
（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

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 月給

変形（1年単位） 就業場所 148人

(1)7時30分～16時15分

(2)8時30分～17時15分 企業全体 219人

(3)9時00分～17時45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 4人

企業全体 120人

※必要な経験

秋田県鹿角市花輪字上中島９
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

養豚農場スタッフ

3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頂きます
　・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）
【追加募集】

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
不問 05080- 2703811

正社員以外 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- 2705511

臨時保育士

3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する
　・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
＊雇用契約期間は、年度更新となります
＊パート勤務の希望がありましたら、気軽にご相談下さい
★雇用開始：令和４年４月１日～

日祝他 公益財団法人　鹿角市子ども未
来事業団

保育士
148,050円～148,050円 毎　週

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 又は8時00分～18時00

分の間の8時間
雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05010-24673511

秋田県秋田市川尻町字大川反
２３３－４９雇用期間の定めなし

59歳
以下

◎令和４年 1／１８（火）１０：３０～　社会福祉法人 愛生会

◎令和４年 1／１４（金）１０：００～　ニチイケアセンター鹿角（ニチイ学館㈱）

◎12／２３（木）１０：３０～　医療法人 恵愛会（鹿角中央病院、介護老人保健施設けいあい、グループホーム仁愛・誠愛）

レンタカー業務【鹿
角店】

2人

■レンタカー業務（受付・接客）■
〇電話、インターネットによる予約受付
〇フロントでの契約内容説明、お客様の免許証確認等
〇引渡し前の車両説明、返却時の車両確認等
■レンタカーバックヤード業務■
〇納車　〇引き取り
〇洗車　〇段取り　
〇開店業務

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（１２月９日～１２月１５日受理分)  １２月１７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１２月２４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」

他 株式会社　トヨタレンタリース秋
田

中型自動車免許
160,000円～180,000円 その他

◎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。

◎令和４年 1／１７（月）１０：００～　㈱玉川温泉

 ◎　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）

◎令和４年 1／　６（木）１０：００～　ニプロファーマ㈱大館工場

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

◎令和４年 1／１１（火）１０：００～　秋北バス㈱

◎令和４年 1／２１（金）１０：３０～　あいおいニッセイ同和損害保険㈱大館支社

◎12／２２（水）１０：００～　社会福祉法人 花輪ふくし会

◎令和４年 1／１３（木）１０：３０～　新化食品㈱花輪工場

◎令和４年 1／１９（水）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）

※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 12人
(1)8時30分～17時30分
(2)8時00分～17時00分 企業全体 33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 21人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 21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 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

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 日給

変形（1年単位） 就業場所 21人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 21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 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

就業場所 0人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 0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 62人
(1)6時00分～15時00分
(2)7時00分～16時00分 企業全体 706人
(3)12時30分～21時30分

※必要な経験

パートタイム
職種

雇用形態
雇用期間

求人数
年齢 仕事の内容

必要な免許・資格
必要な経験

賃金形態
賃金時給額
就業時間

※必要な免許・資格 時給

就業場所 74人

(1)8時30分～16時00分
企業全体 74人

※必要な経験

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2696911

生活支援員（はなわ
地域生活支援セン
ター） 1人

●障害者の自立に係る日常生活・日中活動の支援業務
　・当センターの在宅・グループホーム利用者の日中活動支援
＊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
　　　　　　　介護サービス事業所認証評価制度

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

正社員以外

正社員 その他

必須 15050- 4335011

高速道路の土木施
工管理（秋田県鹿
角市内） 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、工事に係る資料作成及び修正や段階
　確認、検査立会等。
※業務においてＰＣの使用があります。
※採用当初就業地は（株）ネクスコ・エンジニアリング東北十和田
　管理事務所内で概ね３年間、その後秋田県内及び近隣の県での
　就業になります。

土日祝他 株式会社ＦＲＥＳＨ　ＲＯＡＤ

２級土木施工管理技士
400,000円～500,000円 毎　週

その他の土木・測量技術
関係資格

新潟県柏崎市大字佐水１７６１
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

不問 05080- 2702711

土木作業員

1人

●土木工事に係る作業に従事していただきます
　・土木工事現場（道路、河川、橋等）での土木作業業務
　・土木工事の作業は、土砂の掘削、根切り、埋戻し、締め固め、
　　コンクリートの練りや充てん、Ｕ字溝、コンクリート管等の
　　埋設、道路の補修等の作業
　・その他、工事に係る雑作業

日祝他 株式会社　共栄
車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

173,250円～173,250円 その他

秋田県鹿角市十和田末広字紀
の国平４３－２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（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- 2700911

生産管理者

1人

●製造部管理者として下記の業務に従事していただきます
　・生産管理（生産予定表作成など）
　・その他、製造部門における業務
＊主に計算業務です
　計算の得意な方、数字に強い方歓迎
＊Ａターン者も含め、遠方からの応募も可能です
　（住宅手当も検討します）

日他 ジョイタム　株式会社
180,000円～350,000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

不問 05080- 2699811

溶接作業員

1人

●当社で製造する製品の溶接に係る加工業務に従事して頂きます
　・製造図面を見て、溶接機械を使用して各種製品の溶接個所の
　　加工作業
　・溶接機械や付帯器具等の手入れ等清掃作業
　・溶接後の製品の整理整頓等管理業務
　・その他付帯業務（機械、作業内の整理清掃業務等）

日祝他 有限会社　プレ・テック
135,000円～150,000円 その他

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

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- 2698711

大型自動車運転手

1人

●大型ダンプの運転業務に従事していただきます
　・土木工事現場等への大型ダンプによる土砂等の運搬業務
　　ダンプは１０ｔダンプです
　・ダンプ等車両の日常の安全点検及び洗車業務
　・運転業務がない場合は、土木作業に従事していただきます

日祝他 株式会社　共栄

大型自動車免許
173,250円～173,250円 その他

大型特殊自動車免許 秋田県鹿角市十和田末広字紀
の国平４３－２雇用期間の定めなし

59歳
以下

牽引免許

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 02010-14765911

電気ハーネスの加
工・検査（小坂町）

5人

≪派遣業務≫
電気ハーネスの加工・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

28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 05010-24679111

技師

1人

○技師（専門農協職員）として、下記事業の企画立案や生産取組
　支援に従事していただきます。
　・営農指導事業
　・販売事業
　・購買事業
　・牧場事業　等
＊入組後は、ひととおり関連業務に従事します。
＊配属は入組後に決定します。

土日祝 秋田県畜産農業協同組合
140,100円～198,000円 毎　週

秋田県秋田市中通六丁目７－
９　畜産会館２Ｆ雇用期間の定めなし

パート労働者 労災

あれば尚可 05080- 2704211

ホテル作業員≪短
期アルバイト／急募
≫ 3人

●当ホテルの館内の下記の業務のいずれかに従事していただきます
　・ベッドメイキング、布団の上げ下ろし
　・館内清掃（客室・浴室を含む）
　・リネン品の仕分け
＊往復送迎バスあります
（７：２５発）松の木（第二北部自動車学校）～花輪～尾去沢～八幡平
　　　　　　　　～湯瀬ホテル（８：３０着予定）
※勤務時間、日数について相談に応じます
　　例）午前中のみ　等
★期間：１２／２１（火）～１／１１（火）まで

他 湯瀬ホテル（株式会社　せせら
ぎ宿）900円～1,000円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字湯瀬湯
端４３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

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

※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。

2 



※必要な免許・資格 時給

就業場所 9人
(1)17時00分～23時00分
(2)18時00分～0時00分 企業全体 48人
(3)17時00分～0時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 78人

(1)8時30分～13時15分
(2)16時00分～20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 86人
(1)15時00分～20時00分

企業全体 5,665人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 86人
(1)7時30分～12時30分

企業全体 5,665人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 86人
(1)13時00分～18時00分

企業全体 5,665人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 54人
(1)8時00分～10時00分
(2)15時00分～18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 78人
(1)8時30分～13時15分
(2)16時00分～20時30分 企業全体 78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）

パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 2587411

調理補助係

2人

●当ホテルの厨房内で板前の指示により調理補助を担当して頂き
　ます
　・食器の準備作業　
　・盛り付け作業
　・調理器具の洗浄
　・その他、調理に係る補助業務全般　
＊雇用期間の更新予定あり：９月と３月（年２回）
＊勤務日数等、相談に応じます
　（例：日曜・祝日の休日を希望　…等）

他 株式会社　ホテル鹿角
825円～825円 毎　週

秋田県鹿角市十和田大湯字中
谷地５－１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・健
康・厚生

不問 05080- 2697111

運転手（デイサービ
ス）

1人

●デイサービス利用者の送迎に係る業務全般
　・運転業務（施設所有の幅の広いワゴン車）
　・利用者の乗降介助（移乗介助や歩行介助）
　・給油や洗車、車内清掃等
　・空き時間があれば、草刈りや除雪作業等
＊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
　　　　　　　介護サービス事業所認証評価制度

他 社会福祉法人　花輪ふくし会
822円～880円 毎　週

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

パート労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 02020-16560011

デリカ【毛馬内店】１
３：００～１８：００

2人

惣菜加工販売業務全般
　・寿司、弁当の製造
　・揚げ物、焼き物などの製造
　・パック作業及び値付け
　・商品の品出し及び陳列
　・その他付随する業務
※土日祝日、お盆・年末年始勤務できる方

他 株式会社　ユニバース
926円～926円 その他

青森県八戸市大字長苗代字前
田８３－１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・健
康・厚生

不問 02020-16559211

デリカ【毛馬内店】
７：３０～１２：３０

2人

惣菜加工販売業務全般
　・寿司、弁当の製造
　・揚げ物、焼き物などの製造
　・パック作業及び値付け
　・商品の品出し及び陳列
　・その他付随する業務
※土日祝日、お盆・年末年始勤務できる方

他 株式会社　ユニバース
926円～926円 その他

青森県八戸市大字長苗代字前
田８３－１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・健
康・厚生

不問 02020-16558811

レジ【毛馬内店】　１
５：００～２０：００

1人

レジ業務全般
　・レジカウンターにおいての接客
　・ＰＯＳシステムを利用してのレジ業務
　・包装
　・金銭の受け渡し
　・売上金額の集計
　・その他付随する業務
※土日祝日、お盆、年末年始勤務できる方

他 株式会社　ユニバース
936円～936円 その他

青森県八戸市大字長苗代字前
田８３－１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

不問 05080- 2701111

調理補助係（主に下
ごしらえ業務）

2人

●当ホテルの厨房内で板前の指示により調理補助（主に包丁を
　使った食材の下ごしらえ）を担当して頂きます
　・食材の下ごしらえ
　・食器の準備作業　
　・盛り付け作業
　・調理器具の洗浄
　・その他、調理に係る補助業務全般　
＊雇用期間の更新予定あり：９月と３月（年２回）
＊勤務日数等、相談に応じます
　（例：日曜・祝日の休日を希望　…等）

他 株式会社　ホテル鹿角
850円～850円 毎　週

秋田県鹿角市十和田大湯字中
谷地５－１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- 2706411

清掃員（夜／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
822円～850円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字鉄砲平１
－２雇用期間の定めなし

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

◎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！

～　ハローワーク鹿角から年末年始閉庁のご案内 　～

　年始は、令和４年１／４（火）８：３０～となります。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解頂きますよう

　　ハローワーク鹿角は、令和３年１２／２９（水）～令和４年１／３（月）までお休みとなります。

　お願い申し上げます。
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