
（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 0人
(1)9時00分～18時00分

企業全体 182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ヶ月単位） 就業場所 83人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 83人

※必要な経験

◎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）

◎令和４年 1／　６（木）１０：００～　ニプロファーマ㈱大館工場

◎令和４年 1／１３（木）１０：３０～　新化食品㈱花輪工場

自動車部品の開発・
設計業務

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（１２月２日～１２月８日受理分)  １２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１２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」

◎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５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）

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㈱

◎12／１６（木）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

◎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）

雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市
無期雇用派遣労働者 雇用・労災・健

康・厚生
あれば尚可 04010-66117811

1人

○東日本スターワークスの無期雇用の正社員として雇用します。
　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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 23040-15627711

高速道路の詳細点
検業務／鹿角市

1人

○高速道路における保全を目的とした点検業務を行います。　
　法面、橋梁、舗装、擁壁などの構造物が主な対象です。　
　現場にて目視、打音調査等を行い調査書類を作成する業務です。
〇業務において各ＰＣソフトの使用があります
◇ハローワークの紹介状が必要です。

土日祝他 株式会社　加藤

２級土木施工管理技士
375,000円～505,000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・財形

不問 05080- 2692411

清掃職員（日勤の
み）

1人

●介護施設内の清掃業務
　・利用者の居室、共有部分（トイレ、床面等）
　・ゴミの回収
●利用者の衣類等の洗濯、乾燥業務等
　・大型洗濯機および大型乾燥機等を使用した洗濯と乾燥
　・衣類等の分類整理、配達

他 社会福祉法人寿光会（鹿角微
笑苑）145,152円～145,152円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字屋
布ノ下タ２０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

※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年単位） 就業場所 10人

(1)9時30分～18時00分
企業全体 108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)9時30分～18時00分

企業全体 108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 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 月給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 2人
(1)9時00分～8時59分

企業全体 16,290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 3人

(1)9時00分～18時00分
(2)18時00分～9時00分 企業全体 16,290人

(3)20時00分～9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 3人

(1)9時00分～18時00分
(2)18時00分～9時00分 企業全体 16,290人

(3)20時00分～9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 16人
(1)9時00分～17時30分

企業全体 230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 20人
(1)9時00分～17時30分

企業全体 230人

※必要な経験

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 02080- 3725011

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
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ヶ月未満）

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 05010-24069311

営業スタッフ（県北
地域）

3人

○営業活動における各業務を担当していただきます。
・新車販売及び顧客に対するアフターサービス
・自動車保険の販売
・車検、点検、車両の引取、納車
・その他付随する業務
＊車両の引取、納車時に積載車（中型自動車）を運転する場合が
　あります。
＊営業用燃料支給（ガソリンカード）
＊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 秋田三菱自動車販売　株式会
社８トン限定中型自動車免

許
160,000円～186,600円 その他

秋田県秋田市川元開和町４－
１７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 05010-24073211

サービススタッフ【自
動車整備士】（県北
地域） 3人

○サービス（整備）活動における各業務を担当していただきます。
　・車両の整備、点検、修理
　・整備車両の引取、納車
　・その他付随する業務
＊車両の引取、納車時に積載車（中型自動車）を運転する場合が
　あります。
＊働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

月他 秋田三菱自動車販売　株式会
社

二級自動車整備士
157,000円～202,500円 その他

８トン限定中型自動車免
許

秋田県秋田市川元開和町４－
１７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 28020-20831711

「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ヶ月未満）

18歳
以上

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 02030-12215411

電子部品の製造

1人

○電子部品の製造
＊派遣期間：採用日～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
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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05010-24031211

セキュリティスタッフ
（機械警備）【小坂
町】 2人

・機械警備ご契約先へ社有車を使用して緊急対応、巡回業務等を
　行います。
・警備範囲は小坂町エリアになります。
＊未経験者でも安心して業務に就ける研修、教育制度も有ります。
＊３日に１度程度の勤務なので自由時間が多く、兼業も可能です。
＊業務に支障が無ければ、勤務中に自己啓発を行うことも可能です
＊雇用契約は初年度は１年、その後は３年毎の契約となります。

他 セコム　株式会社　秋田統轄支
社155,000円～170,000円 その他

秋田県秋田市中通３丁目２－４
４　秋田河北ビル３階雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05010-24033411

セキュリティ事業ス
タッフ（機械警備）
【鹿角】 5人

○セコムグループの様々なサービスの最前線で高度な安全・安心を
　お届けする社会貢献度の高い仕事です。
　社有車でご契約先に急行し、適切な対処を行います。
【具体的な対処業務】
　・緊急対処・巡回・ＡＴＭ障害対処・保守点検・警備強化の提案・
　　初期消火・救急対応　等
＊東証一部上場の正社員募集です。福利厚生等も完備しています。
　実力主義の会社なので、努力次第で活躍可能です。やりがいが
　あります。安定した会社で思い切り力を発揮してください。
＊入社時・入社後に適宜研修を行っています。

他 セコム　株式会社　秋田統轄支
社190,600円～200,100円 その他

秋田県秋田市中通３丁目２－４
４　秋田河北ビル３階雇用期間の定めなし

18歳
～39
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 05010-24034011

セキュリティ事業ス
タッフ（機械警備）
【地域限定】　鹿角 5人

○セコムグループの様々なサービスの最前線で高度な安全・安心を
　お届けする社会貢献度の高い仕事です。
　社有車でご契約先に急行し、適切な対処を行います。
【具体的な対処業務】
　・緊急対処・巡回・ＡＴＭ障害対処・保守点検・警備強化の提案・
　　初期消火・救急対応　等
＊東証一部上場の正社員募集です。福利厚生等も完備しています。
　実力主義の会社なので、努力次第で活躍可能です。やりがいが
　あります。安定した会社で思い切り力を発揮してください。
＊入社時・入社後に適宜研修を行っています。

他 セコム　株式会社　秋田統轄支
社190,500円～200,000円 その他

秋田県秋田市中通３丁目２－４
４　秋田河北ビル３階雇用期間の定めなし

18歳
～39
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 05010-23891011

サービススタッフ【整
備士】（大館店・鷹
巣店・鹿角店） 5人

○自動車販売店においてサービススタッフ（整備士）として勤務して
　いただきます。
　・自動車の整備、点検、車検
　・来店されたお客様への対応
　・新車の納車整備（営業スタッフとペアを組んで）
　・その他付随する業務

月他 ネッツトヨタ秋田　株式会社

三級自動車整備士
170,000円～234,000円 その他

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

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 05010-23897811

営業スタッフ（大館
店・鷹巣店・鹿角
店） 3人

○自動車の販売業務に就いていただきます。
　・新車および中古車の販売、自動車付帯商品の販売
　・来客応対
　・車検、点検、イベントなどの誘致、ＤＭ発送、電話連絡等
　・新車の納車準備、洗車など
＊飛び込みは一切ありません。
＊担当するお客様ゼロからのスタートはありません。

月他 ネッツトヨタ秋田　株式会社
172,000円～226,000円 その他

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

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

2 



※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 38人
(1)7時00分～16時00分
(2)12時00分～21時00分 企業全体 38人
(3)14時00分～9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 47人
(1)8時00分～17時00分
(2)7時00分～16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 日給

変形（1年単位） 就業場所 34人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 51人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 67人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 138人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 67人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 138人

※必要な経験

※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

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 4人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 212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 43人

(1)9時00分～18時00分
企業全体 500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 6人
(1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～17時00分 企業全体 3,986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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080- 2689111

フロント係（正社員）

1人

●当ホテルのフロント業務全般に従事していただきます
　・チェックイン、チェックアウトに関する業務
　（日帰り、宿泊に係る対応）
　・お客様のご案内等接客に関する業務
　・電話の応対、ロビーでの接客
　・フロント業務に係る入力業務及び記帳業務
　・夜間の施錠、開錠業務
　・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）160,000円～200,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字堰向３０
番１雇用期間の定めなし

18歳
～64
歳

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05080- 2691511

看護師のアシスタン
ト（病棟クラーク業務
含） 2人

●病棟において看護師のアシスタント業務及び病棟クラーク業務に
　従事していただきます
　・医療器具の洗浄
　・検査の準備
　・問診、バイタル測定等（看護師と共に）
　・カルテの準備、処理等、管理
　・その他、付随する業務
＊定年年齢６５歳以上の方の応募も歓迎します！
　　（その場合は１年の契約社員となります）

土日他 医療法人　春生会
144,000円～144,000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

不問 05030- 5635311

交通誘導警備員

2人

◆工事現場・駐車場等での交通誘導警備業務に従事して頂きます
＊現場までは、自家用車での移動（基本は直行直帰）免許や自家用
　車のない方は、乗り合いや電車等を利用し移動してもらうことも可能
　です
＊男性・女性共に活躍できる職場です
＊入社時の研修を当事業所にて４日間行います
【応募方法】
　応募希望者は、ハローワーク窓口より事前連絡の上、面接日時を
　確認下さい。
　面接当日は『履歴書』『紹介状』を持参して下さい。

日他 有限会社　エムケー警備　大館
営業所179,280円～200,880円 その他

秋田県大館市二井田字小石台
８－９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

不問 05030- 5645911

営業係［幹部候補］
（業務管理含む）

1人

◆既存の取引先に対し、下記業務の営業活動に従事して頂きます
　（営業のノルマはありません、ルート営業が主体となります）　
◎交通誘導警備　
◎施設警備　
◎駐車場整理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◎その他付帯する業務
◎外出には社有車又は自家用車を使用して頂きます（実費支給）
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）
＊幹部候補として、意欲的に業務に当たって頂ける方を求めて
　います

土日祝他 東アジア警備保障　有限会社
大館営業所パソコン［ワープロ・表計

算］可
193,000円～239,000円 毎　週

秋田県大館市釈迦内字二ツ森
３１－１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 05030- 5646111

交通誘導警備員
（鹿角市・小坂町）

3人

◆工事現場において、歩行者及び一般車両の安全と円滑な通行を
　確保する業務です
◎歩行者の皆さん、とりわけ子供・高齢者・身障者の方々が安心して
　通行できるように親切・丁寧な誘導に配慮します、通行車両に対し
　ては道路交通法に基づいた適正な誘導合図で事故の防止や渋滞
　の緩和に最大限の努力を払います
◎現場へは自家用車を使用していただきます（基本的に直行直帰）
※現場への燃料代は、当社規定（単価×走行距離）にて全額支給
　されます、詳細は面接時に説明いたします　　　
※男女ともに世代を超えて活躍できる業界です
※初めての方には、親切・丁寧に指導いたします
【就職氷河期世代で正社員雇用の機会に恵まれなかった方歓迎】

日他 東アジア警備保障　有限会社
大館営業所

交通誘導警備業務検定２
級

193,500円～236,500円 その他

秋田県大館市釈迦内字二ツ森
３１－１雇用期間の定めなし

18歳
～60
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 03010-24624211

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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

あれば尚可 03010-24640511

配送及びルート営業
（鹿角営業所）

1人

○鹿角営業所において、下記業務を行っていただきます。
　・商品管理（受・発注）
　・取引先店舗や工事現場へ商品の配達
　・その他付随する業務及び指示された業務
※配送業務習得後、ルート営業へ配属
※担当エリア：鹿角市を中心に秋田県内
※社用車を使用します

日祝他 株式会社　岩電

準中型自動車免許
160,000円～240,000円 その他

岩手県紫波郡矢巾町流通セン
ター南３丁目１０番７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・財形

必須 04010-64071711

出張型自動車鈑
金・塗装［秋田県全
域］ 1人

○自動車の鈑金塗装業務全般
　・支店管内取引先の大手自動車ディーラー店舗へ往訪し、「軽板金
　　塗装」業務を行っていただきます。
　・勤務は自宅からの直行・直帰を基本とし、居住地域近隣での業務
　　が主となります。
　　（業務日報の提出等で勤怠管理を行います）
＊下請け・フランチャイズではなく、正社員雇用です。
＊業務に必要な資材・機材・工具を搭載した車両を貸与し、作業着・
　燃料費・有料道路費・駐車場など必要経費は全て会社負担です。
※経験の浅い方でも丁寧に指導します。
＜主な担当エリア＞秋田県全域

他 株式会社　北関東クリーン社
仙台支店235,000円～400,000円 その他

宮城県仙台市宮城野区日の出
町３丁目７－２９雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 04010-64304111

営業・技術

3人

【営業】
　ルート営業が主になります。担当エリア内のお客様を訪問し、ヤン
　マーの農業機械・資材・部品などの販売、メンテナンスを行います。
【技術】
　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頂き
　ます。
※就業場所はご本人の希望を考慮のうえ、面接時に相談のうえ決定
　いたします。

日祝他 ヤンマーアグリジャパン　株式会
社　東北支社157,000円～204,000円 その他

宮城県仙台市若林区六丁の目
西町８－１　斎喜センタービル１
階

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・財形

必須 05010-23619111

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

3 



※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 19人

企業全体 87,237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

就業場所 76人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 380人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 23人

企業全体 44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

就業場所 8人

(1)22時00分～6時00分
企業全体 18人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 83人

(1)8時30分～17時30分
企業全体 83人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 83人

(1)8時30分～17時30分
企業全体 83人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 10人

企業全体 4,500人

※必要な経験

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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05010-23620211

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ヶ月未満）

不問
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

不問 05030- 5575711

サービス提供責任
者【ニチイケアセン
ター鹿角】 1人

◆お客様やご家族・各スタッフ・関連事業所との連絡調整業務を通じ
　て、サービス全般に関わるコーディネートを行って頂きます　
＊キャリアアップ制度あり　
＊１ヶ月１７０時間程度の雇用契約となります
＊ユニフォーム貸与
　【急募】
○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 株式会社　ニチイ学館　秋田支
店　大館営業所

介護福祉士
198,370円～198,370円 その他

秋田県大館市字桂城８－１４
朝日生命大館ビル４Ｆ雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05030- 5609511

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

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

セブン－イレブン　鹿角毛馬内
店822円～822円 毎　週

販売スタッフ（２２時
～６時）

1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
＊制服貸与あり　＊昇給制度あり　＊土日勤務可能な方歓迎
＊花輪北店と兼務の出来る方、相談下さい！
＊雇用開始は令和４年１月１６日～です

他

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）
＊危険物取扱者（乙種）は入社後取得可

他

中型自動車免許

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2685011

事務補助員

1人

●新型コロナウイルスワクチン接種における事務補助
　・窓口、電話対応
　・パソコン操作によるデータ入力
　・市内医療機関を巡回し、ワクチンの配送書類の回収
　・その他、上司の指示による事務補助全般
＊パソコン操作の出来る方（入力ソフトあり）

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
中陣場７４－１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
パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 2695611

パート労働者 雇用・労災

必須 05080- 2693011

生活相談員（パート）

1人

●生活相談員に係る全般業務に従事していただきます
　・サービス利用開始、終了の手続き
　・サービス利用者および家族からの相談対応
　・関連機関、行政への連絡対応
　・送迎業務　など
＊勤務日数相談可
　扶養内での勤務も相談に応じます
＊未経験者応相談
＊定年年齢以上の方の応募も歓迎します
　（但し、１年毎の雇用契約となります）

他 社会福祉法人寿光会（鹿角微
笑苑）

社会福祉士
869円～927円 毎　週

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

秋田県鹿角市十和田大湯字屋
布ノ下タ２０番地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- 2694311

事務職員（パート）

1人

●介護事務に係わる全般業務に従事していただきます
　・電話対応、来客対応
　・介護請求
　・小口現金および出納管理
　・物品購入等のための外出
　・送迎業務　など
＊勤務日数、勤務時間相談可。
　扶養内での勤務や未経験の場合でも相談に応じます
＊定年年齢以上の方の応募も歓迎します
　（但し、１年毎の雇用契約となります）

他 社会福祉法人寿光会（鹿角微
笑苑）840円～840円 毎　週

秋田県鹿角市十和田大湯字屋
布ノ下タ２０番地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 又は8時00分～22時00
分の間の5時間程度

雇用・労災

不問 03010-24831911

ドラッグストアでの販
売（鹿角花輪店）

1人

・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃
・ＰＯＰ（値札）貼り　等
＊当社は東北６県に店舗を展開する一部上場企業です。
＊販売未経験の方も大歓迎です。
＊薬を販売できる資格取得のサポートあり。
「働き方改革関連認定企業」※えるぼし認定　
※いわて働き方改革ＡＷＡＲＤ２０１８受賞

他 株式会社　薬王堂
831円～831円 毎　週

岩手県盛岡市盛岡駅西通２丁
目９番１号　盛岡地域交流セン
ター（マリオス）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

株式会社　大里恒三商店

危険物取扱者（乙種）
155,000円～216,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字下花輪８
２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 又は7時00分～20時00

分の間の8時間
雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2077711

※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 19人
(1)8時00分～16時00分
(2)9時00分～17時00分 企業全体 19人
(3)10時05分～17時00分

※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 14人
(1)9時00分～14時00分

企業全体 43人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 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 3人

企業全体 3人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 67人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 138人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 26人

企業全体 87,237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

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 時給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 3人
(1)5時30分～14時30分
(2)10時30分～19時30分 企業全体 18,389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！

パート労働者 又は8時00分～17時00
分の間の6時間程度

雇用・労災

不問 05080- 2687611

弱電部品組立工員

1人

●弱電部品の組み立てに係る業務に従事していただきます
　・自動車用各種スイッチ部品の組立て作業
　・弱電部品の組立およびハンダ付け作業
　・その他、工場内雑務（箱詰め、後片付け作業等）など
＊就業時間は、相談に応じます
　扶養内で勤務したい等、気軽にご相談下さい
＊アルバイト等希望の方も相談可！
【追加募集】

土日祝他 小伸製作所
822円～822円 毎　週

秋田県鹿角市尾去沢字六角平
３３－１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8時30分～17時15
分の間の5時間程度

雇用・労災

不問 05080- 2690211

ホテル・レストラン清
掃業務　他

1人

●ホテル館内及び客室、レストランの清掃業務に従事して頂きます
　・ホテル小坂ゴールドパレスの客室等清掃業務
　・レストラン青銅館の清掃業務　他
＊「ホテル小坂ゴールドパレス」の客室清掃を主として、
　「レストラン青銅館」の清掃業務をただける方を募集します。
＊初めての方でも大歓迎です。
　スタッフにて丁寧に指導しますので安心して応募ください。
＊勤務日数や勤務時間については応募者の希望を考慮しますので、
　遠慮なくご相談ください。

他 小坂まちづくり　株式会社
830円～830円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字古館４８－２雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

パート労働者 労災

不問 05080- 2686311

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
850円～1,000円 毎　週

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 又は19時00分～23時
00分の間の4時間程度

労災

不問 05080- 2684411

接客係

1人

●カウンター越しでの接客業務に従事していただきます
　・オーダーにより飲料物等の提供
　・後片付け等
　・その他、店舗内の清掃等の付随する業務
＊就業時間は相談に応じます
＊未経験者の方も歓迎します

日祝他 和風スナック　みちくさ
1,000円～1,000円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字古館２５－５雇用期間の定めなし

20歳
以上

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

パート労働者 雇用・労災・財形

あれば尚可 05030- 5640511

交通誘導警備員
（鹿角市・小坂町）

1人

◆工事現場において、歩行者及び一般車両の安全と円滑な通行を
　確保する業務です
◎歩行者の皆さん、とりわけ子供・高齢者・身障者の方々が安心して
　通行できるように親切・丁寧な誘導に配慮します、通行車両に対して
　は道路交通法に基づいた適正な誘導合図で事故の防止や渋滞の
　緩和に最大限の努力を払います
◎現場へは自家用車を使用していただきます（基本的に直行直帰）
※現場への燃料代は、当社規定（単価×走行距離）にて全額支給
　されます、詳細は面接時に説明いたします　　　
※男女ともに世代を超えて活躍できる業界です
※初めての方には、親切・丁寧に指導いたします

他 東アジア警備保障　有限会社
大館営業所交通誘導警備業務検定２

級

1,200円～1,500円 その他

秋田県大館市釈迦内字二ツ森
３１－１雇用期間の定めなし

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は8時00分～20時00
分の間の2時間程度

労災

不問 05030- 5574111

ニチイライフ（家事代
行）サービススタッフ

1人

○家事代行サービス
　・お客様宅へ訪問して清掃、洗濯、調理、買い物等日常の家事支援
＊空いている時間で働けます
＊作業内容は事前に担当者から説明があります
＊１ヶ月２０時間程度の勤務です（シフト表により）　
＊未経験者、家事の得意な方、大歓迎
＊無資格の方も応募可能です
＊年度毎の１年契約更新です
●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

他 株式会社　ニチイ学館　秋田支
店　大館営業所介護職員初任者研修修

了者
1,015円～1,115円 毎　週

秋田県大館市字桂城８－１４
朝日生命大館ビル４Ｆ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 05010-23591411

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

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 05010-23615011

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 05010-23621511

調理スタッフ（けいあ
い）

1人

○福祉施設厨房にて、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。
＊朝・夕、約３０食、昼約３５食を１～２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ヶ月未満）

不問
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