
（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 25人

(1)8時25分～17時20分
企業全体 25人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 6人

(1)8時30分～17時15分
企業全体 6人

※必要な経験

秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2428911

一般事務職員（事
務局員）

1人

●地域づくり活動に関する事務局の担当業務
　・十和田市民センター、錦木、大湯地区市民センターの管理運営
　　に関する業務
　・事業企画立案及び事業の実施
　・各事業に係る文書及び資料等の作成（パソコン使用）
　・会議文書の発送、会議の開催
　・来館者、電話の対応等
　・地域の事業等の連絡調整に係る業務
　・市役所等への用務、事業の下見・確認
　　（当センター車を使用／軽のＡＴ車）
　・その他、付随する業務

土日祝他 十和田地域づくり協議会

160,000円～160,000円 毎　週

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
城ノ下７－５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

◎11／１８（木）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）

◎11／　９（火）１４：３０～　秋北バス㈱

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2427611

製造員（溶接業務、
曲げ業務、検査業
務） 1人

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（１０月２８日～１１月２日受理分)  １１月５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１２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」

◎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１２ページに記載しております。

◎11／　９（火）１０：３０～　あいおいニッセイ同和損保㈱

◎11／１６（火）１０：３０～　㈱玉川温泉

休日
従業員数
加入保険

◎11／１９（金）１０：３０～　㈱伊徳 鹿角ショッピングセンター・花輪店

●製造部門の下記業務に従事していただきます
　・溶接業務
　　アルゴン、半自動、スポット溶接
　・曲げ業務
　　専用機で鋼板を折り曲げる
　・その他業務
　　切断面のバリ取り作業、ねじ穴加工、脱脂梱包作業
　・検査業務
　　検査器具を使用し、製品の寸法検査や仕上がり検査等
　・他、作業場の整理整頓など附随する業務　
【追加募集】

土日他 株式会社　ドリック

140,000円～170,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字新川原４
８－９雇用期間の定めなし

45歳
以下

就業場所

◎11／２９（月）１０：３０～　社会福祉法人 愛生会

◎11／１０（水）１０：３０～　新化食品㈱花輪工場

◎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

◎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）

◎11／２５（木）１０：３０～　農事組合法人 八幡平養豚組合

事業所名・所在地
就業場所
求人番号

※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 39人

(1)8時20分～17時10分
企業全体 45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 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 月給

変形（1年単位） 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

変形（1ヶ月単位） 就業場所 15人
(1)8時00分～16時45分

企業全体 15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 200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 4人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 300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 55人

企業全体 438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 19人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～16時30分 企業全体 19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 19人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～16時30分 企業全体 19人

※必要な経験

必須

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

05080- 2301411

車両系建設機械（解体
用）運転技能者

重機オペレーター

1人

●建設土木工事に伴う建設重機のオペレーター業務
　・建設工事、土木工事、管工事等各工事現場での、重機による
　　オペレーター業務
　・重機の安全点検と洗車業務
　・重機は、油圧ショベル（ユンボ、バックホー、パワー
　　ショベル）やブルドーザです
　・冬期間は除雪作業業務あります
※資格を保有しない方は見習いの求人も別途公開していますので、
　そちらをご覧ください。

日他 株式会社　環美
車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

173,250円～207,900円 その他

秋田県鹿角市花輪字妻ノ神３９
―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- 2300511

土木施工管理（現
場監督）

1人

●土木工事に係る施工管理業務に従事していただきます
　・土木工事に係る施工計画作成、工程表作成、品質管理、原価
　　管理
　・官公庁へ提出する書類の作成および提出等
　・現場における工程管理、作業指導及び監督、安全管理
　・作業手順、資材、機械の手配に関する業務
＊工事現場は主に鹿角地域ですが、受注工事によっては隣県等への
　出張（日帰り）もあります
＊資格、経験が無い方でも、気軽にご相談下さい

日他 株式会社　環美

２級土木施工管理技士
184,800円～231,000円 その他

１級土木施工管理技士 秋田県鹿角市花輪字妻ノ神３９
―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 又は7時00分～20時00
分の間の8時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 2298211

調理スタッフ

1人

◎調理全般のお仕事です。
　スキルや経験に応じて調理を行い、仕込みから盛り付けまでの
　様々な調理業務、発注業務やアルバイトスタッフの指導もお願い
　します。
　旅行で宿泊されるお客様が最も楽しみにしているのが、美味しい
　料理です。
　繊細な感性と人を思いやる心を持ち合わせた職人のお仕事です。

他 株式会社　ホテル東日本　和心
の宿　姫の湯156,000円～281,250円 その他

秋田県鹿角市八幡平字湯瀬４
０－１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 08050- 6060811

美容師／鹿角市
（鹿角店）

2人

○美容師業務を行っていただきます
　・カット、シャンプー
　・パーマ、ロッド巻き、ブロー、カラー等
　・ドライヤー等備品の準備や使用後の片づけ、整理
　・使用済みタオル類の洗濯
　・ロッド等器具類の洗浄
　・フロアの清掃など
※店長を目指す方の応募歓迎

他 株式会社　アクア北

理容師
250,000円～350,000円 なし

茨城県猿島郡境町長井戸７９８
－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 労災

あれば尚可 05080- 2437111

施設管理係（花輪ス
キー場）

2人

●花輪スキー場のリフト運行に関わる業務を担当していただきます
　・リフト乗車用のイスの搬入と搬出業務
　・リフトに乗車及び降車時の誘導と案内業務
　・リフト乗り場、鉄塔及びその周辺の除雪業務
　・スキー場オープンに向けた諸作業
＊降雪の状況により雇用開始日が変動する場合があります
　（オープン：１２／１０（金）予定）
＊大会開催の際には、早出勤務があります

他 東京美装興業株式会社　鹿角
事業所143,424円～143,424円 その他

秋田県鹿角市花輪字百合沢８
１－１　鹿角トレーニングセン
ター内

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 又は6時30分～20時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080- 2436911

調理師

1人

●お客様への食事提供に係る調理業務全般
　・朝食、昼食、夕食のバイキングやお膳等の提供
　・厨房において調理に係る雑役業務（片付けや清掃）
　・屋台での料理提供（食事会場）
【追加募集】

他 湯瀬ホテル（株式会社　せせら
ぎ宿）

調理師
200,000円～320,000円 その他

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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 2435611

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）
＊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

他 湯瀬ホテル（株式会社　せせら
ぎ宿）205,200円～237,600円 その他

秋田県鹿角市八幡平字湯瀬湯
端４３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

不問 05080- 2431511

ミシンオペレーター

1人

●当社で主にミシンによる縫製作業に従事していただきます
　・パーツづくり（例：ポケットのふた等）
　・組み立て（各パーツを縫製し服の形にする）
＊お仕事の内容や手順は、作業前にひとつひとつベテラン
　スタッフが説明いたします！
＊季節によって仕事量の変化が多い職場です。時期によって完成品
　の検査、簡単な仕上げ作業、完成品の袋入れや梱包作業等お手
　伝いいただくこともあります。ミシンの作業だけではなく縫製全般に
　関わっていただける職場です！
＊経験者は歓迎いたします！子育てや介護などでしばらく
　お仕事を離れていた方もお待ちしております！

日祝他 昭和第一産業株式会社　尾去
沢工場137,736円～137,736円 その他

秋田県鹿角市尾去沢字新山２
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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05030- 4982311

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頂きます
◎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

193,200円～193,200円 毎　週

青森県弘前市大字外崎２丁目
７－３１雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

有期雇用派遣労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 02030-10988211

電子部品の製造

1人

○電子部品の製造
＊派遣期間：令和３年１２月６日～令和４年１月３１日までですが、
　　　　　　　　以降は２ヵ月更新となります。
＊雇用期間：派遣期間と同じになります。
＊抵触日：令和６年１０月１日

土日祝他 株式会社　オールクリア

2 



※必要な免許・資格 日給

変形（1年単位） 就業場所 8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年単位） 就業場所 16人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 30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 16人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 30人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 19人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 150人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 19人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 150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

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 時給

交替制あり 就業場所 45人
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分 企業全体 45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 36人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 36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 54人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 54人

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

あれば尚可 05080- 2314111

土木施工管理技士

1人

●建設土木工事施工の工程調整、工期設定、工事経費の積算等を
　検討し計画する業務
　・建設土木工事に関する設計
　・工事の施工管理、工事の検査等
　・工事作業の手順、段取り、また資材や機械等の手配
以上の技術的業務に従事します
＊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

日他 株式会社　石川組

２級土木施工管理技士
180,000円～250,000円 その他

１級土木施工管理技士 秋田県鹿角市十和田大湯字中
田１－３雇用期間の定めなし

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- 2313911

現場作業員

2人

●建設現場においての足場組み立て、とび等に係る作業に従事して
　いただきます
　・橋や建物等の鉄骨の組み立て作業
　・橋や建物等の建設現場の足場組み立て作業
　・資材置き場から機械等を使用しての資材運搬の補助作業
　・工事現場、資材置き場等の後片付け清掃業務
＊工事現場へは社有車のワゴンで移動します
＊県外の工事現場への出張もあります

日他 株式会社　目時興業
178,500円～396,100円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字岩
ノ下１１３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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 2312611

介護職員（グループ
ホームみさと）

1人

●「グループホームみさと」入居者への生活支援を行う業務に従事
　していただきます
　・入居者（１８名）の介護業務で認知症の方に食事、入浴介助、
　　排泄等の日常生活上必要な援助を行ないます
　・通院の同行（社用の軽自動車を使用）
＊就業時間（２）のみ希望（日勤のみ）、相談可！
＊短時間勤務９時～１７時希望、相談可！

他 有限会社　プラントス
170,920円～172,920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

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

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
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 雇用・労災・健
康・厚生・財形

必須 05080- 2308811

土木施工管理技士

1人

●建築土木の設計図書に基づき、着工から完成までの工事全体の
　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
　・土木工事の施工管理の計画検討業務
　・土木工事の作業工程管理業務
　・品質管理及び資材管理、原価管理等の業務、工事の安全管理
　　及び労務管理等の業務
＊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

日祝他 株式会社　小板橋建設

２級土木施工管理技士
181,000円～285,000円 その他

１級土木施工管理技士 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

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・
その他必須 05080- 2306111

自動車整備担当

1人

●自動車の整備業務全般に従事していただきます
　・車両のエンジン、ハンドル回り、ブレーキ系統、動力伝達関連等の
　　各部分の点検、故障個所の分解修理等
　・定期点検整備、車検整備、故障整備作業
　・自動車納車に係る業務
　・その他、付随した業務（工場内の清掃整理等）

土日祝他 かづの農業協同組合

三級自動車整備士
170,500円～200,000円 毎　週

二級自動車整備士 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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生・財形・
その他必須 05080- 2305911

農機具整備担当

1人

●トラクターをはじめとした農業機械の整備業務全般に従事して
　いただきます
　・機具の動力伝達関連等の各部分の点検
　・故障個所の分解修理、故障整備作業
　・出張修理の場合あります
　・その他、付随した業務
　　（お客様への納車や工場内の清掃整理等）

土日祝他 かづの農業協同組合

大型自動車免許
140,151円～200,000円 毎　週

大型特殊自動車免許 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

２級農業機械整備技能士

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- 2304611

総合職（燃料販売）

1人

●販売所における業務全般に従事していただきます
　・得意先等のＬＰガスの顧客訪問
　・ガス器具の安全点検サービス
　・ガス器具の販売及び器具の取り扱い説明等
　・ガスを利用する設備工事（配管、設備工事等）
　・ＬＰガスの検針業務
　・灯油の販売（業務は社有車使用）
＊資格取得のための費用は会社で全額負担します！

日祝他 ハタリキ　株式会社
高圧ガス販売主任者（第
２種）

155,000円～230,000円 その他

液化石油ガス設備士 秋田県鹿角市十和田錦木字向
谷地９－１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・財形

不問 05080- 2303311

ＬＰガス検針及び集
金

1人

●検針業務および集金業務に従事していただきます
　・ＬＰガスの検針業務及び集金業務
　　（範囲：鹿角市、一部小坂町もあり）
　・閑散時期には、ウォーターサーバーのボトルの配達業務をして
　　いただきます（１つあたり１０ｋｇあります）
　・その他附随する業務（チラシの配布など）
＊業務には、社用車を（軽ＡＴ車）使用していただきます
＊集金業務で、お客様の都合により時間外が発生する場合があり
　ます

日祝他 ハタリキ　株式会社
155,000円～200,000円 その他

秋田県鹿角市十和田錦木字向
谷地９－１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- 2302011

左官工（見習い）

1人

●主にコンクリート構造の大型建造物（公共の学校や病院、マン
　ション等）の左官工事一式の業務補助に従事していただきます
　・その他、建設現場における付随する業務があります
　・工事現場は主に岩手県内、まれに青森県内や秋田県内の現場が
　　あります
　（作業現場までは、途中合流を含み基本的に社有車で移動します）

日他 株式会社　高田工業
184,000円～184,000円 その他

秋田県鹿角市八幡平字赤渕１
９１－１雇用期間の定めなし

18歳
～45
歳

就業場所 秋田県鹿角市

3 



※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 87人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 122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 87人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 122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 2人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 6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 26人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 26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 26人
(1)8時00分～17時30分

企業全体 26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 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 月給

変形（1年単位） 就業場所 18人
(1)8時00分～17時20分

企業全体 18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 53人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 53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 79人
(1)8時15分～17時10分

企業全体 88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 49人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 51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- 2328011

製缶及び管理技術
者（総合職）（見習い
可） 1人

●総合職で当社を担う人材として下記の主な業務に従事
※配属はご本人の意向と適性を判断し決定します
技能工：工場内で製造工程内作業、型鋼、鉄板等の組立
溶接工：工場内において建築鉄骨部品及び製缶物の溶接作業
現場管理者：製作した製品を建築現場に搬入した際の管理
技術職：各種プラント工場の製缶物、橋梁等の製作の為の図面作成
　　　　　　する。ＣＡＤを使用し、各種図面及び加工図・設計図等の
　　　　　　作成
営業職：取引先メーカー・ゼネコン等との調整、見積書作成
施工管理：工事現場で施工管理（積算、施工図の作成、安全品質
　　　　　　　管理、工程管理業務等）

日他 シー・アンド・シー　株式会社

２級土木施工管理技士
162,000円～380,000円 その他

２級建築施工管理技士 秋田県鹿角郡小坂町荒谷字手
紙沢５４－５雇用期間の定めなし

65歳
以下

溶接管理技術者２級

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2327411

組立工員

5人

●光ハーネスの組立作業に従事していただきます
　・電気、光のハーネスの組立
　・電線カット、工具での部品取付け、線をつなぐ、ネジ締め、梱包の
　　作業
　・その他組立等の付随する作業
＊未経験者でも、丁寧に指導します
＊主に立ち作業です

日他 ジョイタム　株式会社
146,200円～206,400円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
南陣場３５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・
その他あれば尚可 05080- 2326511

溶接工

1人

●溶接を主とした担当業務に従事していただきます
　・アーク溶接及び半自動溶接の作業
　・各プラント製作に伴う溶接の作業
　・配管工事、タンクの製作、架台製作、プラントの補修等
　・材質はステンレス及び鉄が主となっています
＊Ａターンの方で経験者歓迎します
＊車で通勤可能な方を希望します
＊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

日祝他 株式会社　柳澤鉄工所
157,000円～235,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字六月田２
８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- 2325211

住宅営業（未経験
者可）

1人

●建築営業
　一般住宅の営業活動に係る全般の業務に従事していただきます。
　お客様への提案やサポート、メンテナンスを社内のスタッフと
　協力して行います。
　主に個人の注文住宅新築やリフォーム工事の企画提案営業です。
　住宅展示会来場者やお問合せ頂いた方への営業活動が中心で、
　飛込み営業などの新規開拓営業はありません。
＊未経験者はキャリア形成を図る為、４０歳以下とします。
　１年間は、見習い期間として社員みんなでじっくり教えます。

他 株式会社　長老森施工
165,000円～200,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字町端１４
－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- 2324811

自動車整備士

1人

●当工場内において自動車整備業務全般に従事していただきます
　・自動車の点検、修理、整備
　　（定期点検・故障車両等の修理・その他の一般整備業務）
　・車検業務
　・その他工場内雑務（工場内整理整頓等の日常業務）
＊整備士経験のある方は相談下さい
　（応募年齢条件緩和可）

日他 株式会社　カーテックＫＯＳＡＫ
Ａ175,000円～250,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字尾樽部６雇用期間の定めなし

39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・財形

不問 05080- 2323711

土木・建築施工管
理技士

2人

●土木・建築工事業務に係る施工管理業務
　・土木、建築工事等に係る費用の積算及び実施計画について
　・土木、建築工事の施工管理の計画検討や工程管理に係る業務
　・工事施工に伴う品質管理及び原価管理に係る業務
　・官公庁へ提出する書類の作成と提出等

日他 小坂建設　株式会社

２級土木施工管理技士
229,000円～331,000円 その他

２級建築施工管理技士 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
前田４－４雇用期間の定めなし

64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・財形

不問 05080- 2322111

土木作業員

2人

●土木工事業務に従事していただきます
　・土木工事の現場作業
　　（主に道路工事、法面工事、舗装工事等）
　・大型、特殊車両（ローダー・ローラー等）のオペレータ業務
　・その他、付随する雑工事作業

日他 小坂建設　株式会社

大型自動車免許
178,760円～202,740円 その他

大型特殊自動車免許 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
前田４－４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

正社員以外 雇用・労災

あれば尚可 05080- 2321911

農業機械オペレー
ター

1人

●農作業全般（主に農業機械による）に従事していただきます
　・トラクター等の農業機械によるオペレータ業務
　　（播種、収穫、出荷、運搬作業）
　・事務所において、車両等の整備等
　・他、付随する業務
＊主に蕎麦の栽培をしています

土日他 有限会社　ウイング

大型自動車免許
172,800円～259,200円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字平中４１
－２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・財形

不問 05080- 2320611

金属バリ取り作業員

1人

●金属製品のバリ取り作業に従事していただきます
　・プレス後の金属製品を手動または電動のヤスリ等でバリ取りを
　　する作業です
　・その他、工場内の整理整頓等
＊あなたも当社スタッフとして物造りの感動を共有しましょう！

日祝他 十和田精密工業株式会社　秋
田工場150,000円～210,000円 その他

秋田県鹿角市十和田末広字向
川原３０ー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・財形

あれば尚可 05080- 2319411

溶接・仕上げ作業員

1人

●当社が製造する製品の溶接、仕上げ作業業務に従事して頂きます
　・溶接による製品の加工作業
　・溶接した製品の仕上げに係る作業（サンダー等を使用）
　・仕上げをした製品の運搬、並びに整頓作業
　・溶接器具、サンダー等の安全点検業務
　・工場内の清掃作業
＊あなたも当社スタッフとして物造りの感動を共有しましょう！

日祝他 十和田精密工業株式会社　秋
田工場150,000円～210,000円 その他

秋田県鹿角市十和田末広字向
川原３０ー１雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

4 



※必要な免許・資格 日給

変形（1年単位） 就業場所 14人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～16時30分 企業全体 15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 54人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時30分 企業全体 706人
(3)9時00分～18時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

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 日給

変形（1年単位） 就業場所 74人
(1)8時00分～16時00分

企業全体 74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 7人
(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～16時00分 企業全体 50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

変形（1年単位） 就業場所 4人
(1)8時30分～17時00分
(2)8時30分～16時30分 企業全体 4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 4人

(1)8時30分～17時00分
(2)8時30分～16時30分 企業全体 4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 日給

就業場所 24人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 700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

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

あれば尚可 05080- 2347611

営業係（ノルマなし）

2人

●事業所等の得意先を訪問して、以下の当社品目について、提案や
　日程調整から実施に至るまでのフォーロー業務に従事して
　いただきます
　・ビルメンテナンス
　・各種建物清掃及び害虫駆除
　・給食、人材派遣
　・産業廃棄物の収集運搬
　・建物等の解体工事
＊ノルマはありません
＊未経験者の場合：４５歳以下（長期勤続キャリアアップ）

土日祝他 東北ビル管財株式会社　鹿角
営業所166,400円～211,700円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字諏訪野９
２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- 2346311

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- 2345011

商品管理・店舗対
応

1人

●店舗対応及び商品引き取りから出品までの商品管理業務
　・店舗対応（お客様応対）
　・商品の掃除、簡単な修理等のメンテナンス作業
　・発送準備（商品発送時、同行の場合あり）
　・軽トラ、２ｔまたは４ｔトラックでの商品の引き取り
　　（範囲：北東北３県）
＊大小様々な商品を取り扱い、重量物（２０ｋｇ程度）を扱う場合
　もあります。力を必要とする仕事です
＊明るく活発な方を希望します！
＊アルバイト就労可（週３日以上／時給８５０円）

水他 株式会社　きよ

８トン限定中型自動車免
許

160,300円～183,200円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字箒
畑１１９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- 2344411

農業機械整備士

1人

●主に農業機械の整備、修理の業務に従事していただきます
　（トラクター、田植機、スプイレヤー等の大型機械からチェン
　　ソー、刈払機等の小型機械まで）
　・冬期間は除雪機の整備、修理もあります
　・現場に出向いての修理もあります（軽トラック等使用）
　・修理以外に機械の引き取り、引き渡し等の雑用あり
＊アルバイト希望の方もご相談下さい！
　（日給７，０００円～）

水他 株式会社　きよ
８トン限定中型自動車免
許

161,000円～230,000円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字箒
畑１１９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- 2341811

鉄道線路の保守メン
テナンススタッフ

5人

主にＪＲ花輪線の線路を保守する仕事です。春から秋にかけては
老朽化したレールやマクラギ等の交換を行います。
降雪時期はモーターカーという機械を使用しての線路除雪、人力
による踏切、駅等の除雪で列車や車の交通影響を最小限にします。
災害等によって壊れた線路を復旧することもあります。機械化に
よるオペレーター業務もあります。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
157,500円～210,000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

あれば尚可 05080- 2339911

施設運営管理

1人

●尾去沢鉱山・水晶山スキー場の運営管理業務全般に従事します
　・施設管理
　　草刈りや除雪、鉱山見学ルートの補修作業、清掃作業等
　・尾去沢鉱山の売店、食堂等での接客業務（レジ操作を含む）
　・スキー場でのリフト係等の接客業務
　・その他、運営に係わる付随する業務

他 株式会社ゴールデン佐渡　史跡
尾去沢鉱山154,712円～154,712円 その他

秋田県鹿角市尾去沢字獅子沢
１３－５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- 2337311

一般作業員（製品
管理）

1人

【請負業務】
●小坂製錬所内の工程を経た非鉄金属等の製品（金、銀、銅、錫、
　鉛等）管理業務に従事します
　・検査、秤量、出荷に携わる作業
　（出荷前の作業がメインとなります）
　・データ、数量などのパソコンへの入力作業

他 株式会社　小坂ワークス

フォークリフト運転技能者
181,740円～181,740円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字尾樽部３７－２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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2334511

工場内作業員

1人

●木材チップの製造業務に従事していただきます
　・丸太をチェンソーで２～４ｍ程の長さに切断し、コンベアに
　　乗せる作業（操作ができない方は講習を受けていただきます／
　　費用は会社負担）
　・コンベアから流れてくる丸太を工具（トビ）を使用し、位置
　　調整する作業　
　・コンベアから落ちたチップ材料をスコップでコンベアに戻す
　　作業
　・工場内の清掃、整理整頓作業

日祝他 株式会社　阿部林業
車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

172,800円～172,800円 その他

秋田県鹿角市八幡平字薬師川
原３０－２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・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2331711

介護員（デイサービ
ス、訪問入浴）

1人

●高齢者の介護全般に係る業務
　・利用者の送迎業務
　・入浴や食事、排せつや移動等の介護
　・介護記録の作成　他
　・利用者宅での入浴介護（訪問入浴の場合）
＊勤務時間については要相談可能。短時間でもＯＫです！
　特に午後～夕方勤務できる方大歓迎！
　（１３：３０～１７：３０、１６：００～１８：００等）

他 社会福祉法人　花輪ふくし会
170,720円～184,714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 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 2329311

管工事施工管理技
士

1人

●水道事業に係る工事施工の管理業務
　・水道工事に係る費用の積算、実施計画書の作成
　・工事の施工管理の計画検討、工程管理業務
　・工事の施工に伴う品質管理、原価管理業務
　・官公庁等へ提出する書類の作成と提出等
　・社有車を運転する場合があります

日他 株式会社　コステ－鹿角

２級管工事施工管理技士
173,250円～231,000円 その他

１級管工事施工管理技士 秋田県鹿角市花輪字葉ノ木谷
地９９雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

5 



※必要な免許・資格 月給

就業場所 28人

(1)9時00分～18時00分
企業全体 28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 5人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 700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 32人

※必要な経験

※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 23人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 34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 15人

(1)8時30分～17時00分
企業全体 107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 4人
(1)9時30分～18時00分

企業全体 123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 4人

(1)9時30分～18時00分
企業全体 123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 4人

(1)9時30分～18時00分
企業全体 123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00分～16時30分

企業全体 7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

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 2365111

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２２００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
＊休日：土、日、祝日、その他、夏期休暇２週間あります

土日祝他 株式会社タクト　鹿角営業所

調理師
120,000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

あれば尚可 05080- 2364911

土木作業員兼重機
オペレーター（見習
い可） 1人

●土木工事の作業、工事車両・重機、除雪車の運転に係る業務に
　従事していただきます
　・土木工事現場においての土木作業
　・工事車両、重機（バックホー、ホイールローダ等）の運転業務
　　等
＊経験のない方（見習い希望）応募可です
　（経験のない方は、長期勤続によるキャリア形成を図る観点から
　　５０歳以下をとします）

日他 有限会社　成賢組

大型自動車免許
200,100円～276,000円 その他

大型特殊自動車免許 秋田県鹿角市十和田岡田字上
前田９２雇用期間の定めなし

64歳
以下

２級土木施工管理技士

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- 2360411

営業（自動車販売）
【契約社員】

1人

●自動車の販売に関する業務に従事していただきます
　・新車及び中古車の自動車販売に係る営業活動業務
　・顧客管理等アフターフォロー
　　（車の状況把握、車検及び点検等の勧誘活動等）
　・自動車に係る損害保険の募集業務
　・パソコン操作による顧客管理業務（データーベース化等）
＊業務には私有車を借上使用していただきます
　私有車は借上契約をし借用料を支払います
　（燃料代は別途支払います）
＊営業エリアは主に鹿角地域ですが大館地域等もあります

火他 株式会社日産サティオ秋田　鹿
角店184,000円～219,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字堰ノ口６９
－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- 2359811

営業（自動車販売）
【正社員】

1人

●自動車の販売に関する業務に従事していただきます
　・新車及び中古車の自動車販売に係る営業活動業務
　・顧客管理等アフターフォロー
　　（車の状況把握、車検及び点検等の勧誘活動等）
　・自動車に係る損害保険の募集業務
　・パソコン操作による顧客管理業務（データーベース化等）
＊業務には私有車を借上使用していただきます
　私有車は借上契約をし借用料を支払います
　（燃料代は別途支払います）
＊営業エリアは主に鹿角地域ですが大館地域等もあります

火他 株式会社日産サティオ秋田　鹿
角店184,000円～219,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字堰ノ口６９
－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

必須 05080- 2357111

自動車整備士

1人

●自動車整備に係る全般業務に従事していただきます
　・故障整備、修理作業
　・車検等定期整備に係る業務
　　（エンジン、ハンドル廻り、ブレーキ系統、動力伝達、他関連
　　　各部の点検整備）
　・引取、洗車等納車に係る業務
　・顧客訪問による車検・点検の勧誘（社用車使用）
　　（パソコン操作業務あり）

火他 株式会社日産サティオ秋田　鹿
角店

三級自動車整備士
166,000円～197,000円 その他

二級自動車整備士 秋田県鹿角市花輪字堰ノ口６９
－１雇用期間の定めなし

59歳
以下

自動車検査員

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- 2356911

幹部（所長）候補

1人

●幹部（所長）候補として下記の業務に従事していただきます
　・ドライバーへの指示、配車、作業内容等の連絡調整
　・出発時、帰着時の点呼
　・営業所の安全管理、運行管理
　・荷主との交渉等
　・配送時に故障車両があった場合は現場へ行き、荷物の入れ替え
　　作業等あり
　・その他、上記に付随する業務（各種申請業務、集計等）
＊充実の研修、先輩スタッフのサポートあり！
　安心してスタート出来る働きやすい環境です
　（研修は、本社三戸にて行う時もあります）

他 三八五エクスプレス株式会社
鹿角営業所

大型自動車免許
168,630円～168,630円 その他

フォークリフト運転技能者 秋田県鹿角市十和田末広字和
田２４ー７雇用期間の定めなし

59歳
以下

大型特殊自動車免許

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080- 2355611

重機オペレーター

1人

●建設土木工事に伴う建設重機オペレーター業務に従事して頂き
　ます
　・建設工事、土木工事、管工事等各種工事現場での重機による
　　オペレーター業務
　・重機は、油圧ショベル（ユンボ、バックホー、パワーショベル）や
　　ブルドーザーです

日他 株式会社　村木組

大型自動車免許
186,300円～207,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字小坂２６
－４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

必須 05080- 2354311

裁断工および生産
管理

1人

●裁断工および生産管理業務に従事していただきます
　・各種メリヤス、カットソー製品の裁断
　　延反機、裁断機を使用したカット作業
　　原反を延反し、型を置いて布を切る作業
　・重量物を取り扱う作業あり
　　（１０～２０Ｋｇ程度の生地の束を持ち運ぶ作業）
　・生産管理事務
　　製造工程の管理、製品の品質管理

日祝他 株式会社アトリエティアンドティ
鹿角工場142,000円～180,000円 その他

秋田県鹿角市八幡平字沼田６
２－１雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2352411

斎場業務

1人

●火葬業務及び斎場管理業務に従事していただきます
　（火葬業務、受付業務、収骨業務、清掃業務）　　　　　
　・火葬場にて清掃、機械点検修理、火葬業務及び霊柩車
　　よりお棺をご遺族と共に炉前まで案内し、火葬後遺族に
　　収骨をしていただくお世話をします

他 東北ビル管財株式会社　鹿角
営業所170,940円～175,560円 その他

秋田県鹿角市花輪字諏訪野９
２雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080- 2351511

総務・経理担当

1人

●総務及び経理事務業務全般に従事していただきます
　・総務事務
　　人事関係、給与計算、各種保険等手続き関係　等
　・経理事務
　　精算、出納業務等
　・備品管理及び受発注業務
　・パソコンによるデータ入力
＊制服貸与　＊食事補助あり　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
＊雇用契約は、４／１～３／３１の年度毎更新となります

他 十和田ホテル　株式会社

パソコン［ワープロ］可
150,000円～180,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山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
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※必要な免許・資格 月給

就業場所 17人
(1)8時00分～17時30分

企業全体 22人

※必要な経験

※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

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

※必要な免許・資格 日給

変形（1年単位） 就業場所 8人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～16時30分 企業全体 8人

※必要な経験

あれば尚可
※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 47人
(1)7時00分～16時00分
(2)8時00分～17時00分 企業全体 47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 6人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 6人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 19人
(1)7時50分～17時00分

企業全体 19人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 19人
(1)7時50分～17時00分

企業全体 19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 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 3人
(1)9時30分～18時30分
(2)8時30分～16時30分 企業全体 3人

※必要な経験正社員 雇用・労災・厚
生・その他

不問 05080- 2380911

歯科衛生士

1人

●当クリニックにおいて下記の業務全般に従事していただきます
　・歯科医師のアシスタント
　・機材、及び薬品の準備、消毒等
　・ＰＭＴＣ業務（歯のクリーニング）
　・予防処置に係る業務
　・口腔衛生の指導

木日祝他 ちゃこ歯科クリニック

歯科衛生士
160,000円～180,000円 毎　週

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
上寄熊１５－１雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 又は7時00分～19時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2378411

ガソリンスタンドス
タッフ

1人

●給油サービスに係る業務および販売全般業務に従事して
　いただきます
　・給油、カー用品販売、車検、タイヤ・オイル・ワイパー交換、
　　ウォッシャー液注入、タイヤのチェック、洗車等のサービス
　　業務全般
　・軽油、灯油配達業務
　・来客応対、電話応対
　・会計業務（レジ操作）
　・その他、給油所施設内の雑務（清掃等）　
＊パート・アルバイト勤務相談に応じます
　別途求人公開しています／時給８５０円

他 東北つばめ石油販売株式会社
十和田湖畔ＳＳ

危険物取扱者（乙種）
148,000円～200,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字休平６４－６雇用期間の定めなし

65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 05080- 2376211

配管工員（見習い
可）

1人

●配管設備に係る工事作業
　・風呂、トイレ、台所等水廻り関係の給排水に係る配管工事、
　　修理作業等
　・上下水道の配管工事
　・その他、水周り給排水に関する配管設備工事全般
　・現場には社用車を使用します

日祝他 株式会社　イトウ建材店

３級配管技能士
184,000円～230,000円 その他

２級管工事施工管理技士 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
城ノ下７４－１０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

必須 05080- 2375811

建築現場管理

1人

●リフォーム建築現場の設計書に基づき、工事完了までの工事全体
　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
　・建築工事の施工管理の検討
　・建築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

日祝他 株式会社　イトウ建材店

２級建築施工管理技士
180,000円～230,000円 その他

１級建築施工管理技士 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
城ノ下７４－１０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- 2374711

自動車整備工

2人

●自動車整備に係る業務全般に従事していただきます
　・故障整備、修理作業
　・定期整備作業
　　（エンジン、ハンドル廻り、ブレーキ系統、動力伝達、関連
　　　各部の点検等）
　・自動車の引き取り、洗車等の作業
　・その他、工場の清掃等付随する作業

日他 有限会社　相馬自動車整備工
場

三級自動車整備士
160,000円～255,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字合ノ野１４
５雇用期間の定めなし

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

あれば尚可 05080- 2373111

介護職員

1人

●当会の老人保健施設入所者の介護に係る業務全般に従事して
　いただきます
　・入居利用者定員１９名（全員女性）の日常生活の介助に係る
　　業務全般（入居者の食事、入浴、排泄の介助等）
＊介護職員・看護職員併せて１３名で対応しています
＊男女雇用機会均等法適用除外　女性限定求人
　（女性利用者の入浴、排泄等の介助等あり）
＊６５歳以上の場合は、契約社員（１年契約）となります
＊短時間勤務等のご希望の方も、別途ご相談に応じます！

他 医療法人　春生会
144,000円～154,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字堰向５６
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

05080- 2370311

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

現場作業員

1人

●土木工事現場での作業に従事していただきます
　・工事現場における土木作業（掘削、盛土、埋め戻し等）
　・２～４ｔのユニック車の運転
（資格保有者の場合）
　・作業現場において重機の運転業務　
　・水道配管工事の重機（ローダー、ユンボ等）の運転作業

日他 株式会社　佐藤組
８トン限定中型自動車免
許

171,750円～194,650円 その他

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

秋田県鹿角市尾去沢字獅子沢
１２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・労災・健
康・厚生

必須 05080- 2368211

家具・建具製造工

1人

●家具及び建具等の製造に係る業務に従事していただきます
　・工場において家具、建具の製作と加工作業
　　（家具、戸、襖、障子等木製家具の製作、木材の切断、加工、
　　　組み立て、塗装、金具の取付等）
　・製作した家具、建具等を建築現場へ運搬し、現場での取付作業
＊家具、建具、資材等の運搬には社有車を使用していただきます
※短期間（１～２ヶ月）勤務希望の方、相談可！

日他 有限会社　清藤木工所
142,412円～161,700円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字中
前田５４－４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

不問 05080- 2367811

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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080- 2366711

建築板金工

1人

●建築板金工事業務に従事していただきます
　・一般住宅、工場、事務所などの屋根の葺替工事
　・金属板を屋根のサイズに切断・加工し葺替を行う
　・金属板を溶接でつなぐ
　・トラック（４ｔ車）運転を使用します
＊高所での作業となります
＊東京営業所への出張業務もあります
　（１～２ヶ月程度の見込み）

日他 株式会社　キムラ鋼板
８トン限定中型自動車免
許

170,000円～250,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字柳田２０
－１雇用期間の定めなし

18歳
～64
歳

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 32人

(1)7時50分～16時35分
企業全体 64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 32人

(1)7時50分～16時35分
企業全体 64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 32人
(1)7時50分～16時35分

企業全体 64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 0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 32人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～12時00分 企業全体 32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 32人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 32人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 80人
(1)7時00分～11時15分
(2)8時30分～12時15分 企業全体 151人
(3)8時30分～17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 80人
(1)8時30分～17時00分
(2)8時30分～12時15分 企業全体 151人
(3)16時30分～8時30分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 7人

(1)9時00分～18時00分
(2)10時30分～19時30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 25人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時00分 企業全体 151人
(3)8時30分～12時15分

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

あれば尚可 05080- 2390811

理学・作業療法士

1人

●デイサービスセンターの機能訓練指導に従事していただきます
　・利用者の訓練内容の計画
　・利用者の訓練実施指導
　・看護師への指導など
　・記録等の入力作業

他 医療法人恵愛会　鹿角中央病
院

理学療法士
212,000円～262,000円 その他

作業療法士 秋田県鹿角市花輪字六月田９
７雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2389611

給食調理員（温泉
保養館おおゆ）

1人

【請負業務】
●温泉保養館おおゆにおいて、給食業務に従事していただきます
　・厨房において、献立表に基づいたレシピにより調理
　・調理した料理の盛り付け等
　・厨房内の整理整頓、清掃、その他附随する業務等
　・第２温泉保養館へ給食の運搬（社有軽ワゴン車使用）
＊９人の調理員が交替で給食業務に従事しております
　（昼食９０食、朝夕各４０食程度の調理をします）
＊短時間（１日３～４時間等）勤務希望の方、相談可！
＊６０歳以上の方の応募歓迎します！

他 株式会社　メゾ－ト
142,042円～142,042円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字川
原ノ湯１２－１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・財形

不問 05080- 2388311

看護師または准看
護師（鹿角中央病
院） 1人

●当病院の患者看護に係る全般業務
　・医師の指示により、患者の看護業務全般を担当
　・入院患者（医療病棟及び介護病棟）に対する看護業務全般
　・医師の診療に関する補助業務
　（患者の検温、投薬、注射等、医師から指示された処置）
＊夜勤なしの勤務や短時間のパート勤務等相談に応じます
　ご相談下さい（契約社員となります）

他 医療法人恵愛会　鹿角中央病
院

准看護師
177,000円～232,000円 その他

看護師 秋田県鹿角市花輪字六月田９
７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・財形

不問 05080- 2387011

介護職員（鹿角中
央病院）

1人

●当病院へ入院している患者の介護に係る業務全般に従事
　していただきます
　・入院患者の食事に係る介助業務、衣類の着替え介助、入浴の
　　介助、排泄等に係る介助業務
　・その他入院患者のお世話等
＊夜勤なしの勤務も相談に応じます
　パート勤務希望の場合は、時間はフルタイムと同じですが、就労
　日数を少なくすることが可能です
　　（但し、雇用形態は契約社員となります）

他 医療法人恵愛会　鹿角中央病
院

介護福祉士
164,000円～217,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字六月田９
７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・財形

不問 05080- 2386411

林業現場作業員

1人

●当組合において素材生産等の現場作業に従事して頂きます
　・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）
　・植え付け作業
　・各機械の手入れ作業（安全確認業務）
【追加募集】

日他 鹿角森林組合
243,100円～243,100円 その他

秋田県鹿角市花輪字合野１８
－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 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05080- 2385511

林業技術者

1人

●当組合において、下記の業務に従事していただきます。
　・林家に対する林業経営指導等（見積書、契約書等作成）
　・事業実施現場巡回、管理
　　【当組合保有普通自動車（ＭＴ車）等を使用します】
　・補助事業者等官公庁への申請書類作成
　・丸太の材積検収
　・その他付随する業務
※文書等作成には、パソコン（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ）を使用します

日祝他 鹿角森林組合
145,400円～170,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字合野１８
－３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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2384211

営業

1人

●損害保険及び生命保険の契約業務全般に従事していただきます
　・各種保険の設計書や提案書の作成業務
　・新規契約及び更新、変更手続き業務
　・他、付随する業務
＊書類作成等は、当社専用のパソコンを使用していただきます
＊営業には、自家用車を使用していただきます

土日祝他 株式会社　佐藤総合保険
200,000円～200,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字下タ町２１
２－１３雇用期間の定めなし

44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- 2383811

機械装置等のメンテ
ナンス、製作・加工
業務（機械系） 3人

●主にＤＯＷＡグループ関連施設において、各種機械装置のメンテ
　ナンス等の業務に従事します
　・機械装置の分解整備
　・部品の制作及び材料加工（製缶、溶接等）
＊屋外の作業あります
※当社は、ＤＯＷＡグループの一員である為、ＤＯＷＡグループ
　からの受注が９割以上を占めています。
　必要な資格は入社後でも取得可能（費用全額会社負担）、勉強会
　外部講習へ参加可能です。

日祝他 秋田工営株式会社　小坂営業
所

２級機械保全技能士
155,000円～263,000円 その他

溶接技能者 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字尾樽部６－２雇用期間の定めなし

59歳
以下

２級管工事施工管理技士

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 2382711

各種プラント設備等
の設計・施工管理
（機械系） 3人

●主にＤＯＷＡグループ関連施設において、各種プラント
　設備の設計・施工管理業務に従事します
　・機械装置の組立て、据付け工事の設計・施工管理
　・タンクの組立て、据付け工事の設計・施工管理
　・配管及びダクト等の設計・施工管理
＊屋外の作業あります
※当社は、ＤＯＷＡグループの一員である為、ＤＯＷＡグループ
　からの受注が９割以上を占めています。
　必要な資格は入社後でも取得可能（費用全額会社負担）、勉強会
　外部講習へ参加可能です。

日祝他 秋田工営株式会社　小坂営業
所

２級管工事施工管理技士
155,000円～263,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字尾樽部６－２雇用期間の定めなし

59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

あれば尚可 05080- 2381111

各種プラント設備等
の送配電線工事、
計装工事（電気系） 3人

●主にＤＯＷＡグループ関連施設における各種電気設備工事
　・受変電設備の設計・施工管理
　・プラント設備等の送配電線工事の設計・施工管理
　・プラント設備等を適切に制御するための計装工事
　・施設等の照明・冷暖房他配線工事
　・各種電気設備に関する保守・点検作業
＊屋外の作業あります
※当社は、ＤＯＷＡグループの一員である為、ＤＯＷＡグループ
　からの受注が９割以上を占めています。
　必要な資格は入社後でも取得可能（費用全額会社負担）、勉強会
　外部講習へ参加可能です。

日祝他 秋田工営株式会社　小坂営業
所２級電気工事施工管理技

士

155,000円～263,000円 その他

第二種電気工事士 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字尾樽部６－２雇用期間の定めなし

59歳
以下

第一種電気工事士

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町
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※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 6人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～12時00分 企業全体 6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 31人

(1)8時45分～18時00分
(2)8時45分～17時00分 企業全体 31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 31人

(1)8時45分～18時00分

(2)8時45分～17時00分 企業全体 31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

※必要な免許・資格 月給

就業場所 39人

(1)8時15分～17時00分
企業全体 39人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 18人
(1)8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 日給

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 10人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 18人
(1)8時30分～17時35分

企業全体 41人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 20人

(1)6時00分～15時00分
(2)10時00分～19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 5人

(1)8時30分～17時00分
企業全体 5人

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2409311

工場作業員

1人

●家畜の原皮収集及び加工処理に係る業務に従事していただきます
　・取引先の食肉センター（株式会社ミートランド）で仕入れた
　　家畜の原皮を収集する作業
　　（４ｔトラック、軽トラックの運転業務有り）
　・工場内で仕入れた原皮の脱脂および塩漬け加工処理をして保管
　　する作業
　・工場内の整理等清掃業務
＊重い製品を取扱う業務もありますので、持久力と筋力を必要です
＊加工処理した製品は、海外へ輸出されます
＊フォークリフト運転技能資格や、中型自動車運転免許のない方、
　及びＭＴ車への切り替えが必要な場合は採用後、費用は会社負担
　で資格取得していただきます

土日祝他 株式会社　アイカ

フォークリフト運転技能者
150,000円～150,000円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字中谷地
３１－２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

不問 05080- 2404811

調理スタッフ

1人

●調理に係る業務に従事していただきます
　・施設入所者に提供する食事の調理業務全般
　・出来上がった料理の配膳業務
　・食事後の回収と片付け
　・食器および調理器具の洗浄と整理
　・調理場の清掃
＊３０人分（３食）を３人で担当します
＊調理未経験者でも出来るお仕事です
＊パート勤務を希望（週２～３日希望や、就労時間（１）のみ希望等）
　の方は、気軽にご相談下さい

他 シニアガーデン　ゆぜ
141,000円～144,000円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字湯瀬３
０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- 2402111

板金兼塗装工員

1人

●板金兼塗装業務、納入作業に従事していただきます
　・精密機器パネルの板金及び塗装業務
　・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）
＊社有車（ワゴン車）で納入します
＊未経験者の場合、年齢条件４０歳以下とします。
　（長期勤続によりキャリア形成を図る為）

日祝他 有限会社　リンテック
155,000円～210,000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- 2399711

造林作業員

2人

●山林の下刈り作業、土木作業業務
　・山林において、樹木等の下刈り作業（草刈り機械を使用）
　・移動は当社の車両を使用（運転業務もある）
　（作業現場は鹿角地域が主ですが、日帰りで隣県の現場もあり）
＊草刈り機械は、各自持参願います（燃料は会社負担）

日他 有限会社　山口造林
174,800円～195,500円 その他

秋田県鹿角市八幡平字老沢３
６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- 2398111

鳶、建設土木作業
員

1人

●建設土木に係る鳶、土木工事作業に従事していただきます
　・土木工事一式、橋染架設工事、鉄骨組み立て工事、機械据付
　　工事、法面の足場工事等の鳶工事作業
　・現場の移動時等は工事車両の運転業務
　・車両の日常の点検、洗車等の業務

日他 有限会社　朝霧組
184,000円～184,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字樋田１９
－１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

不問 05080- 2397911

養豚農場スタッフ

1人

●当組合養豚農場内で肥育飼養管理に係る業務に従事していただき
　ます
　・養豚の交配確認作業
　・養豚の妊娠確認作業
　・養豚の分娩確認作業
　・養豚の給餌作業
　・養豚農場内の清掃
　・その他、養豚に関する作業
＊６０歳以上の方の相談可です！
（６０歳以上の方の場合、１年毎の契約社員となります）

他 農事組合法人　八幡平養豚組
合159,720円～174,240円 その他

秋田県鹿角市八幡平字長川６
０－３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 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 2396611

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- 2395311

総合職（観光、旅
行、販売、飲食）

1人

●『道の駅かづの「あんとらあ」』にて観光、旅行、販売、飲食
　業務に従事していただきます
　・予約、受付業務（メール・電話・ＦＡＸによる）
　・売店における接客販売（商品受発注等）
　・観光物産事業（特産物ＰＲ、情報発信）、通販事業
　・団体客見学者の施設案内業務
　・イベント時の対応業務
　・レストランでの案内、給仕、会計等の接客
　・団体食堂での配膳や片づけ
★令和３年４月にグランドリニューアルオープンしました★
　観光業に興味があり、新しいことにチャレンジすることが好きな
　方の応募お待ちしています！

他 株式会社　かづの観光物産公
社【道の駅かづの「あんとらあ」】145,300円～211,600円 その他

秋田県鹿角市花輪字新田町１
１－４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- 2393411

調理スタッフ

1人

●調理業務全般に従事していただきます
　・レストラン、団体食、屋台等の調理業務
　　（食材の下準備から団体食の盛り付け等を含む）
　　料理は和洋中全般
　　地元の食材を使用し、季節によってメニューを替えています
　・新メニュー等の考案
　・厨房の衛生管理業務
★令和３年４月にグランドリニューアルオープンしました★
　観光業に興味があり、新しいことにチャレンジすることが好きな方の
　応募お待ちしています！

他 株式会社　かづの観光物産公
社【道の駅かづの「あんとらあ」】145,300円～211,600円 その他

秋田県鹿角市花輪字新田町１
１－４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- 2392511

養豚作業員

1人

●当社養豚農場内での、肥育飼養等の管理業務全般に従事して
　いただきます
　・交配、妊娠、分娩に係る管理確認作業
　・養豚の給餌に係る作業
　・養豚場内の清掃作業等
　・その他、養豚の管理に付帯する業務
＊未経験の方、どうぞご応募下さい。歓迎します！
　（段階的に仕事を習得できるように指導します）

他 有限会社　スカイミート
180,000円～240,000円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字腰
廻７２－１雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

9 



※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 0人

(1)8時30分～18時00分
企業全体 0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 9人
(1)8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 日給

変形（1年単位） 就業場所 9人
(1)8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

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 月給

就業場所 25人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 39人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 35人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 59人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 32人

企業全体 32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 3人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 4人
大型自動車免許
※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 8人
(1)20時00分～3時00分

企業全体 8人

※必要な経験正社員 雇用・労災

不問 05080- 2425011

代行運転手

1人

●運転代行車の運転業務に従事していいただきます
　・お客様の車の運転業務
　・代行料金に係る清算業務
＊運転地域は主に鹿角市、小坂町地域となりますが、大館市方面や
　八幡平市方面等の遠方への運転の場合もあります
＊パート（短時間勤務、週２～３日等）を希望の方、相談下さい！

他 ひまわり代行

普通自動車第二種免許
157,253円～157,253円 その他

秋田県鹿角市花輪字下花輪１
６２－４　柳館繁雄ビル２Ｆ雇用期間の定めなし

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

不問 05080- 2422211

重機オペおよび機
械操作

1人

●重機運転業務及び機械操作に従事していただきます
　・廃材の仕分け移動、機械への配給業務
　　（バックホー、ローダーの重機運転）
　・廃材を木質チップにする機械の操作
　・運搬トラックへの木質チップの積込
　・大型自動免許ある場合（１０ｔトラック使用）
　　木質チップの運搬業務（秋田市、能代市等）
＊６０歳以上の方は、１年毎更新の契約社員となります

日他 有限会社　セイキ
173,250円～196,350円 その他

秋田県鹿角市花輪字妻の神３
９－２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（解体
用）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

正社員以外 又は7時30分～19時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 2421811

保育士

1人

●保育業務全般に従事していただきます
　・管理運営する保育園で乳幼児（８０名）の保育業務
　・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する
　・保護者に対する報告、子育てに対するアドバイス、サポートを
　　行う等
　・その他、保育関係に付随する業務・授乳やオムツ取り換え等の
　　保育業務
＊契約期間は、年度毎更新です

日祝他 株式会社　わんぱくはうす

保育士
145,000円～145,000円 その他

小学校教諭免許（専修・１
種・２種）

秋田県鹿角市花輪字上花輪６
９－３雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問

幼稚園教諭免許（専修・１
種・２種）

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- 2420711

配送集荷員

1人

●当工場で製造した製品の配送及び集荷業務に従事して頂きます
　・工場で製作した製品を岩手県北上市方面への納品業務
　・弊社関連会社の男鹿市（プレ・テック男鹿）へ配送及び集荷
　　業務
　・青森県弘前市方面のお客様への納品業務
＊運転車両は主に３ｔウィング車ですが、納品の量により４ｔ車及び
　　ワンボックス車の場合もあります
＊フォークリフト運転技能資格が無い方は入社後取得して頂きます
　（費用は会社で負担します）

日祝他 有限会社　プレ・テック
８トン限定中型自動車免
許

140,000円～160,000円 その他

フォークリフト運転技能者 秋田県鹿角市十和田錦木字前
谷地３６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- 2418611

大型自動車運転手

1人

●使用済自動車を回収し、運搬する業務を担当していただきます
　・１０ｔ、４ｔユニック車を使用します
　・範囲は、北東北（秋田・青森・岩手県内）で日帰り日程です
＊未経験者の方、大型免許がない方の応募も歓迎します。
　入社後、資格取得する際には費用を一部会社にて負担します。

日他 有限会社　大成商事

大型自動車免許
180,000円～250,000円 その他

小型移動式クレーン運転
技能者

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

不問 05080- 2417311

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- 2416011

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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080- 2414511

土木作業員

2人

●土木建築現場での土木作業に従事していただきます
　・土木工事に伴う一般作業
　（道路工事、田園工事、河川工事等に伴う作業）
　・２ｔ、４ｔダンプ運転作業
　・オペレーター補助（資格がある場合）
　（車両系建設機械で土木作業中の整地等整備作業）

日他 有限会社　北部地研
８トン限定中型自動車免
許

179,200円～201,600円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
上陣場４８－１雇用期間の定めなし

不問
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

必須 05080- 2413211

土木施工管理技士

1人

●土木工事における現場施工に係る管理業務に従事して頂きます
　・工事現場において、施工状況の管理及び現場測量に係る業務
　・工事の工程管理及び安全管理等状況把握
　・諸官庁等へ提出する各種書類の作成
　　（パソコンで作成）
＊工事現場の移動は社有車を使用します

日他 有限会社　北部地研

２級土木施工管理技士
200,000円～270,000円 その他

１級土木施工管理技士 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
上陣場４８－１雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災

あれば尚可 05080- 2412811

自動車整備・板金
塗装

1人

●一般自動車の整備及び板金塗装に係る業務
　・板金加工及び塗装作業
　・新車、中古車の整備作業
　・お客様の自動車の引取り及び納車、洗車及び車内清掃等
　・部品及び工具等の整理整頓、工場内の清掃
＊設備や作業環境を見学したい方、大歓迎！
　事前にハローワークを通して、気軽にご連絡下さい。
＊当社は、整備・販売以外に、板金塗装でも業績を伸ばしている
　店舗です。板金塗装に必要な資格も取得でき、車を扱うプロとして
　キャリアアップが可能です（資格取得支援あり）

日祝他 ＡＵＴＯ－ＢＯＤＹ阿部

三級自動車整備士
160,000円～190,000円 その他

二級自動車整備士 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下タ道１９－１０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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※必要な免許・資格 時給

変形（1年単位） 就業場所 2人
(1)8時10分～17時10分

企業全体 750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 21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 時給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 20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 1人
(1)8時00分～17時20分

企業全体 48人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 8人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 286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

企業全体 300人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 10人
(1)7時45分～17時15分

企業全体 124人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 4人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 300人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 1人

(1)9時00分～17時30分
企業全体 150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 600人

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 23040-13632811

高速道路の保守・点
検　　十和田事務所

1人

道路を健全な状態に維持するための点検を行っていただき、必要な
情報を収集していただきます。

土日祝他 株式会社アスタリスク

１級土木施工管理技士
375,000円～450,000円 毎　週

２級土木施工管理技士 愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺
４３番地　第２丸中ビル５Ｆ雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

必須 13080-67055811

測量　補償業務／
秋田県鹿角市

1人

公共事業に伴う業務であり、安心感とやりがいのある仕事です。
公共用地測量ならびに成果品図面等の検収、地権者対応、その他
付随するＰＣ操作等を行います。主に内勤の業務です。
社会資本整備の一翼を担う業務であり、安定した長期勤務が可能な
仕事です。
チームワークを重んじ、初心者を育成する企業風土があります。
無駄な残業は無く有給休暇も取得し易い、心身共に安全管理を最も
重視する職場です。
作業着は貸与。外業は社用車で移動します。
単身赴任者用借上げ社宅制度が有ります。（詳細応相談）

土日祝他 株式会社　エープランニング

測量士補
300,000円～440,000円 毎　週

東京都杉並区上荻１－１５－１
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 08050- 6016311

理容師／鹿角市
（鹿角店）

2人

○理容師業務を行っていただきます
　・カット、シャンプー、顔そり
　・パーマ、ロッド巻き、ブロー、カラー等
　・ドライヤー等備品の準備や使用後の片づけ、整理
　・使用済みタオル類の洗たく
　・ロッド等器具類の洗浄など
　・フロアの清掃
※店長を目指す方の応募歓迎

他 株式会社　アクア北

理容師
280,000円～400,000円 なし

茨城県猿島郡境町長井戸７９８
－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 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05031- 1935711

高規格道路の維持
作業員

5人

◆高規格道路の現場において、維持作業に従事していただきます
＊パトロール・草刈・道路補修・除雪補助などの業務
＊現場は北秋田市、大館市、小坂町等です
　（移動時は社用車使用）
【Ａターン者応募歓迎いたします】

土日他 秋田土建株式会社　本店

移動式クレーン運転士
172,800円～216,000円 毎　週

玉掛技能者 秋田県北秋田市米内沢字倉ノ
沢出口５－１雇用期間の定めなし

59歳
以下

大型自動車免許

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 又は6時30分～19時00
分の間の7時間

雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05030- 4931311

大型バス運転士【花
輪営業所】

1人

◆路線バスの運転業務に従事していただきます。
※採用後、２ヶ月間は試用期間。２ヶ月経過した時点で当社規定に
　より正社員への登用となります　　　　　　　　　　　　
◎男性及び女性の方も活躍できる仕事です
※大型二種免許のない方は、内定後、先に免許の取得をして頂き
　ます（教習所の費用の全額を会社が補助します）
　詳細は面接時に説明いたします
○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

大型自動車第二種免許
160,000円～220,000円 その他

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

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- 4895611

警備員（正社員）

2人

◎ＮＴＴ東日本等、通信事業社におけるメンテナンスに伴う警備を
　中心に、主にライフラインに関する保守にかかる工事の警備に従事
　していただきます
＊一般生活に直結しているインフラのメンテナンスの為安定した仕事
　量で業務を行っています。又、催事、イベントの警備を実施しており
　ます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。
＊「６０歳以上歓迎求人」現在６０歳以上の方多数活躍しています
＊短時間勤務（パート）希望の方相談に応じます

土日 株式会社　国際パトロール　大
館営業所146,880円～195,005円 その他

秋田県大館市泉町８－８
雇用期間の定めなし

18歳
～69
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 05020- 5000511

専門職（重機エンジ
ニア）［鹿角営業所］

1人

◎営業所にて、バックホウ・ローダー等の整備、点検業務に従事して
　頂きます。
〇建設現場等に出向いて、整備及び点検をすることがあります。
　（社用車を使用します。）
＊整備経験者及び有資格者（建設機械整備士・自動車整備士）を
　優遇します。

日他 幸和リース　株式会社

２級建設機械整備技能士
160,000円～218,000円 なし

三級自動車整備士 秋田県能代市浅内字横道１９
－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 05010-21501911

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
142,042円～142,042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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 02080- 3181611

飼育管理スタッフ
（鹿角農場）

3人

　大規模な養豚施設で消費者が望むおいしい豚肉を生産するお仕事
です。
＊日常の主な作業は機械化されており最新の繁殖技術や飼育管理
　技術を駆使する農場スタッフとしての仕事です
＊交配・分娩・仔豚・肉豚の養豚生産管理
※作業服貸与
※雇用期間については、１年毎の更新
　（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
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

有期雇用派遣労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 02010-12663411

空気清浄機製造
（小坂町）

3人

≪派遣業務≫
空気清浄機の組立・検査を行います。

日祝他 キャリアフィット　株式会社　東
北支店166,400円～183,040円 その他

青森県青森市古川１丁目２１－
１２　セントラルビューあおもり１０
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
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※必要な免許・資格 月給

就業場所 2人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 245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 21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

就業場所 0人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 4人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

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 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

　●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 150人

企業全体 3,500人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 150人
(1)15時00分～22時00分

企業全体 3,500人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 39人

(1)9時00分～16時00分

(2)9時00分～15時00分 企業全体 45人

※必要な経験

秋田県鹿角市花輪字中花輪２
９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 労災

不問 05080- 2293611

千歳盛酒造　株式会社
172,800円～216,000円 その他

日本酒の製造員

1人

●日本酒の製造に係わる業務に従事していただきます
　（洗米、蒸米、製麹、圧搾、濾過、貯蔵等の各作業）
　・人力による原料の移動などの工程内の作業をします
　　（見よう見まねでも出来る作業です）
　　（原料などのは３０ｋｇ程度あります）
　・充填機などの機械操作
　・瓶や機械の洗浄作業
　・倉庫内の整理整頓

他

フードサービス部門
（６時間／パート
ナー） 1人

●当店舗内の食堂「たんぽぽ」において下記業務に従事して
　いただきます
　・来店するお客様のご案内やオーダーを受けた食事の提供および
　　後片付け業務
　・会計業務（レジ操作）
　・調理業務、食器及び調理器具の洗浄
　・その他、付随する業務（店内の整理清掃等）
＊人事考課制度あり、勤務優秀な方には昇給、賞与あり
＊他部門との掛け持ちも可能（１日７時間の契約可）

他 いとく鹿角ショッピングセンター
（株式会社　伊徳）

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

840円～920円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字下タ町１６
４－１

秋田県鹿角市花輪字下タ町１６
４－１

パート労働者 又は9時00分～19時00
分の間の6時間

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2429111
サポート部門（６時
間／パートナー）

1人

●販売に係るサポート業務に従事していただきます
　・会計業務（レジ操作）
　・お買上げ商品の金銭授受
　・売り場店内のお買上げのカゴ、カートの整理整頓業務
＊人事考課制度あり、勤務優秀な方には昇給、賞与あり
＊他部門との掛け持ちも可能（１日７時間の契約可）

他 いとく鹿角ショッピングセンター
（株式会社　伊徳）850円～970円 毎　週

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 05080- 2430211

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

秋田県鹿角市尾去沢字新山２
３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 又は8時20分～17時10

分の間の5時間程度
雇用・労災

不問

アイロン工（パート）

2人

●当社において主にアイロン作業に従事していただきます
　・組立やすくなる為のパーツ段階でのアイロンかけ作業
　・組立後に服が美しい仕上がりとなるアイロンかけ作業
＊お仕事の内容や手順は、作業前にひとつひとつベテランスタッフが
　説明いたします！
＊季節によって仕事量の変化が多い職場です。時期によって完成品
　の検査、簡単な仕上げ作業、完成品の袋入れや梱包作業等お手
　伝いいただくこともあります。アイロン作業だけではなく縫製全般に
　関わっていただける職場です！
＊経験者は歓迎いたします！子育てや介護などでしばらくお仕事を
　離れていた方もお待ちしております！

日祝他 昭和第一産業株式会社　尾去
沢工場

05080- 2432411

822円～822円 毎　週

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

必須 23040-13314411

高速道路の土木施
工管理／鹿角市

1人

ネクスコが発注する工事の管理を行います。
主に工事発注、工程管理、工事に係わる資料の作成・修正や段階
確認、検査立会等。
〇業務において各ＰＣソフトの使用があります。

土日祝他 株式会社　加藤

２級土木施工管理技士
400,000円～555,000円 毎　週

その他の土木・測量技術
関係資格

愛知県豊橋市談合町６４
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・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2294911

生コン車運転手

1人

●主に生コンクリートの運搬業務に従事していただきます
　・小型（４ｔ）、大型（１０ｔ）の生コン車
　・車両の管理（洗車や付着物の削り等）
＊運送範囲は、鹿角市内です
＊正社員への登用の可能性あり（雇用条件等異なります）

日他 十和田カイハツ生コンクリート
株式会社

準中型自動車免許
172,800円～172,800円 その他

大型自動車免許 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下土ケ久保１９－７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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 02080- 3158911

飼育管理スタッフ
（鹿角農場）

3人

　大規模な養豚施設で消費者が望むおいしい豚肉を生産するお仕事
です。
＊日常の主な作業は機械化されており最新の繁殖技術や飼育管理
　技術を駆使する農場スタッフとしての仕事です
＊交配・分娩・仔豚・肉豚の養豚生産管理
※作業服貸与
※雇用期間については、１年毎の更新
　（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
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

必須 23040-13784611

高速道路の土木施
工管理／鹿角市

1人

ネクスコが発注する工事の管理を行います。
主に工事発注、工程管理、工事に係る資料の作成・修正や段階
確認、検査立会等。
◇業務において各ＰＣソフトの使用があります
管理番号［２１－Ｎー０１－００３］

土日祝他 株式会社　パートナーズ

２級土木施工管理技士
400,000円～555,000円 毎　週

その他の土木・測量技術
関係資格

愛知県豊橋市三ノ輪町字本興
寺４１番地の１　ＣＲＥＳＴ．１第
一丸中ビル４Ｆ

雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

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！

休日
従業員数
加入保険

※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 39人

(1)9時00分～16時00分

(2)9時00分～15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 36人

(1)8時15分～15時00分
(2)8時15分～14時15分 企業全体 170人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 107人
(1)8時30分～16時00分

企業全体 107人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 14人
(1)22時00分～0時00分

企業全体 14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～14時00分
(2)9時00分～15時00分 企業全体 25人
(3)10時00分～16時00分

※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 25人
(3)11時00分～17時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 3人
(1)16時00分～20時00分
(2)16時00分～20時30分 企業全体 3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

(2)15時00分～20時00分 企業全体 10人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 60人
(1)5時30分～11時30分
(2)14時00分～20時00分 企業全体 706人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 8人
(1)7時30分～9時30分
(2)10時00分～18時30分 企業全体 706人
(3)16時30分～18時30分

※必要な経験

看護師（会計年度
任用職員）

1人

◆医療的ケアに係る看護業務
　・重度、重複障害児に対する医療的ケア
　・経管栄養（経鼻、胃ろう）
　・痰の吸引（口腔、鼻腔、気管切開部）
　・気管切開部の衛生管理、酸素療法、導尿等
　・授業（自立活動）時の指導補助
※学期単位での契約（契約期間の更新あり）となります
　１．令和３年１２月１日～１２月３１日
　２．令和４年１月１２日～　３月２３日（見込み）
※学校の冬季休業期間は雇用中断となります

土日祝他 秋田県立比内支援学校

看護師
1,178円～1,429円 毎　週

准看護師 秋田県大館市比内町達子字前
田野１－２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・公災・健
康・厚生

不問 05030- 4898711

ミシンオペレーター
（パート）

1人

●当社で主にミシンによる縫製作業に従事していただきます
　・パーツづくり（例：ポケットのふた等）
　・組み立て（各パーツを縫製し服の形にする）
＊お仕事の内容や手順は、作業前にひとつひとつベテランスタッフが
　説明いたします！
＊季節によって仕事量の変化が多い職場です。時期によって完成品
　の検査、簡単な仕上げ作業、完成品の袋入れや梱包作業等お手
　伝いいただくこともあります。ミシンの作業だけではなく縫製全般に
　関わっていただける職場です！
＊経験者は歓迎いたします！子育てや介護などでしばらくお仕事を
　離れていた方もお待ちしております！

日祝他 昭和第一産業株式会社　尾去
沢工場822円～822円 毎　週

秋田県鹿角市尾去沢字新山２
３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 又は8時20分～17時10

分の間の5時間程度
雇用・労災

不問 05080- 2433011

食肉製造労務（解
体）

1人

●食肉の製造に係る業務全般に従事していただきます
　（食肉は主に豚です）
　・食肉の解体処理等に係る作業
　・食肉の内臓処理等に係る作業
　・部分肉の加工処理等に係る作業
　・その他、付随する業務（作業場の掃除等）
＊応募前の職場見学歓迎いたします（随時）
＊就業時間・日数、気軽にご相談下さい。

他 株式会社　ミ－トランド
900円～900円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字外川原
３１－１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 労災

不問 05080- 2307711
浴室清掃係

2人

●浴室および脱衣場内全体の清掃作業全般
　○男湯と女湯の以下の箇所の清掃
　　・浴室：浴槽、サウナ、風呂桶・椅子、排水溝、床、ゴミ捨て、
　　　露天風呂
　　・脱衣場：洗面台、床、脱衣籠、トイレ、ゴミ捨て
＊週２～３日程度の勤務も相談に応じます

他 東日本観光　株式会社（五の宮
のゆ）822円～822円 なし

秋田県鹿角市八幡平字永田１
－７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 労災

不問 05080- 2316811
縫製工・アイロン工

1人

●工業用のミシンを使用して縫製する作業やアイロン作業等に従事
　していただきます
　・ミシンを使用しての縫製作業
　・製品をアイロンする作業
　・裁断作業、その他縫製に関する各種作業
　・工場内の整理等清掃業務（雑務）
＊主な製品は、婦人服のトップス、パンツ等です
＊ミシン未経験でも、一から丁寧に教えます
　（ミシン使用の指導も行います）

土日他 株式会社　ユニティ

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

840円～866円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字上中島１
０－１

秋田県鹿角市花輪字上中島１
０－１

パート労働者 又は8時30分～17時10
分の間の4時間以上

雇用・労災

あれば尚可 05080- 2317211
裁断工

1人

●裁断業務に従事していただきます
　・縫製準備工程の生地を延反機、裁断機、またＣＡＭ（自動裁断
　　機）を使用してカットする作業
　・原反を延反し、型を置いて布を切る作業
　・その他、生地の運搬や補助作業等
＊主な製品は、婦人服のトップス、パンツ等です
＊未経験でも、一から丁寧に教えます

土日他 株式会社　ユニティ
840円～853円 毎　週

パート労働者 又は8時30分～17時10
分の間の4時間以上

雇用・労災

あれば尚可 05080- 2318511

830円～1,000円 毎　週

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

秋田県鹿角市花輪字蒼前平５
６－５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 労災

不問

回転寿司製造販売
員（夕方）

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
　　酢合わせ等業務及び店内の配膳、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）
＊掛け持ち就業可
＊６０歳以上の方のご応募、歓迎します！

水他 ファミリー寿し　一番星

05080- 2330111
販売スタッフ（夕勤）

3人

●コンビニエンスストア全般に係る業務
　・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
＊土、日のみ勤務希望や就業時間等、お気軽に相談下さい！
＊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　鹿角花輪北店

822円～830円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字小坂１４
－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

不問 05080- 2332811
世話人（こさかグ
ループホーム）

1人

●障がい者グループホームの利用者様の世話人として下記の業務に
　従事していただきます
　・朝食、昼食、夕食等の調理、配膳、後片付けや食事提供
　・ホーム内の掃除等
　・一部食材の購入業務（近隣のスーパー利用）
＊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
822円～870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

パート労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2333211
訪問介護員

2人

◎利用者様のご自宅を訪問し、日常生活を支援します
　起床介助、デイサービスの送り出し、調理、掃除、洗濯、入浴介助
　など
◎訪問時は当センターの車両（軽自動車ＡＴ車）を使用します
　なお、訪問地域は鹿角市内です
＊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
★週１日だけの勤務も相談に応じます
　気軽にご相談下さい！

他 社会福祉法人　花輪ふくし会

介護福祉士
822円～880円 その他

ホームヘルパー２級 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

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 労災

不問 05080- 2335411

就業場所 秋田県鹿角市
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※必要な免許・資格 時給

就業場所 2人

企業全体 2人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 38人
(1)6時00分～10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 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

就業場所 96人
(1)19時10分～22時10分

企業全体 3,500人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 9人
(1)8時00分～16時10分
(2)7時00分～10時00分 企業全体 700人
(3)7時00分～9時30分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 112人
(1)8時00分～12時00分
(2)8時00分～10時00分 企業全体 700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)8時00分～14時00分
(2)11時00分～17時30分 企業全体 9人
(3)13時30分～19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 8人
(1)9時00分～15時30分
(2)11時00分～17時30分 企業全体 9人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 22人
(1)8時00分～15時00分
(2)9時00分～16時00分 企業全体 44人
(3)13時00分～17時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 18人

(1)9時00分～16時00分
企業全体 3,547人

※必要な経験

ホール接客及び調
理補助

1人

●『鶏中華そば　だまや』において主にホール係及び調理補助として
　業務に従事していただきます
　・お客様のオーダー受け付け
　・簡単な調理補助
　・食器の片付け、店内外の清掃等
　・その他、附随する業務
＊就業時間、就業日数等気軽にご相談下さい！
＊賄いあります！

水他 鶏中華そば　だまや

雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

822円～950円 毎　週

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
中陣場８３－２

秋田県鹿角市花輪字堰向３０
番１

パート労働者 又は9時30分～17時00
分の間の5時間以上

労災

不問 05080- 2338611
サービス係

1人

●当ホテルの朝食会場等でのサービス業務に従事して頂きます
　・朝食会場での接客（給仕）業務
　・会場（宴会、法要等）の会場準備および接客（給仕）業務
　・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

パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 2340711

850円～850円 その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

不問

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）

05080- 2342211
ナイト部門担当（３時
間アルバイト）

1人

●販売に係る業務に従事していただきます
　・商品の品出し業務
　・商品の値下げ業務（シール貼り）
　・その他、レジや閉店業務の応援等あり

他 いとく花輪店（株式会社　伊徳）
900円～900円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字上中島８
８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
パート労働者 労災

不問 05080- 2348911
清掃員（いとく鹿角
ショッピングセン
ター） 1人

【請負業務】
●いとく鹿角ショッピングセンターの清掃業務全般に従事して
　いただきます
　・店舗内の清掃作業
　・トイレの清掃作業
　・駐車場の清掃作業
＊開店前、営業中の業務となります
＊清掃に使用する機器及び用具は、床洗浄用自動洗浄機、ほうき、
　タオル等です

他 東北ビル管財株式会社　鹿角
営業所822円～822円 その他

秋田県鹿角市花輪字諏訪野９
２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

不問 05080- 2350211
運転手兼リサイクル
業務

1人

●事業系一般産業破棄物の運搬業務及びリサイクルに伴う業務に
　従事していただきます
　・４ｔコンテナ車を運転し、市内の運搬業務
　・廃棄物の積込作業等もあります
＊更新は、年度毎更新です

日他 東北ビル管財株式会社　鹿角
営業所８トン限定中型自動車免

許
1,200円～1,200円 その他

秋田県鹿角市花輪字諏訪野９
２雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 雇用・労災

必須 05080- 2353011
クリーニングの受付
接客担当

1人

●クリーニングの受付及び接客業務
　・来店者の接客、電話の対応業務
　　（クリーニングに関する案内、受付に係る業務）
　・クリーニングの受渡し業務
　　ＰＯＳシステム（コンピューターレジ）を使用
　・クリーニングのプレス機械での仕上げ作業
　・その他、クリーニング業に附帯した業務
＊業務に支障がなければ、他社との掛け持ち就業可能です

他 えどや　（合資会社協和ランド
リー）

雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

822円～850円 その他

秋田県鹿角市花輪字下花輪１
７０

秋田県鹿角市花輪字下花輪１
７０

パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 2358711
クリーニング仕上げ
作業

1人

●クリーニングの仕上げ作業等に従事します
　・クリーニングのプレス機械による仕上げ作業
　・その他、附帯した業務（洗いの仕分け作業等）
　・クリーニングの受付、料金の受取り
　・クリーニングの受渡し業務
※クリーニングの受付・受渡し業務は、コンピューターレジを使用して
　行います
＊業務に支障がなければ、他社との掛け持ち就業可能です

他 えどや　（合資会社協和ランド
リー）822円～850円 その他

パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 2361011

850円～900円 その他

雇用期間の定めなし

不問

秋田県鹿角市花輪字下花輪８
２雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は7時00分～20時00
分の間の3時間以上

労災

あれば尚可

給油業務スタッフ

2人

●ガソリンスタンドでの給油及びサービス業務に従事して頂きます
　・給油及び精算に関わる業務
　・車両の整備業務
　・タイヤ交換、オイル交換等の業務
　・洗車業務
　・他、付随する業務（清掃等）
＊時間帯や休日等気軽にご相談下さい！

他 株式会社　大里恒三商店

中型自動車免許

05080- 2362311
倉庫係（パート／５
時間半）

1人

●倉庫業務を担当していただきます
　・商品の品出し
　　毎日仙台から入荷する商品を店舗に出して陳列する作業
　・商品の配送管理
　　毎日配送する商品の準備作業
　・倉庫の整理
　　入荷及び配送商品の整理整頓作業
　・商品のキャリング等
　　販売した商品をお客様の車等に運搬する作業等
＊長期間勤務可能な方を希望します

他 株式会社　デンコードー　ケーズ
デンキ鹿角花輪店830円～830円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字扇ノ間９８
－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 労災

不問 05080- 2363611

就業場所 秋田県鹿角市

就業場所 秋田県鹿角市
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※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 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 30人
(1)9時00分～15時00分

企業全体 1,150人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 15人
(1)17時00分～21時00分
(2)18時00分～22時00分 企業全体 26,522人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 1人

企業全体 1人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 13人
(1)9時00分～16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 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

就業場所 41人
(1)8時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分 企業全体 41人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 9人
(1)8時00分～16時00分
(2)8時00分～12時00分 企業全体 48人
(3)13時00分～17時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 4人

(1)17時00分～21時00分
(2)18時00分～22時00分 企業全体 43人

(3)19時00分～23時00分
※必要な経験

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 雇用・労災

不問 05080- 2369511
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
830円～850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- 2371611
給食調理及び配送
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２２００食の調理補助、配送車の運転業務
　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
＊休日：土、日、祝日、その他、夏期休暇２週間、年末年始休暇が
　あります！
　就業日数についても、気軽にご相談下さい！

土日祝他 株式会社タクト　鹿角営業所

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

830円～850円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字志和野３
６－１

秋田県鹿角市花輪字下中島８
２－１

パート労働者 雇用・労災

あれば尚可 05080- 2372911
チェッカーサッカー
（夕方～夜）

1人

●レジ操作及び品出し、接客業務に従事していただきます
　・医薬品を除く商品の販売業務
　・販売商品は食品及び飲料、化粧品、雑貨等
　・レジ操作業務としては商品の精算と袋入れ作業
　・その他、商品の補充及び陳列作業等
　（開店前、開店直後の時間帯は、品出しが主な業務となります）
＊勤務はシフト制ですが、希望休日がある場合は面接の際にご相談
　下さい
＊他社との掛け持ち勤務可

他 株式会社ツルハ　ツルハドラッグ
鹿角中央店922円～922円 毎　週

パート労働者 労災

不問 05080- 2377511

850円～900円 その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
押出７９番地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30分～17時00
分の間の5時間以上

雇用・労災

あれば尚可

解体作業員

1人

●自動車の解体に係る業務に従事していただきます
　・自動車解体工場において、廃車になった自動車を解体する作業
　　（主に乗用車の解体作業です）
　・２ｔ車の平ボデートラックを使用し自動車の中古部品等の運搬
　　作業（花輪～毛馬内間、運転可能な方は、フォークリフト使用
　　しての積み下ろし作業あり）
　・海上コンテナへ中古自動車及び部品等の積み込み作業
　　（コンテナ作業は月１回程度、作業場（毛馬内）において
　　　行います）
＊就業日数、就業時間等、相談可です！

日他 有限会社　ＡＴかづの

フォークリフト運転技能者

05080- 2379011
清掃業務

1人

●清掃業務を担当していただきます（主に鹿角市及び小坂町、大館
　市の事業所、アパート、住宅等の清掃）
　・業務用電気掃除機、モップ、ホーキ、清掃洗剤、タオル等を使用
　　して清掃作業を行います
＊清掃現場には、社有車（ワゴン車）で移動します
＊清掃スタッフは、２～３人のグループで担当します
＊週４日～５日の就業です

土日祝他 有限会社　ダスキン十和田
825円～825円 毎　週

秋田県鹿角市十和田大湯字一
本木平１０－２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

不問 05080- 2391211
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
822円～870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 又は8時00分～17時00
分の間の4時間以上

労災

不問 05080- 2394011
分別・分解作業員

2人

●解体した建物の資材等を工場内にて、分別・分解・片付け作業を
　していただきます
　・配線類、紙類、家財、金属、プラスチックなどを分別します
＊就業時間・休日について、相談に応じます
　（但し、週３０時間未満とします）

土日祝他 株式会社　現代
850円～850円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町荒谷字手
紙沢５４－６３雇用期間の定めなし

69歳
以下

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町
パート労働者 又は8時00分～17時00

分の間の4時間以上
雇用・労災

不問 05080- 2407411
清掃員（ホテル林檎
帝）

2人

●ホテル林檎帝の清掃業務を担当していただきます
　・客室清掃業務（部屋、トイレ、浴室等）
　・ベッドメーキング業務
　・アメニティ用品の交換補充作業
＊就労日数については相談に応じます

他 有限会社　中島企画

雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

822円～850円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字鉄砲平１
－２

秋田県鹿角市十和田岡田字下
モ谷地２６－６

パート労働者 労災

不問 05080- 2411711
調理スタッフ（居酒
屋ねぷた）

2人

●当店居酒屋ねぷたにおいて調理業務全般に従事して頂きます
　・食材等材料の仕込み、オーダによる調理、盛付け
　・調理器具及び食器洗浄
　・調理場の清掃、整理整頓等
　・接客の補助等
　・その他、附随する業務
＊就業時間相談可
　繁忙期（金・土曜日）、勤務可能な方歓迎します
＊２２時以降勤務の場合
　１８歳以上（法令規定による）

月他 有限会社　トレンド企画

調理師
1,000円～1,125円 毎　週

パート労働者 又は17時00分～0時00
分の間の4時間以上

労災

あれば尚可 05080- 2415411

雇用期間の定めなし

18歳
～69
歳

就業場所 秋田県鹿角市

就業場所 秋田県鹿角市
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※必要な免許・資格 時給

就業場所 5人

企業全体 7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

※必要な免許・資格 時給

就業場所 100人

企業全体 120人

※必要な経験

※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 0人
(1)6時30分～9時30分
(2)6時30分～12時00分 企業全体 1,350人
(3)14時00分～17時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 6人

(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～16時30分 企業全体 255人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

交替制あり 就業場所 3人
(1)17時15分～8時30分
(2)8時30分～17時15分 企業全体 700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 17人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 745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)14時00分～20時00分
(2)9時00分～14時00分 企業全体 12人

※必要な経験

1,000円～1,000円 毎　週

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下寄熊６－９

青森県青森市第二問屋町３丁
目１－６３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
パート労働者 労災

警備職（パート：常駐
警備員／秋田県鹿
角市） 1人

≪請負業務≫
常駐警備業務（パート）
・鹿角市役所内に常駐し、当該施設に係る盗難等の事故を防止する
　業務を行います。

月火水木金 青森綜合警備保障株式会社

不問 02010-13023811
販売および商品管
理（鹿角市）

1人

◆花の販売およびレジ、陳列、商品化（アレンジメント）、商品管理等
　の業務に従事します
◎週３～４日勤務できれいなお花に囲まれて、お花を生活の身近に
　感じられる様なお仕事です
※土・日曜日どちらか勤務可能な方希望します
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）

他 花ドーム　株式会社
822円～822円 その他

秋田県大館市大田面４１４－４
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 労災

あれば尚可 05030- 5023011

822円～850円 その他

秋田県鹿角市八幡平字下水沢
８６－１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9時00分～16時30
分の間の3時間以上

労災

不問

すし製造・枝豆等の
加工作業

4人

●加工作業全般
　・枝豆、押し寿司、漬け魚、漬け物、フライ等の加工品
　　製造の下処理等
　・工場内の清掃および殺菌作業
＊立ち作業の仕事です（冷暖房完備）
＊作業着は支給します
　（帽子・作業服・腕カバー・エプロン・長靴）
※就業時間・就業日数・休日について気軽にご相談下さい！
　６０歳以上の方も大歓迎です！
※短期（１～２ヶ月等）アルバイト希望の方等、相談可！

日祝他 株式会社海星　八幡平工場

05080- 2419911
清掃業務担当

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

他
840円～840円 毎　週

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- 2423511

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」）

養豚農場内清掃作
業員

3人

●当社養豚農場内での、肥育飼養場の清掃作業全般
　・養豚場内の清掃作業
　　担当する作業内容については、当日の作業指示による
　・その他、養豚の管理に付帯する業務
＊定年年齢（６５歳）を超えた方の雇い入れも積極的に取り組んで
　います
＊フルタイム求人別途公開中

他 有限会社　ポ－クランド
950円～950円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字台
作１－２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

パート労働者 又は8時30分～17時00
分の間の5時間以上

雇用・労災

不問 05080- 2424411
（臨）大判焼き・たこ
焼きの製造販売員
（鹿角市） 1人

＊上記スーパー、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

他 株式会社　あじまん
900円～900円 その他

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 06010-18260811
（請）クリーンクルー
（秋田県鹿角市十
和田） 1人

○スーパー店内をきれいにするお仕事です。
　（トイレ・ゴミ処理あり）
＊長期間勤められる方を希望します。
＊研修がありますので、未経験の方でも安心して働けます。
＊Ｗワーク歓迎。
＊業務上車を使用する機会：無

他 株式会社　ニュースペース

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13時00分～18時
00分の間の3時間

労災

不問 15010-34087711

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 05080- 2297811

秋田県鹿角市十和田大湯字湯
の岱１６－２

病棟補助スタッフ

1人

●病棟での下記の補助業務に従事していただきます
　・使用器具、消耗品の在庫管理と補充
　・器具・器材の洗浄消毒
　・伝票類（検査伝票、処方箋等）の逓送
＊パソコンは使用しません
　（在庫管理の際の請求書は手書きです）
＊一から丁寧に指導しますので、安心して就労できます
＊病院勤務経験の無い、事務職定年退職後の方や子育て中の
　ママさん（週３０時間勤務）が元気に活躍中！
　※土曜日の勤務については、相談可

日祝他

日直・宿直業務《急
募》

1人

【請負業務】
●母子寮の管理に係る業務に従事していただきます
　・寮に入居している方々の電話および来客の取次等
　・預かり保育に係る業務（幼児の保育）
　・寮の内外の巡視、戸締り等の管理業務
　・その他、寮の管理に付随する業務（施設長の指示による）
※母子寮の為、女性の更衣室等に入る場合もありますので、女性に
　限定します
＊契約更新は、年度更新です

他 東北ビル管財株式会社　鹿角
営業所822円～822円 毎　週

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
パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 2296711

秋田県鹿角市花輪字諏訪野９
２

825円～825円 毎　週
医療法人楽山会　大湯リハビリ
温泉病院

850円～850円 毎　週

新潟県新潟市中央区山二ツ５７
６番地１１号
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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

《ハロトレ情報》
現在、募集を行っている職業訓練です。（原則、雇用保険受給者以外の無業者の方）

二次元コードを携帯で読み込んでいただくと募集のチラシがご覧いただけます。

※上記以外に雇用保険受給者を対象としたコースもありますので、詳しくは最寄りのハローワークへ お尋ねください。

フォークリフト運転技能講習科（北秋田）

募集期間：１０月２９日～１１月１９日
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