商事
822円～850円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字葉ノ木谷
地１９８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 雇用・労災

あれば尚可 05080- 2466411

介護員

1人

●施設利用者の施設内介護業務に従事していただきます
　・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、４名のスタッフで対応してます

土日他 企業組合　ゆい

介護福祉士
850円～1,000円 毎　週

ホームヘルパー２級 秋田県鹿角市十和田末広字家
ノ下７雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問

介護職員初任者研修修
了者

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- 2460911

農産担当

2人

●当店において農産商品の管理、鮮度等品質管理に係る業務に
　従事していただきます
　・補充管理（店内の陳列棚へ商品を補充）
　・野菜をカットするなどの製造作業
　・お客様へ商品のご案内等接客に係る業務
　・その他、付随する業務（店内の片づけ、清掃等）

他 イオン東北株式会社　マックス
バリュ小坂店823円～873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 労災

不問 05080- 2461111

惣菜補充員

2人

●惣菜加工品の品出し及び陳列業務に従事していただきます
　・商品（総菜、寿司、弁当、揚げ物、焼き物等）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～873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9時30分～16時30
分の間の5時間以上

雇用・労災

不問 05080- 2046211

客室清掃係

2人

●当ホテルの客室、及び廊下等の清掃全般に係る業務
　・客室内の清掃業務（風呂、トイレ、ベッド等）
　・客室のベッドメイキング（シーツの交換等）
　・客室の器具備品の整理整頓、消耗品の交換等
　・廊下及び階段の清掃
＊客室５０部屋を５名体制の清掃員で行ないます
＊接客等のマナー講習を月１回程度行っております！

他 ホテル　ガ－デンかわむら
830円～830円 その他

秋田県鹿角市花輪字下花輪２
４雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

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・財形

必須 05080- 1870111

重機オペレーター等
運転手兼現場作
業・配管作業員 3人

●建設現場などにおいて運転業務および現場作業に従事します
　・建設資材及び機材の運搬
　・足場組立作業
　・足場材の整理業務
　・土木作業
　・除雪作業
　・管工事の配管補助
　・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

日他 株式会社　小板橋建設

大型自動車免許
200,000円～250,000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

※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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