
（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 時給

就業場所 1,150人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 2,000人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 12人
(1)7時30分～16時30分
(2)9時00分～18時00分 企業全体 69人
(3)12時00分～21時00分

※必要な経験

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  168521

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 05030-  207421

ガソリンスタンドス
タッフ（県北）

2人

◆ガソリンスタンド販売・管理業務全般に従事します　　　
◎将来の幹部候補として育成します　　　　　　　　　　　
◎現地採用を主としますが、状況により上記以外の就業場所になる
　場合があります　　　　　　　　　　　　　　　　
＊車に詳しくない方でも丁寧に指導します
＊試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）
※外での立ち仕事で体力を要するため、それに対応できる方

他 株式会社　マルヘイ本店

危険物取扱者（乙種）
151,000円～171,000円 その他

秋田県大館市清水１－４－８２
雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

秋田県大館市御成町２－１７－
１０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
正社員以外 雇用・労災・健

康・厚生
あれば尚可 05030-  143421

株式会社　タクト
190,080円～216,000円 その他

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（１２月２３日～１月５日受理分)  １月７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１月１４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」

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 １／２５（火）１０：３０～　㈱伊徳 鹿角ショッピングセンター・花輪店

◎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

◎令和４年 １／２６（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）

◎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㈱）

交通誘導警備業務
【大館・鹿角・北秋
田市地域】 1人

◆各種イベント会場等の駐車場管理、道路及び工事現場での人・
　車両などの誘導業務に従事します
◎各現場までは、自家用自動車使用となります　　　　　
◎未経験者歓迎します　　　　　　　　　　　　　　　　　
◎研修期間：４日間あります
　（その間、日額＠６，５７６円）
＊資格取得制度有り（全額会社負担）
＊男女ともに活躍している業界です
＊６５歳以上の方も応募歓迎します

日他

◎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１５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 １／１２（水）１０：３０～　農事組合法人 八幡平養豚組合

※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 37人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 300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 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

※必要な免許・資格 月給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 121人
(1)8時30分～17時30分
(2)8時00分～17時00分 企業全体 121人
(3)9時00分～18時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 113人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 136人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 103人

(1)8時30分～17時30分
企業全体 255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 103人

(1)8時30分～17時30分
企業全体 255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 103人

(1)8時30分～17時30分
企業全体 255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 107人
(1)8時30分～17時00分
(2)8時00分～16時30分 企業全体 107人
(3)8時30分～12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 100人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 120人

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-   12521

設備管理（電気設
備）

1人

●当社養豚農場内において電気設備に係る業務全般に従事して
　いただきます
　・電気設備等の送配線作業
　・電気設備等を適切に制御するための計装作業
　・工場内の照明、冷暖房、給湯設備等配線、修理作業
　・各種電気設備に関する保守、点検作業
　・その他、付随する業務
＊担当する作業内容については、当日の作業指示によります

他 有限会社　ポ－クランド

第二種電気工事士
140,200円～175,000円 その他

第一種電気工事士 秋田県鹿角郡小坂町小坂字台
作１－２雇用期間の定めなし

64歳
以下

２級電気工事施工管理技
士

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-    8921

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）

他 株式会社　ミ－トランド
137,200円～137,200円 その他

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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-    7621

看護師（正または准
／臨時）

2人

●当病院において、看護業務及び機能訓練の業務を担当して頂き
　ます
　・看護に係る業務
　　医師の指示により注射、検温、血圧測定、患者のお世話等をする
　・機能訓練に係る業務
　　機能の維持向上を図るための業務
＊当病院では６５歳以上の方も勤務しております。
　興味のある方、応募下さい！
＊短時間勤務可（気軽にご相談下さい）

他 医療法人楽山会　大湯リハビリ
温泉病院

准看護師
188,300円～210,630円 その他

看護師 秋田県鹿角市十和田大湯字湯
の岱１６－２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

不問 05080-    6321

介護職員

1人

●当病院の病棟に入院している患者に係る介護（看護）補助業務に
　従事していただきます
　（当病院は温泉を活用したリハビリ病院です）
　・入院患者の食事に係る介助業務、衣類の着替え、入浴、排泄等
　　に係る介助業務
　・その他入院患者のお世話等
＊未経験者には、研修を行っており、安心して就労できます
＊短時間勤務（１日６～７時間等）を希望の方、相談可！
＊当病院では６０歳以上の方も勤務しております。
　興味のある方、応募下さい！

他 医療法人楽山会　大湯リハビリ
温泉病院162,453円～167,305円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字湯
の岱１６－２雇用期間の定めあり

（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-    5421

言語聴覚士

1人

●当病院の外来・入院・介護医療院入所者等のリハビリテーション
　の提供に従事していただきます
・病棟は回復期リハビリテ―ション病棟４２床、療養病床６４床、
　介護医療院は定員４２名
・他に、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションも実施
　しております
・脳血管疾患、廃用症候群、運動器疾患等の患者の「心身機能」
　「日常生活動作」「社会適応能力」の向上を目的としたリハビリ
　テーションを実施しています
※当病院は温泉を活用したリハビリ病院です

日他 医療法人楽山会　大湯リハビリ
温泉病院

言語聴覚士
208,000円～228,000円 毎　週

秋田県鹿角市十和田大湯字湯
の岱１６－２雇用期間の定めなし

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

不問 05080-    4521

生産管理

1人

●当社工場において生産管理業務に従事していただきます
　・生産計画立案
　・外注管理（協力企業への加工委託及び納期管理等）
　・部品出庫（出荷計画に基づく部品の取り揃えと出庫）
　・出荷（完成品を納期に合わせてまとめや準備作業）
　・伝票作成
　・電話応対、来客応対
　・その他、付随する業務
＊雇用開始日は、相談に応じます

土日祝他 山口電機工業株式会社　秋田
工場143,000円～200,000円 毎　週

秋田県鹿角市尾去沢字長淵４
－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・財形

あれば尚可 05080-    3221

理学療法士・作業
療法士

1人

●当施設の理学療法士、作業療法士業務に従事していただきます
　・当介護老人保健施設の入所利用者、短期入所利用者、
　　通所及び訪問リハビリテーション利用者の方々に対する
　　リハビリテーションサービス業務全般の実施を担当
＊管理職登用もあります（役職手当あり）

他 医療法人翠峰会

理学療法士
209,000円～272,000円 毎　週

作業療法士 秋田県鹿角市八幡平字小山５
０番地雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

あれば尚可 05080-    2821

建築施工管理技士

1人

●建設工事の設計書に基づき、工事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

日他 株式会社　石川組

２級建築施工管理技士
180,000円～250,000円 その他

１級建築施工管理技士 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

正社員以外 労災

あれば尚可 05080-    1721

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
＊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 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05030-  244721

自動車整備士【鹿
角市】

1人

◆当社整備工場において、バスの車両整備または一般車両の整備
　作業全般（分解・点検作業、部品の交換等）に従事して頂きます
＊試用期間；２ヶ月（その間、賃金等同条件）
※自動車整備士の資格のない方、資格取得まで会社でバックアップ
　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

三級自動車整備士
155,000円～190,000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

2 



※必要な免許・資格 時給

変形（1年単位） 就業場所 19人
(1)8時30分～17時00分

企業全体 120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

就業場所 41人
(1)8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 日給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 41人
(1)8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 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 95人
(1)7時00分～16時00分
(2)9時30分～18時30分 企業全体 187人
(3)12時15分～21時15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 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 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 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 日給

変形（1年単位） 就業場所 19人
(1)8時00分～17時30分

企業全体 19人

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080-   23621

建築大工（経験者）

2人

●一般建築現場における大工作業全般に従事していただきます
　・大工に係る工事作業
　　木取り作業、墨付作業、仕口及び継手の工作作業、軸組作業、
　　床組作業等
　・大工関連の補助作業
　　建て方作業、木材加工用機械装置による木工作業等　
＊現場までは社有車で移動します
＊高所作業がありますので、体力と筋力を必要とします

日他 株式会社　田中建設
231,000円～300,300円 その他

秋田県鹿角市花輪字大川添２
６雇用期間の定めなし

18歳
～61
歳

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-   22321

土木施工管理技士

1人

●土木工事に係る作業現場の監督業務に従事していただきます
　・工事の費用積算、実施設計、計画検討、工程管理業務
　・工事施工に伴う工程管理、品質管理、原価管理、安全管理業務
　・官公庁へ提出する書類の作成と提出
　・その他工事に伴い付随する業務

日他 株式会社　長老森施工

２級土木施工管理技士
205,000円～310,000円 その他

１級土木施工管理技士 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-   21421

建築施工管理技士

1人

●注文住宅を中心とした建築物の現場管理業務に従事して頂きます
　・予算書作成、工程管理、品質出来形管理、安全管理、予算
　　管理、資材発注等現場管理とそれに付随する業務
＊営業及び建築士と協力しての業務となります。

他 株式会社　長老森施工

２級建築施工管理技士
205,000円～310,000円 その他

１級建築施工管理技士 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-   20521

建築士

1人

●注文住宅を中心とした建築物の設計業務に従事していただきます
　・プランニング、法規調査、詳細設計、見積、確認申請などの
　　多岐にわたりますが、営業及び現場監督と協力しての業務と
　　なります
＊資格が無くとも、「設計経験がある」「資格取得挑戦中」の方等も
　ご相談下さい

他 株式会社　長老森施工

二級建築士
206,000円～318,000円 その他

一級建築士 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-   19721

介護職員【正職員】

1人

●施設利用者の介護に係る全般業務に従事していただきます
　・食事の介助、入浴介助、排泄介助等
　・散歩、レクリエーションの介助等
【特別養護老人ホーム　ケアホームおおゆ】
　入所者定員：９０名、短期入所者定員：１９名、
　デイサービス利用者定員：３０名
【ショートステイはなわあいの】定員：２９名
【地域密着型特別養護老人ホーム】定員：２９名

他 社会福祉法人　愛生会

介護福祉士
162,400円～223,000円 毎　週

秋田県鹿角市十和田大湯字湯
の岱１－１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-   18021

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・財形

不問 05080-   17121

建造物解体作業員
（運転手・重機オペ
を含む） 2人

●解体作業に係る作業
　（一般住宅からビル・プラントまであらゆる解体・撤去工事をして
　　います）
　・解体に係る技術作業
　・解体した建物の資材等の分別、片付け作業
　・解体して出た廃材等の運搬作業
　・リサイクル部門において、リサイクル製品等の回収分別
＊未経験の方も歓迎！
＊必要な資格取得については、費用を会社にて全額負担します

日他 株式会社　現代

大型自動車免許
160,300円～229,000円 その他

車両系建設機械（解体
用）運転技能者

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

フォークリフト運転技能者

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-   16921

一般事務員（臨時）

1人

●本社総務部において事務業務に従事していただきます
　・パソコンで帳簿類への入力作業
　・貨物車の重量を計量し伝票作成
　（事務所内にて簡単なボタン操作による）
　・電話、来客応対（お茶出し等含む）
　・事務所内清掃
　・その他、付随する業務
＊短時間勤務希望の方、相談可です！
【産休、育休代替要員】

土日他 株式会社　現代
140,400円～140,400円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町荒谷字手
紙沢５４－６３雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
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-   15621

折り曲げ加工作業員

1人

●当社工場において製造する製品の折り曲げに係る作業
　・ベンダー機械を操作し鉄板資材を折り曲げ加工する作業
　・ベンダー機械の保守管理に係る業務
　　（始業時の安全点検及び油差し等の業務）
　・鉄板資材等の整理管理業務
　・その他、折り曲げ加工業務に付随する業務
　・その他、工場内の整理清掃作業
＊見習い可、経験のない方でも丁寧に指導します
＊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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-   13421

販売・調理担当

1人

●桃豚直売所（店舗内）において販売及び調理業務に従事して頂き
　ます
　・レジ、精算業務
　・店舗内外の清掃業務
　・豚肉を使用した調理業務
　・お弁当、お惣菜等の調理
＊土日祝日の出勤もありますので、対応できる方を希望します

他 有限会社　ポ－クランド
147,938円～147,938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
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※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30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 19人
(1)8時00分～17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ヶ月単位） 就業場所 47人

(1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分 企業全体 706人

(3)12時00分～21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 51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

変形（1ヶ月単位） 就業場所 21人
(1)8時30分～17時30分
(2)7時00分～16時00分 企業全体 706人
(3)10時00分～19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 51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

変形（1ヶ月単位） 就業場所 27人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 706人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 153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年単位） 就業場所 51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 月給

変形（1年単位） 就業場所 51人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 51人

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形・
その他必須 05080-   35821

建築技術者

1人

●建築物の設計施工管理に係る業務を担当していただきます
　・鉄骨建築物の設計施工管理業務
　・現場管理（積算等を含む）、工程管理等の業務
　・ＣＡＤによる設計業務
　・その他設計施工管理に付随する業務
＊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

日祝他 株式会社　柳澤鉄工所

二級建築士
200,000円～270,000円 その他

２級建築施工管理技士 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

一級建築士

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-   34721

製缶工

1人

●当社工場において、製缶に係る溶接及び組立作業
　・製缶工として、溶接や加工組立作業に従事します
　・ＴＩＧ、アーク溶接によるステンレス物の加工組立や製缶物の加工
　　組立作業
　・レーザーによる切断加工作業、ロボットによる切断加工作業等
　・その他製缶に係る付随する業務
＊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-   33021

看護師

1人

●当事業団が運営する保育園において、乳幼児の看護業務及び
　保育の補助業務に従事していただきます
　・乳幼児の看護業務（健康管理及びアドバイス含む）
　・薬の管理
　・保育業務助手　
　・その他、看護及び保育に関する附随業務
＊雇用契約期間は、年度毎の更新です

日祝他 公益財団法人　鹿角市子ども未
来事業団

准看護師
148,050円～171,150円 毎　週

看護師 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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-   31921

看護師（鹿南の郷、
東恵園、月山の郷）

2人

●当施設利用者の看護業務に従事します
　・健康管理、処置、薬の管理、食事の介助、通院付添い、緊急時
　　の対応等
　・通院付添いの際の運転業務
　　（軽または普通自動車の社用車を使用）
　・夜間のオンコール対応の当番があります
＊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
　　　　　　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

准看護師
216,227円～221,227円 その他

看護師 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・財形・
その他

不問 05080-   30621

塗装工（見習い可）

1人

●当社工場において、塗装に係る業務に従事していただきます
　・鉄骨、その他の製品、資材等に下地及び仕上げ塗装
　（機械による吹付又はローラー及び一部刷毛塗り）
　・塗装品がない場合は、製缶作業のサポート作業等
　・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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-   28821

児童生活指導員
（東山学園）

2人

・障がい児へ心身共に健康で健やかに成長できるうよう発達支援を
　行います。
・社会での生活に必要な知識や技能の取得の支援を行います。
　【食事・入浴・排泄・あいさつ等、生活に関する支援や指導】
＊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）

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形・
その他不問 05080-   27721

製造技能工【トライア
ル雇用求人】

1人

●アーク、半自動、ＴＩＧ溶接作業
●ＮＣ旋盤、マシニングセンター等の機械作業
●製缶作業
　・プラント製作、コンベアー製作、金属製品製作に伴う
　　作業全般
＊各種資格取得については資格の種類により費用の全額又は
　一部を会社で負担します
【トライアル雇用求人】
　トライアル雇用とは、３ヶ月間の試行期間を経てその後の常用雇用
　を見込んだ制度です。詳細は、ハローワーク窓口にてご確認下さい

日祝他 株式会社　柳澤鉄工所
157,000円～175,000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

30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-   26021

生活支援員（鹿角
苑）

2人

●施設利用者４０人を支援員２６人で生活支援に係る業務
　・利用者の食事、入浴、排泄等の介助業務
　・生活訓練に係る業務
　・利用者と共に日中活動（軽作業）を支援
　・作業訓練に係る業務
　・利用者からの相談支援
　・利用者が外出等の際の付添支援及び送迎の運転業務
　　（当施設ワゴン車使用）
＊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
　　　　　　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）

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-   25121

土木施工管理技士

1人

●鹿角・大館を中心とした、建設土木工事等における土木作業現場
　の施工管理業務に従事していただきます
　・工事に係る各種書類作成等（パソコン使用）
　・工期の設定、調整、工事の積算等
　・工事の作業工程管理
＊業務には社用車使用します

日他 株式会社　田中建設
180,000円～250,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字大川添２
６雇用期間の定めなし

61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-   24921

大工見習い【トライア
ル雇用求人】

2人

●一般建築現場における大工作業全般
　大工関連の補助作業
　・家を建てるための木材の組立作業
　・木材加工用機械による木材の加工等
　・床、壁、天井を張る作業
＊高所作業がありますので、対応できる体力と筋力が必要です。
※最初は見習で指導を受けながら仕事を覚えていただきます。

日他 株式会社　田中建設
170,000円～200,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字大川添２
６雇用期間の定めなし

18歳
～40
歳

就業場所 秋田県鹿角市

4 



※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 44人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 46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 44人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 46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 51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 月給

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 57人

※必要な経験

あれば尚可
※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 9人
(1)8時00分～17時30分
(2)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

変形（1年単位） 就業場所 9人
(1)8時00分～17時30分
(2)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

変形（1ヶ月単位） 就業場所 83人
(1)8時30分～17時30分
(2)16時30分～9時30分 企業全体 83人
(3)6時00分～15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 0人
(1)8時00分～17時00分
(2)7時00分～16時00分 企業全体 0人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 59人
(1)8時10分～17時10分

企業全体 59人

※必要な経験

車両系建設機械（基礎工
事用）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

不問 05080-   50721

ＮＣ旋盤オペレータ

2人

・加工図面を基にＮＣプログラム作成から加工までの業務
・バイト（刃物）作成
・部品検査等（加工後の部品チェック）
・片付け、清掃、その他付帯業務
・データ集計作業（パソコン使用）あり

日祝他 鹿角コネクタ　株式会社
150,000円～160,000円 毎　週

秋田県鹿角市十和田末広字下
屋布５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-   49921

養豚管理業務

10人

●伊藤ハムグループの協力農場にて、豚の生産管理業務を行って
　いただきます
　・豚の餌やり、治療、出荷
　・人工授精、妊娠鑑定、分娩作業
　・その他養豚に関する業務全般
　　（環境関連・在庫管理・データ入力等）
＊担当部門（繁殖・分娩・離乳・肥育・環境）については、採用後
　決定します

他 西ノ森ファーム　株式会社
181,000円～250,000円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字西
ノ森１８８－１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・財形

不問 05080-   48621

介護職員

1人

●施設利用者の介護に係る全般業務に従事していただきます
　（入所定数：１００床）
　・食事、入浴、排泄介助等
　・日常生活支援介護全般　　　　　　　　　　
＊日勤のみの求人（月給１５１，３６０～１８０，０００円）の求人も別途
　公開中です！

他 社会福祉法人寿光会（鹿角微
笑苑）

介護福祉士
151,360円～180,000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

必須 05080-   47321

管工事の監理技術
者

1人

●市・県・国の公共建築の監理業務に従事していただきます
　・現場監理（工程管理、工事の進捗状況管理、写真撮影）
　・図面及び書類等作成、打合わせ
　・主に鹿角市、大館市、北秋田市等の県北地区の管工事現場が
　　中心となります
＊業務には社有車を使用していただきます

日他 株式会社　カンザイ

１級管工事施工管理技士
375,000円～410,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字新田町１
６－４８雇用期間の定めなし

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-   45521

配管工

1人

●水道工事の配管工事等の業務です
　・主に鹿角市内、小坂町の一般住宅、事業所、店舗、公共建築物
　　等の現場で配管工事の担当業務
　・水道工事の給排水、空調配管作業での管の切断、ネジ切、加工
　　管の接合、所定の位置に取り付ける作業等
＊業務には社有車を使用していただきます

日他 株式会社　カンザイ
165,000円～250,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字新田町１
６－４８雇用期間の定めなし

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-   44221

現場作業員兼運転
手【トライアル雇用求
人】 1人

●建設現場などにおいて現場作業および運転業務に従事します
　・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
　・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
156,400円～175,000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

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・財形

05080-   42721

車両系建設機械（解体
用）運転技能者

土木作業員

2人

●建設土木工事に係る土木作業に従事していただきます
　・道路、河川、砂防、舗装工事等に伴う土木作業全般
　　（掘削、盛土、埋め戻し等）
　・重機オペレーション業務（資格のある方）
　・その他付随する業務

日祝他 株式会社　タナックス
215,000円～270,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字五
十刈５－３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・
その他あれば尚可 05080-   38421

機械設計技術者

1人

●機械設計及び施工管理に係る業務に従事していただきます
　・機械の設計施工の管理とＣＡＤによる設計業務
　・ＣＡＤの基本図面から分解し、加工図面の展開
　　（２次元、３次元）
　・レーザー切断用、ＣＡＤ／ＣＡＭ業務
　・パソコンによるデーター作成
　・データーの整備等管理に係る業務
　・その他、付随する業務　　　
＊Ａターンの方で経験者歓迎します
＊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

160,000円～280,000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・その他

不問 05080-   37521

土木施工管理（見
習）【トライアル雇用
求人】 1人

●建設土木工事等における土木作業現場の管理見習い
　（現場監督の助手として、仕事を習得してもらいます）
　・土木工事等に係る費用の積算、実施計画業務
　・工事の施工管理計画、工程管理業務
　・工事施工に伴う品質管理、原価管理業務
　・諸官庁等へ提出する各種書類の作成（パソコン使用）
　・その他附随する業務　
＊工事現場は主として道路工事、橋梁工事、河川工事等
＊主な工事現場の地域は、鹿角市、鹿角郡、大館北秋地区となり
　ます
＊土木施工管理の資格取得を目指してもらいます

日他 八重樫建設　株式会社

175,000円～230,000円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字荒
瀬１２－２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・その他

必須 05080-   36221

土木施工管理技士

2人

●建設土木工事等における土木作業現場の管理業務
　・土木工事等に係る費用の積算、実施計画業務
　・工事の施工管理計画、工程管理業務
　・工事施工に伴う品質管理、原価管理業務
　・諸官庁等への提出する各種書類の作成
　・その他附随する業務
＊工事は主として国道、県道、市道の道路工事、橋梁工事、また
　河川工事等です
＊主な工事現場は、鹿角市、鹿角郡、大館北秋地区です
＊工事作業員は２０人～３０人程度の現場を担当します
　（作業員の人数は工事現場状況による）

日他 八重樫建設　株式会社

２級土木施工管理技士
201,000円～321,000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荒
瀬１２－２雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市
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※必要な免許・資格 月給

就業場所 59人

(1)8時10分～17時10分
企業全体 59人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 59人
(1)8時10分～17時10分

企業全体 59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 8人
(1)8時15分～17時15分

企業全体 16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 8人
(1)8時15分～17時15分

企業全体 16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 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 月給

変形（1年単位） 就業場所 22人

(1)10時00分～19時00分
企業全体 240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 241人

(1)8時30分～17時00分
企業全体 4,775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 55人
(1)7時00分～20時00分

企業全体 438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00分

企業全体 35人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 3人

企業全体 3人

※必要な経験正社員 又は11時00分～22時
00分の間の8時間

雇用・労災

あれば尚可 05080-   67021

調理（見習い）兼接
客サービス

1人

●調理補助
　・釜めしの食材の準備
　・魚、野菜等の仕込補助　　　　　　　　　　　　　　　
●接客サービス
　・お客様からオーダー受け、お料理及びお飲物の提供
　・食後の後片付け、食器洗い
　・出前（配達）の業務（軽ワゴン車使用）
　・厨房及び店内の清掃等
＊最初は作業指導いたしますが、一人で料理を提供できるように
　なることを目指します
　（経験によっては半年～１年程度）

水他 寿司・釜めし　錦

調理師
180,000円～190,000円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
南陣場６－５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

あれば尚可 05080-   66121

金型製作

1人

●金型製作業務に従事していただきます
　・金型の仕上げ磨き、修理等
　（紙やすり等で表面のざらつきをとる作業、型の調整修理等）
　・工作機械での金属加工等
　（ワイヤー加工機での金属を削る作業等）
　・ＣＡＤによる製図作成
＊ＣＡＤ操作も含めて未経験の方でも丁寧に指導しますので、
　ご安心ください
　ワイヤー加工機械経験者、歓迎します

日祝他 東邦工業　株式会社
170,000円～300,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町荒谷字三
ツ森６１－５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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-   60221

売店係

1人

●売店コーナーを担当していただきます
　・お土産品等の販売業務
　　商品の仕入れ、在庫管理、商品陳列・補充等の店内管理
　　商品の発送に係わる業務
　・接客業務
　　お客様応対、レジ精算、商品梱包等
　・売店内の整理清掃等
＊繁忙時には、フロントや宴会場の応援業務があります

他 株式会社　ホテル東日本　和心
の宿　姫の湯143,839円～173,300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

不問 05080-   59021

事務職員（障害者
雇用求人）

1人

一般事務業務
　文書作成、電話収受、パソコン入力、会計伝票作成等。
　配属課は未定ですが、以下のいずれかの課の業務に従事して
　いただきます。
　・医事課（医療費の会計や保険請求、医療クラーク業務等）
　・資材設備課（医療資機材、薬品の購入、病院設備の営繕等）
　・経営企画課（経営管理、厚生局への届出等）
　・保健福祉活動室（健診受付や検診結果入力等）
※配属先は障害の状況等により配慮いたします。
※課および担当業務は異動の可能性があります。

土日祝他 かづの厚生病院
129,030円～129,030円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字向畑１８
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-   57921

携帯電話販売員

3人

●ＮＴＴドコモの携帯電話販売に係る業務全般に従事します
　・来店者のご案内等接客業務
　・携帯電話等に関するお客様の相談業務
　・携帯電話等の説明、販売に係る業務
　・販売に伴う事務処理（パソコンの操作）
※販売業務未経験者の場合：４５歳以下
　（長期勤続によるキャリアアップを図る観点から）
＊令和元年『秋田県優良中小企業者表彰』を受賞
（多年にわたる安定した経営実績と雇用の維持・拡大を通じ地域
　経済の発展に貢献した企業）

他 株式会社　タカヤ
170,000円～210,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字八正寺１
－２　タカヤ旭町オフィス２階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-   56621

土木施工管理担当

1人

●建設土木工事に係る施工管理業務
　・土木工事等に係る費用の積算、実施設計業務
　・土木工事の施工管理の計画検討、工程管理業務
　・工事施工に伴う品質管理、原価管理業務
　・官公庁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

１級土木施工管理技士
173,250円～231,000円 その他

２級土木施工管理技士 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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080-   55321

家具・什器塗装技
術者

1人

●家具・什器への塗装業務に従事していただきます
　・家具や木工什器への吹付（特殊）塗装
　・商業施設や百貨店、専門店の店内で使用している陳列ケース等
　　の木工什器製作しています
＊受注先は特に首都圏が多く、製品には高いクオリティが求められ
　技術力が養われます
＊見習いの方も応募可能です、ご相談下さい
　またＡターン者応募歓迎します

日他 株式会社　ヨコタ店装
170,000円～260,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字上中島１
７８－１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 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080-   54421

木工技術者兼木工
ＮＣオペレーター

2人

●木工技術業務に従事していただきます
　・商業施設や百貨店、専門店の店内で使用しているガラスケース、
　　陳列ケース等の木工什器製作
　・ＮＣルーター、プレス機、パネルソー、自動カンナ等専用機械器具
　　を使用します
＊受注先は特に首都圏が多く、製品には高いクオリティが求められ
　技術力が養われます

日他 株式会社　ヨコタ店装
170,000円～260,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字上中島１
７８－１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

不問 05080-   53521

部品組立作業およ
び検査業務

2人

●電気コネクタ、光コネクタの組立作業
　・部品の組込み、研磨、接着作業
　・外観検査、特性検査作業
　・梱包、ハンダ等の作業
　・照合および出荷検査
　・その他、組立等に付随する作業
＊細かい作業が多いため、顕微鏡を使った作業が多いです
＊工場見学可

日祝他 鹿角コネクタ　株式会社
137,104円～137,104円 毎　週

秋田県鹿角市十和田末広字下
屋布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-   52221

機械加工・組立・検
査

1人

●機械加工
　・フライス盤、汎用旋盤等の手仕上作業
●組立、検査業務
　・部品の組込み、研磨、接着作業
　・外観検査、特性検査作業
　・梱包、ハンダ等の作業
　・照合および出荷検査
　・その他、組立等に付随する作業
＊作業は、立ち仕事が主です
　細かい作業ができる視力が必要です
＊工場見学可

日祝他 鹿角コネクタ　株式会社

143,000円～160,000円 毎　週

秋田県鹿角市十和田末広字下
屋布５雇用期間の定めなし

40歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

6 



※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 16人

大型特殊自動車免許

※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
(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 月給

変形（1年単位） 就業場所 31人
(1)8時00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00分～17時00分

企業全体 31人
大型特殊自動車免許
※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 13人
(1)7時15分～16時45分

企業全体 13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 17人
(1)7時30分～14時30分
(2)8時30分～19時30分 企業全体 28人
(3)10時00分～1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 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 9人
(1)6時00分～15時00分
(2)6時30分～17時30分 企業全体 9人
(3)10時00分～19時00分

※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（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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-   79521

タクシー乗務員

1人

●当社タクシーの運転業務に従事していただきます
　・タクシー業務は、主に小坂町及び鹿角市を中心にお客様を乗せて
　　安全に目的地までお届けする業務です
　　（乗車の運賃の収受があります）
　・お客様を乗せて観光案内等
＊普通自動車二種免許の無い方、興味がありましたらご応募下さい
　入社後免許を取得していただき業務に従事していただきます
　（会社の規定により費用を一部負担します！）

他 豊口タクシー　合資会社

普通自動車第二種免許
140,562円～160,000円 その他

中型自動車第二種免許 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字栗平２１－２雇用期間の定めなし

18歳
～64
歳

大型自動車第二種免許

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-   78221

製品検査員

1人

●当工場で製造した製品の検査業務に従事していただきます
　・各種完成した製品の検査に係る業務
　・検査器具等の管理
　・検査場所の整理等清掃業務
＊検査はノギスやメジャー等を使用し、製品の寸法検査や仕上がり
　検査等の精密検査業務を行います

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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-   77821

現場技術者

1人

●土木工事に係る作業現場の監督業務に従事していただきます
　・土木工事の施工管理、測量に係る業務
　・工事の工程、日程調整、期間設定、費用見積り等の検討
　・工事の施工計画、関連する作業手順、資材、機械の手配
　　に関する業務
＊工事現場の移動は社用車を使用します

日祝他 株式会社　共栄

２級土木施工管理技士
200,000円～250,000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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-   76721

ＣＡＤ／ＣＡＭ作業
員

1人

●当社で製造加工するレーザー機オペレーター業務に従事して
　いただきます
　・レーザー機を使用して各種製品の加工作業
　　（レーザー機へのデータ入力等の作業を含む）
　・付帯器具等の手入れ等清掃作業
　・製品の整理整頓等管理業務
　・その他付帯業務
＊製造製品：事務器機、半導体装置、検査装置の板金部品

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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-   75021

タクシー乗務員

1人

●タクシーの運転業務
　（お客様を目的地へ案内し、料金の授受に係る業務）
　・運転業務のエリアは鹿角地域を主とし、大館市、北秋田市方面、
　　青森県、岩手県等近隣地域もあります
　・観光を目的とした貸切タクシー業務あり
　　（十和田八幡平地域、また田沢湖方面等の観光ガイド）
＊賃金は歩合給ですが、最低保証給（１４０，５６２円）があります
＊賃金総額月平均　１７０，０００円以上

他 ＣＫ交通株式会社

普通自動車第二種免許
140,562円～140,562円 その他

秋田県鹿角市花輪字下花輪１
４４－１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

不問 05080-   74121

一般作業員

5人

●小坂製錬所内の営繕工事に伴う業務に従事していただきます
　営繕工事：大工、板金、鉄工、保温、足場、整備

日他 有限会社　断熱工業所
205,000円～225,500円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字金
窪３５－２雇用期間の定めなし

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

不問 05080-   73921

重機オペレータ兼作
業員

1人

●土木建築作業関係業務全般に従事していただきます
　・公共工事を主体とする土木工事作業での重機車両運転
　　（道路の改良および舗装作業、河川の治水等の作業）
　・建築現場での家屋等建物の解体工事の重機車両運転
　・鉱水処理業務
　・冬季の除雪業務
　・その他雑作業


日他 株式会社　米村組
190,000円～230,000円 その他

秋田県鹿角市尾去沢字山根２
０－３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

必須 05080-   72621

土木施工管理技士

1人

●土木建築工事関係の施工管理業務に従事していただきます
（主な工事）
　・公共工事を主体とする土木工事
　　（道路の改良および舗装作業、河川の治水等の作業）
　・建築現場での家屋等建物の解体工事
　・鉱水処理業務
　上記の・費用の積算、実施計画、施工管理計画、工程管理
　　　　　・品質管理、原価管理官公庁へ提出する書類の作成
　　　　　・その他付随する業務

日他 株式会社　米村組

２級土木施工管理技士
220,000円～280,000円 その他

１級土木施工管理技士 秋田県鹿角市尾去沢字山根２
０－３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-   71321

土木施工管理技士

1人

●建設現場における施工管理業務に従事していただきます
　・主に公共工事の土木、舗装工事等
　・工事工程、工事日程の調整、工期の設定、工事費の見積等の
　　検討
　・関連する作業の手順、資材、機械の手配等


日他 株式会社　村木組

準中型自動車免許
183,000円～280,000円 その他

２級土木施工管理技士 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

１級土木施工管理技士

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 又は6時30分～18時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-   70421

労務管理及び事務

1人

●従業員の労務管理補助及び運行に関する事務に従事します
　・運行管理の補助（点呼、書類作成補助）
　・一般事務も含む（文書取扱等）
　・事務室内の整理整頓等その他雑務
　・電話応対や来客応対
　・パソコン操作（文書作成や日報等の入力等）
　・冬期間は、敷地内除雪作業あり（重機運転業務あり）
　　（早朝の除雪作業を含む）
＊運行管理者（貨物）資格を保持していない方の場合は、入社後
　取得していただきます
（資格取得に係る費用は、会社で負担します！

日祝他 昭和物流　株式会社

運行管理者（貨物）
160,000円～180,000円 その他

秋田県鹿角市十和田末広字向
川原２９番地６７雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

7 



※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

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 78人
(1)6時00分～18時00分
(2)9時00分～21時00分 企業全体 78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)7時30分～17時00分
企業全体 54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)7時30分～17時00分

企業全体 54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)8時30分～17時30分
(2)8時00分～17時00分 企業全体 45人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 10人
(1)7時00分～18時00分
(2)8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 月給

変形（1年単位） 就業場所 10人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～16時30分 企業全体 10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～16時30分

企業全体 98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 1人
(1)7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分 企業全体 14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)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分 企業全体 70人
(3)9時00分～18時00分

※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

あれば尚可 05080-   91121

給油スタッフ

2人

●自動車の給油サービスに係る業務に従事していただきます
　・給油所おいてお客様の自動車に給油するサービス業務
　・給油に係る会計業務（レジ操作）
　・油類の配達業務
　・お客様の自動車の洗車（機械操作による）
　・自動車の軽微な整備点検、タイヤ・オイル交換・ウォッシャー
　　液注入等
　・その他、給油所施設内の雑務（清掃等）

他 株式会社　アニモ

危険物取扱者（乙種）
135,800円～209,200円 その他

秋田県鹿角市花輪字上中島７
６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-   90921

ガソリンスタンドス
タッフ《急募》

2人

●ガソリンスタンド業務全般に従事していただきます
　・ガソリン、灯油などの販売業務（精算、レジなど）
　・荷受け、商品管理
　・来客応対等
　・売上計算等の事務業務
　・その他店舗管理（清掃、除雪など）

日他 株式会社　田口産業

危険物取扱者（乙種）
153,300円～175,200円 その他

危険物取扱者（丙種） 秋田県鹿角市花輪字諏訪野５
５－３雇用期間の定めなし

59歳
以下

中型自動車免許

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-   89421

運転手兼作業員

2人

●自動車等による運搬作業に従事していただきます
　・小坂製錬所構内でのリサイクル原料、資材等の運搬作業
　（３ｔ以上のトラックを使用）
　・リサイクル原料及び資材等の手積み、手降ろし作業
　（フォークリフト、クレーン等を使用の場合もあります）

他 北上石灰株式会社　小坂営業
所

中型自動車免許
162,400円～185,600円 その他

フォークリフト運転技能者 秋田県鹿角郡小坂町小坂字金
畑３－１の内雇用期間の定めなし

64歳
以下

玉掛技能者

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

必須 05080-   87221

土木施工管理技士

1人

●一般土木工事に係る施工管理業務に従事していただきます
　・主に土木工事等（道路、河川、砂防等）に係る実施
　　計画業務
　・工事の施行管理計画、工程管理業務
　・工事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
　・関連する作業の手順、資材、機械の手配等
　・その他、附随する業務
＊書類作成にはパソコンを使用します

日他 晴澤建設　株式会社

１級土木施工管理技士
210,000円～250,000円 その他

秋田県鹿角市八幡平字上苗代
１７－４雇用期間の定めなし

69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-   85721

タクシー乗務員

1人

●タクシーの運転業務を担当していただきます
　・配車の依頼等によるお客様の送迎
　・営業エリアは、毛馬内地区と大湯地区が主体です
　・一定期間（１年程度）後、貸切による観光案内タクシー
　　の運転業務にも従事します
＊タクシー運転業務経験がない方、少ない方はメーターや無線機の
　使い方及び接客（マナー）等お客様の対応について丁寧に指導
　しますので、安心して働けます
＊女性の応募も大歓迎です！（勤務時間相談可能です）

他 合資会社　十和田タクシー

普通自動車第二種免許
150,750円～180,000円 毎　週

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
毛馬内２３－３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-   84021

介護職員（デイサー
ビスセンターオアシ
ス） 1人

●「デイサービスセンターオアシス」にて利用者の介護業務に従事
　していただきます
　・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
　　（利用定員１８名を４人の介護職員で対応）
　・送迎業務
　　リフト車・乗用車（ＡＴ車）を使用
　　送迎範囲は、鹿角市内です

日他 有限会社　プラントス
168,480円～170,480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

あれば尚可 05080-   83121

伐採業務担当

1人

●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）
　・各機械の手入れ作業（安全確認業務）

日他 株式会社　八幡平貨物
236,000円～331,000円 その他

秋田県鹿角市八幡平字谷内下
モ平１１６－１２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-   82921

大型自動車運転手

1人

●大型貨物自動車（トラック）の運送に係る業務
　・中近距離の貨物運送業務（トラックの運転）
　　運送先は主に鹿角市、小坂町、大館市、盛岡市等
　・長距離貨物運送業務（トラックの運転）
　　運送先は主に関東地方、仙台市等
　・運搬物は主として木材製品、肥料等です
　・機械を使用しての運搬物の積み降ろし作業
＊長距離の貨物運送は、経験と体力を必要とします
＊入社後、慣れるまでの間ツーマンによる指導研修実施。
　経験のない方でも、安心してスタートできます。

日他 株式会社　八幡平貨物

大型自動車免許
236,000円～331,000円 その他

フォークリフト運転技能者 秋田県鹿角市八幡平字谷内下
モ平１１６－１２雇用期間の定めなし

64歳
以下

移動式クレーン運転士

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 又は6時00分～22時00
分の間の8時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080-   81621

調理師

2人

●当ホテルのメイン厨房内での和食の調理業務です
　・和食を主としたお膳料理に係る業務
　・食材、食品の管理、発注に係る業務
　・料理の仕込み及び料理の盛り付け業務
　・厨房内の食材、食器等の整理整頓、清掃業務
＊調理スタッフ１５名（料理長含め調理師、盛付担当等）
＊働き方改革関認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

他 株式会社　ホテル鹿角

調理師
174,200円～273,300円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字中
谷地５－１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 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-   80321

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 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

中型自動車免許 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
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※必要な免許・資格 月給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 5人

(1)9時00分～18時30分
企業全体 8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 14人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 14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 14人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 14人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 14人
(1)8時00分～17時00分
(2)12時00分～21時00分 企業全体 14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 22人
(1)8時00分～16時00分
(2)16時00分～0時00分 企業全体 33人
(3)0時00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 8人

(1)8時00分～17時30分
企業全体 8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 25人
(1)7時45分～16時30分

企業全体 25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 25人

(1)7時45分～16時30分
企業全体 25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 75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 5人

(1)8時00分～17時30分
(2)8時00分～16時30分 企業全体 5人

(3)8時30分～16時00分
※必要な経験正社員 雇用・労災・健

康・厚生・財形
不問 05080-  103621

自動車整備工員

1人

●自動車整備及び修理等に係る業務
　・自動車の故障整備及び修理
　・自動車の定期点検及び法定車検等の整備作業
　　（自動車のエンジン・ハンドル回り・ブレーキ系統、動力伝達
　　　関連各部の点検整備）
　・自動車の引き取り及び納車に係る業務（洗車等）
　・ロードサービス宿直業務
　・工場内の後片付け整理清掃作業
　・パソコン操作による記録等の業務
＊自動車整備士資格取得費用、会社にて全額負担します！

日祝他 株式会社　安保自動車
150,000円～250,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字下タ町５８
－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

あれば尚可 05080-  102321

電気制御設計担当

1人

●電気制御に係る設計を担当していただきます
　・電気制御設計者として、電子機器の装置、各種製品
　　ユニットの設計の業務に従事
　・分配電盤、各種産業機械用制御盤の回路設計および筺体
　　設計業務
　・ＰＬＣを用いたソフト設計
＊Ａターン者を含め、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
146,200円～400,000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

あれば尚可 05080-  101421

溶接工手元（溶接
工見習い）

1人

●鉄工、鋼・ステンレス等の溶接補助業務に従事して頂きます
　（プラント機械設備の修理製作に関する一連の作業）
　・溶接は「アーク溶接」と「半自動溶接」が主となります
　・工事の一連の作業として整備、足場組み、掃除等の作業
　・資格保有者の場合、機材等の運搬の為に中型自動車の運転業務
　　もあります
　・土木系の作業もあります
＊必要な資格（溶接等）取得の際の費用は、全額会社で負担します
　（技能講習参加の場合は、出勤扱いとします）
＊溶接経験者や資格保有者は、別途求人公開しています

日祝他 有限会社　和田建設
159,200円～183,080円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
田表２１－１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 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  100521

機械整備工（見習い
可）

1人

●プラント設備機械の維持修理、整備作業に係る業務に従事して
　いただきます
　・修理、設備工事に付随するの作業として、足場組み、機械の
　　清掃作業等
　・免許保有者は、機材等運搬の為に中型自動車の運転業務もあり
　　ます（鹿角地区以内）
　・土木系に係る作業もあります
＊必要な資格（溶接等）取得の際の費用は、全額会社で負担します
　（技能講習参加の場合は、出勤扱いとします）

日祝他 有限会社　和田建設
159,200円～218,900円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
田表２１－１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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-   99621

板金工

2人

●建築板金工事等に従事していただきます
　屋根・外壁・板金等の金属鋼板を加工し、取り付け施工する工事
　を行います（受注によっては、大型施設等の工事もあります）
　・板金工事
　（鋼板を加工した内装パネルやオーダーメイド部材の取付工事）
　・屋根工事
　（鋼板・ステンレス・銅板等の金属を用いた屋根の工事）
　・外壁工事
　（金属パネルや各種サイディングを用いた外壁工事）
　・その他の付随する工事
　（現場における片付け等の雑務も含まれる）
＊高所作業が可能な方を希望します

日他 有限会社　十和田板金工業所

150,000円～220,000円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
森崎１７－１雇用期間の定めなし

18歳
～61
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-   98321

設備操業オペレー
ター

1人

●カーシュレッダーダスト等の再資源化工程における現場作業業務
　に従事していただきます
　・プラント操作
　・プラントのメンテナンス
＊補充募集
＊操作方法は指導します
　指導の中で作業方法、流れを覚えていきます

他 エコシステム小坂　株式会社
154,300円～193,500円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字杉沢８９－４雇用期間の定めなし

18歳
～45
歳

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員以外 又は8時00分～21時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-   95221

フロント係

1人

●「五の宮のゆ」においてフロント業務に従事していただきます　
　・お客様のご案内
　・入浴券等の販売業務
　・宿泊客および日帰り客の会計業務（レジの操作）
　・予約の受付業務（窓口及び電話等）
　・予約帳等への入力業務（パソコン使用）

他 東日本観光　株式会社（五の宮
のゆ）142,042円～155,520円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字永田１
－７雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-   94821

土木技術者

1人

●土木工事現場の施工管理及び土木作業
　・建設土木工事に伴う現場での施工管理に係る全般業務、土木
　　作業業務
　・土木工事においての工事状況施工管理、ブルドーザ等の重機
　　運転管理業務
　・工事車両（ダンプカー等）の運行管理業務
　・その他施工管理に係る全般管理、土木作業
＊書類作成等もあります（パソコンにて作成）

日他 株式会社　田口産業

２級土木施工管理技士
202,100円～294,700円 その他

１級土木施工管理技士 秋田県鹿角市花輪字諏訪野５
５－３雇用期間の定めなし

59歳
以下

大型自動車免許

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-   93721

土木作業兼重機オ
ペレーター

2人

●建設土木工事等においての土木作業及び重機のオペレーター
　業務
　・建設土木工事に伴う車両の運転業務
　・土木作業としては道路工事、及び河川工事、山林工事等
　・重機のオペレーターとしては、主にバックホー、ブルドーザ、
　　ショベルローダー、水中作業車等の運転業務
　・車両の運転は中型、大型ダンプカーの運転業務です

日他 株式会社　田口産業
８トン限定中型自動車免
許

175,200円～219,000円 その他

大型自動車免許 秋田県鹿角市花輪字諏訪野５
５－３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

必須 05080-   92021

美容師

1人

●美容に係る全般業務に従事していただきます
　・お客様のニーズに応じてシャンプー、カット、パーマ、セット、
　　仕上げなどの美容業務
　・電話の応対、来店者の案内等接客に係る業務
　・会計に係る業務
　・その他、付随する業務（店内の整理清掃業務等）
＊技術者、アシスタントともに募集しています
＊お客様の年代層も幅広く、様々なニーズにお応えしています
＊子育て中のお母さんもぜひ一緒に働きませんか！
　（現在、子育て中の社員も勤務しております）

他 美容室　ラ・ラ・セゾン

美容師
170,000円～170,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字下花輪１
－１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 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

※必要な免許・資格 月給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 75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 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

大型特殊自動車免許
※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

就業場所 39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 39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 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 月給

変形（1年単位） 就業場所 187人
(1)8時10分～20時10分
(2)20時10分～8時10分 企業全体 187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 11人
(1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～16時30分 企業全体 11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

必須 05080-  115821

土木・造園施工管
理技士

1人

●造園及び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・造園工事現場において、土木・造園施工状況管理に係る
　　業務
　・諸官庁等へ提出する各種書類の作成（パソコン操作にて作成）
【主な工事内容】
　・造園に伴う植栽工事、根掘工事
　・市内公園の樹木等の管理
　・宅地造成や住宅等の外構工事

日他 榊造園
８トン限定中型自動車免
許

209,700円～256,300円 その他

２級土木施工管理技士 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下小路５８－１雇用期間の定めなし

64歳
以下

２級造園施工管理技士

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05080-  114721

ガス検針・集金・
セールス・灯油販売

1人

●個人宅のガスの検針・灯油販売・集金及びセールス業務等に
　従事していただきます
　・ガスの検針および集金業務（社用車ＭＴ車使用）
　　ハンディーターミナルへの入力業務
　・燃料器具の販売営業及び灯油販売（社用車ＭＴ車使用）
　・集金したお金の集計業務
　・電話応対等その他付随する業務（事務所の清掃等）
＊検針業務は、毎月１０日～２０日の間に１人４００件程度回ります
＊業務に必要な資格取得費用は会社で負担します

日他 鹿角石炭販売　合資会社

危険物取扱者（乙種）
160,000円～200,000円 その他

危険物取扱者（丙種） 秋田県鹿角市花輪字下花輪４
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-  112121

実装機オペレーター
（交替制）

3人

●製品の製造業務に従事していただきます
　・実装機への部品補充等の作業
　・作業場の整理清掃業務
　・作業は流れ作業で、立ち作業になります
＊作業用制服は会社から貸与
　（帽子、制服、靴、防護メガネ）
＊生産計画により、就業日及び時間が変更になる場合あり
＊当社では『買う気持ち、使う気持ちで良い製品づくり』を意識し
　作業をしています。この職場で一緒に働いてみませんか！

日他 十和田オーディオ　株式会社
150,700円～173,200円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字大
稲坪９８雇用期間の定めなし

18歳
～64
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

不問 05080-  111921

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
173,334円～173,334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 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  110621

現場管理技術者

1人

●土木工事現場の施工管理、技術全般に係る業務に従事して
　いだたきます
　・土木工事の施工管理に係る計画検討、工程管理業務
　・工事施工に伴う品質管理、原価管理に関する業務
　・官公庁へ提出する各種書類の作成と提出
　・その他、工事の施工管理に付随する業務
＊事務作業はパソコン操作による
＊中型自動車運転（８ｔ未満）の業務が伴う場合あり

土日他 株式会社　新東組
８トン限定中型自動車免
許

183,000円～270,000円 毎　週

１級土木施工管理技士 秋田県鹿角市八幡平字永代地
５０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 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  109221

土木作業員

1人

●土木作業全般に従事していだたきます
　（主な工事内容）道路、河川、治山等
　・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
　・冬期は、除雪作業

土日他 株式会社　新東組
８トン限定中型自動車免
許

165,000円～200,000円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字永代地
５０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

05080-  108821

現場作業員（臨時）

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
＊雇用期間は、２ヶ月以上から相談に応じます。
　（常用雇用についても、検討いたします）

日他 株式会社　佐藤組
８トン限定中型自動車免
許

171,750円～171,750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

必須 05080-  106021

重機オペレーター
（除雪オペ含）

1人

●土木工事現場での重機オペレーターや冬期間の除雪作業（主に
　ローダー等運転）に従事していただきます
　・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
　・その他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
●冬期間の市道の除雪作業（主にローダー等運転）
　・重機の安全点検と洗車業務
※冬期間の除雪オペレーターのみの就労も可。ご相談下さい。

日他 株式会社　佐藤組
車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

171,750円～229,000円 その他

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 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  105121

機械設計担当

1人

●各種機械の機構設計等の業務に従事していただきます
　・機械設計担当として、各種産業機械の機構設計及び
　　各種治工具設計等
　・各種産業機械の機構設計、各種治工具の設計等
　　（３Ｄ－ＣＡＤを使用した設計等）
＊Ａターン者を含め、遠方からの応募も可能です
　（住宅手当を検討します）

日他 ジョイタム　株式会社
146,200円～400,000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

必須 05080-  104921

給水装置工事主任
技術者

1人

●給排水工事・土木工事業務に従事していただきます
　・住宅、事業所等の給水排水に係る作業
　・給湯設備に係る配管等の作業
　・衛生設備関係（トイレ、洗面所など）の取り付け作業
　・その他水道工事に付随する業務他（土木工事の応援等）
＊現場と会社間の移動には社用車を使用
　（私用車使用の場合は、ガソリン代別途支給）

日他 株式会社　佐藤組

２級管工事施工管理技士
176,750円～237,000円 その他

１級管工事施工管理技士 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

２級土木施工管理技士

就業場所 秋田県鹿角市
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※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
(2)8時00分～16時30分 企業全体 11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
(2)8時00分～16時30分 企業全体 11人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 14人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 14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)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ヶ月単位） 就業場所 80人
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時00分 企業全体 151人
(3)9時30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 21人
(1)7時00分～15時30分
(2)8時30分～17時00分 企業全体 151人
(3)11時00分～19時30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 21人
(1)7時00分～15時30分
(2)8時30分～17時00分 企業全体 151人
(3)10時30分～19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 7人
(1)8時00分～17時00分

企業全体

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

変形（1年単位） 就業場所 27人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 27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 15人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 15人

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  128621

電気工事士（二種）
又は見習い

1人

●一般住宅、ビル、工場等の電気設備に係わる工事業務
　全般に従事していただきます
　・住宅、ビル、工場等の受変電設備等全般の電気設備工事
　・電灯、コンセント動力機器の配線、照明器具の取付
　・テレビアンテナ、情報通信等の配線・取付
　・受変電設備の配線
　・上記不良点検修理等
＊ＣＡＤにて施工図作成できる方優遇します

日祝他 有限会社　海沼電気工事

第二種電気工事士
160,000円～260,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字妻ノ神９
－５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-  126421

運転手兼リサイクル
担当

1人

●リサイクルに伴う業務
　・収集車、アームロール車を運転し、得意先業者の産業
　　廃棄物、粗大ゴミ等の収集作業
　（得意先は、小坂製錬、エコシステム小坂、他）
　・産業廃棄物等の破砕、リサイクル品に伴う分別作業
　・車両の洗車や給油等車両の管理業務
　・作業日報の記録業務
　・その他、作業場の清掃等付随する業務
＊収集車両は４トンのトラックです
＊業務拡大の為の増員募集です

日他 有限会社　ホクセイ

中型自動車免許
169,500円～192,100円 その他

大型自動車免許 秋田県鹿角市花輪字高沢６－
１雇用期間の定めなし

40歳
以下

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080-  125521

現場作業員

5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

他 株式会社　ＭＧ
349,500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 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05080-  124221

看護師または准看
護師（けいあい）

1人

●当施設の入所者看護に係る全般業務
　・医師の指示により、入所者の看護業務全般を担当
　・入所者に対する看護業務全般（介護業務も含む）
　・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）

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-  123821

介護職員（けいあ
い）

1人

●当施設へ入居している利用者の介護に係る業務全般に従事して
　いただきます
　・利用者の食事、衣類の着替え、入浴、排泄等に係る介助業務
　・レクリエーションや行事の計画・実施
　　（ゲームやリハビリ体操、夏祭りや誕生会等の企画）
　・その他記録等の付随する業務
＊当施設は、３つのユニット（１０名×２、９名×１）です

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-  121021

事務職員

1人

●事務及び庶務業務に従事していただきます
　・会計、総務、経理、一般等の事務業務全般
　　病院会計窓口応対、各種保険手続き等、銀行・役所手続き等、
　　電話応対、備品管理等
　・運転業務
　　医師の送迎（乗用車使用、週１～２回／鹿角～盛岡）
　　患者及びデイサービス利用者の送迎（リフト車使用、朝・夕／
　　鹿角市内）
＊宿直業務あります（月２～３回／交替制）

日祝他 医療法人恵愛会　鹿角中央病
院148,000円～205,000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
～44
歳

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080-  120121

土木施工管理技士

1人

●建設工事現場における施工に係る管理業務
　・工事状況等の工程管理業務
　・現場の工事工程、工事日程の調整、工期の設定
　　また工事の施工計画、工事費の見積り等の検討
　・関連する作業手順、資材及び機械の手配等
　・工事の安全に関する管理業務等

日祝他 株式会社　イトウ建材店

２級土木施工管理技士
183,000円～255,000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
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・財形

あれば尚可 05080-  118421

電気工事士（見習も
可）

2人

●電気設備工事に係る全般業務
　・管理責任者の指示による、主に建築物等の電気内線工事
　・官公庁及び事業所また一般個人住宅等の電気工事
　　機械や照明器設備等の電気配線工事及び電気設備工事
　　制御盤製作等の作業
＊工事現場は主に鹿角市、小坂町、大館市ですが近県への出張も
　あります（移動には社有車を使用します）
　（１回に２日～１週間程度、費用は全て会社負担）

日他 株式会社　国成電気工事

中型自動車免許
150,000円～270,000円 その他

第二種電気工事士 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
上寄熊８９－１雇用期間の定めなし

64歳
以下

第一種電気工事士

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080-  117521

造園・土木作業員
（経験者）

1人

●造園及び土木工事に係る現場作業全般に従事していただきます
　・造園に伴う植栽工事、根掘工事の作業
　・市内公園の樹木等の管理作業
　・土砂の掘削作業、草刈り、根切り、埋め戻し等の作業
　・重機を使用しての掘削作業
　・宅地造成や住宅等の外構工事作業　
　・付随する雑工事作業
＊定年年齢６５歳以上の方の応募もご相談下さい。
　勤務日数（例：週３日程度の勤務等）の相談にも応じます。
　また、１１月末までの有期雇用も可能です。

日他 榊造園

８トン限定中型自動車免
許

186,400円～221,350円 その他

大型自動車免許 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下小路５８－１雇用期間の定めなし

64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

不問 05080-  116221

造園・土木作業員
【トライアル雇用求
人】 1人

●造園及び土木工事に係る現場作業全般に従事していただきます
　・造園に伴う植栽工事、根掘工事の作業
　・市内公園の樹木等の管理作業
　・土砂の掘削作業、草刈り、根切り、埋め戻し等の作業
　・重機を使用しての掘削作業
　・宅地造成や住宅等の外構工事作業　
　・付随する雑工事作業
＊当社は、公園や庭園等の樹木等の管理の他に、一般住宅のカー
　ポートや風除室等も含めた庭全体の外構工事も手がけています。
　女性の作業員希望者も歓迎します！

日他 榊造園

８トン限定中型自動車免
許

174,750円～198,050円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下小路５８－１雇用期間の定めなし

44歳
以下

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 15人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 15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30分
企業全体 3人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 6人
(1)8時30分～17時00分
(2)9時00分～18時30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 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 時給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 0人
(1)8時00分～17時00分
(2)9時00分～18時00分 企業全体 3人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

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 日給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 6人
(1)8時00分～16時30分

企業全体 14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 6人
(1)8時00分～16時30分

企業全体 14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～17時00分

企業全体 7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

※必要な経験正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  144621

現場作業員

2人

●土木工事業務に従事していただきます
　（法面を自然環境による浸食、地滑りによる崩落を防止する為の
　　工事を担当しています）
　・アミ張り、ピン打ち等の法面作業
　・その他、工事に関する付随する業務
＊現場によりますが、１週間または２週間に１度帰省しています
　（現場までは、社用車にて移動します）
＊社員寮完備（自己負担なし）

土日他 有限会社　シンワ
164,000円～205,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字赤川４９
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-  143321

型枠大工または見
習い

2人

●建設工事に係わる型枠工事に従事します
　・建築、土木工事の現場において木製型枠の加工、組立、解体等
　　の作業
　・片付け作業
　・その他付随する業務
＊現場は市内及び県外の近隣の地区になります
　（日帰り可能な範囲です）

日他 有限会社　海沼工務所

大型自動車免許
164,500円～282,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字久保田６
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-  139021

土木作業員

2人

●土木工事全般に従事していただきます
　・道路舗装に係る工事作業
　・道路改良に係る工事作業
　・下水道に係る工事作業等　
＊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、コンクリート間等の埋設、道路の修築等
　です

日他 優和建設　株式会社
192,000円～240,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字下タ町１７
９－３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-  138121

土木施工管理技士

1人

●土木工事施工管理に係る業務に従事していただきます
　・工事工程、工事日程調整、工期の設定、工事の積算等
　・関連する作業の手順、資材、機械の手配等
　・主な工事は、道路舗装工事、道路改良工事、下水道工事等です

日他 優和建設　株式会社

２級土木施工管理技士
212,000円～270,000円 その他

１級土木施工管理技士 秋田県鹿角市花輪字下タ町１７
９－３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

不問 05080-  137921

鉄筋加工【トライアル
雇用求人】

1人

●高速道路、病院、マンション等の建設現場での鉄筋加工に関する
　一連の業務に従事していただきます
　・建築土木の基礎工事に係る鉄筋加工業務
　・現場において鉄筋のフープ巻き作業
　・鉄筋の継ぎ溶接、または結束線で止める作業等
　・その他付随する作業
＊工事現場には、社用車で移動します
　県外等で宿泊を伴う場合は、宿泊と食事は会社で全額負担します
　遠方の現場でも、原則土・日曜日の休日は帰宅します

土日他 有限会社　村木鉄筋
180,000円～180,000円 毎　週

秋田県鹿角市十和田末広字宇
坪田４－９雇用期間の定めなし

18歳
～40
歳

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災

不問 05080-  136621

食品製造

2人

●製造業務に全般に従事していただきます
　・ホルモン製造
　・弁当・仕出し製造（調理）
　・麺製造　
＊短時間勤務希望の方、パートタイムも別途求人公開中です

他 ハンサム侍
147,305円～147,305円 その他

秋田県鹿角市花輪字寺ノ後９
－１－２雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

あれば尚可 05080-  135321

鉄筋加工

1人

●高速道路、病院、マンション等の建設現場での鉄筋加工に関する
　一連の業務に従事していただきます
　・建築土木の基礎工事に係る鉄筋加工業務
　・現場において鉄筋のフープ巻き作業
　・鉄筋の継ぎ溶接、または結束線で止める作業等
　・その他付随する作業
＊工事現場には、社用車で移動します
　県外等で宿泊を伴う場合は、宿泊と食事は会社で全額負担します
　遠方の現場でも、原則土・日曜日の休日は帰宅します
＊短期雇用も可能、気軽にご相談下さい

土日他 有限会社　村木鉄筋

アーク溶接技能者（基本
級）

200,000円～340,000円 毎　週

玉掛技能者 秋田県鹿角市十和田末広字宇
坪田４－９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

必須 05080-  133521

葬祭業務スタッフ

1人

●葬儀に係る一連の業務に従事していただきます
　・葬儀に伴う霊柩車の手配と運転業務
　　（霊柩車はＡＴ車です）
　・お客様へ葬儀に関する準備等のお知らせと手配
　・火葬や葬儀会場等に関する業務
　・その他、葬儀に関する付随業務
＊夜間対応待機は当番制です

他 有限会社　花万
152,000円～170,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字六月田５
４－２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

正社員 雇用・労災

あれば尚可 05080-  132221

板金工（見習い可）

1人

●一般住宅、公共建築物の板金業務（屋根工事及び外壁工事）に
　従事していただきます
　・屋根貼り作業
　・外壁貼り作業
　・屋根や外壁の塗装作業
　・古くなった屋根、外壁の取り払い作業
　・冬期間は除雪作業（一般家庭等）もあります
　・その他付随する業務
＊事務所に集合して社用車で現場へ向かいます
＊建築現場は主に鹿角地域です

日他 杉江板金工業
176,000円～242,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字合ノ野２９
４－１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

必須 05080-  130721

電気工事士（一種）

1人

●一般住宅、ビル、工場等の電気設備に係わる工事業務
　全般に従事していただきます
　・住宅、ビル、工場等の受変電設備等全般の電気設備工事
　・電灯、コンセント動力機器の配線、照明器具の取付
　・テレビアンテナ、情報通信等の配線・取付
　・受変電設備の配線
　・上記不良点検修理等

日祝他 有限会社　海沼電気工事

第一種電気工事士
200,000円～350,000円 その他

１級電気工事施工管理技
士

秋田県鹿角市花輪字妻ノ神９
－５雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

12 



※必要な免許・資格 月給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 9人
(1)9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

変形（1年単位） 就業場所 7人
(1)8時20分～17時20分
(2)8時20分～12時00分 企業全体 7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 27人
(1)7時30分～16時15分
(2)8時15分～17時00分 企業全体 700人
(3)7時30分～11時30分

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 112人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 700人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 112人
(1)8時00分～17時00分
(2)18時00分～22時00分 企業全体 700人
(3)21時00分～5時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 52人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 255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 52人
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分 企業全体 255人
(3)10時30分～19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 13人
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分 企業全体 255人
(3)10時30分～19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 20人
(1)8時30分～17時30分
(2)17時00分～9時00分 企業全体 255人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 6人

(1)8時30分～17時30分
企業全体 255人

※必要な経験

秋田県鹿角市十和田大湯字湯
ノ岱１６－２

医療法人楽山会　大湯リハビリ
温泉病院（通所リハビリ・指定訪
問介護・介護医療院・指定居宅
介護支援事業所）

医療法人楽山会　大湯リハビリ
温泉病院（通所リハビリ・指定訪
問介護・介護医療院・指定居宅
介護支援事業所）

秋田県鹿角市十和田大湯字湯
ノ岱１６－２

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  159521

介護支援専門員
（指定居宅介護支
援事業所） 1人

●指定居宅介護支援事業所において介護支援専門業務に従事して
　いただきます
　・ケアプランの作成
　・要介護認定の申請代行
　・介護にかかる相談業務
　・各事業所、関係機関との連携調整等
　・他、付随する業務
＊訪問には事業所所有の自動車（ＡＴ車）または、自家用車を使用
　していただきます（使用料支給）
＊ユニフォーム貸与

他

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

183,000円～203,000円 毎　週

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-  158221

介護職員（介護医
療院）

1人

●当病院の施設入院している患者に係る介護業務に従事して頂き
　ます
　・入院患者の食事に係る介助業務、衣類の着替え、入浴、排泄等
　　に係る介助業務
　・その他入院患者のお世話等
＊未経験者には、研修を行っており、安心して就労できます

他
165,453円～175,305円 その他

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 05080-  157821

介護職員（ケアハウ
ス）

1人

●当施設のケアハウスに入居している方の介護に係る業務
　全般に従事していただきます
　・入居している３０人の日常生活の介護業務
　　（食事、入浴、排泄介助等）
　・散歩、ドライブ、買い物、レクリエーション等の介助
　　（ドライブ等の範囲は、鹿角市、小坂町です）
＊夜勤業務の出来ない方、短時間希望する方等も相談に応じます
　ので、気軽にご相談下さい
＊最初の更新後は、１年毎の雇用契約となります

他 医療法人楽山会　温泉保養館
おおゆ

介護福祉士
181,305円～181,305円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字川
原の湯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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  156721

介護職員【正職員】

1人

●当施設に入居・利用している方の介護に係る業務全般に従事して
　いただきます
　・入居、利用している方の日常生活の介護業務
　　（食事、入浴、排泄介助等）
　・散歩、ドライブ、買い物、レクリエーション等の介助
　　（ドライブ等の範囲は、鹿角市、小坂町です）

他 医療法人楽山会　温泉保養館
おおゆ

介護福祉士
176,000円～204,000円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字川
原の湯９－３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-  155021

機能訓練指導員
【正職員】

1人

●機能訓練係る業務全般に従事していただきます
　・当保養館のデイサービス、ケアハウスを利用する方の
　　機能回復訓練の指導業務
　・機能訓練計画作成や実施記録の入力
　・その他、施設利用者の機能訓練に付随する業務

日他 医療法人楽山会　温泉保養館
おおゆ

あん摩マッサージ指圧師
177,500円～202,500円 毎　週

柔道整復師 秋田県鹿角市十和田大湯字川
原の湯９－３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

不問 05080-  150421

トータルクリーンス
タッフ（清掃作業）

2人

●得意先の清掃業務に従事していただきます
　・建物内外の清掃作業
　　（定期清掃、新築引き渡し清掃、ハウスクリーニング、ガラス
　　　掃除等）
＊初めは、先輩社員が清掃用具・機械の使い方など指導します
　未経験の方でも安心してご応募下さい
＊定期的に夜間帯の作業もあります

他 東北ビル管財株式会社　鹿角
営業所149,151円～188,200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

18歳
～45
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-  149821

人材派遣管理者

1人

●人材派遣事業所の労務管理等の業務全般を担当して頂きます
　・派遣先事業所を巡回訪問し、派遣社員（常駐者）の労務管理
　・派遣社員の給料計算、勤務表の作成等の業務
　　（パソコン操作；ワード・エクセルを使用）
　・派遣社員の清掃技術指導
　・派遣見積書、積算表の作成業務
　・資機材の修理（バッテリー交換を含む）及び管理

土日祝他 東北ビル管財株式会社　鹿角
営業所160,188円～181,500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

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

あれば尚可 05080-  148721

給食係

2人

【請負事業】　
●保育園の給食に係る業務全般に従事していただきます
　・厨房において園児の給食調理業務
　・給食の盛り付け及び配膳業務
　・給食後の後片付け業務
　・食器、調理器具等の洗浄、整頓
　・厨房室の整理清掃
　・保育園内の清掃及び保育園外の清掃

日祝他 東北ビル管財株式会社　鹿角
営業所

調理師
135,014円～142,350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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・その他

あれば尚可 05080-  147021

製造員（金属製品の
溶接作業）

1人

●製造作業員として下記の業務に従事していただきます
　・溶接に係る加工業務
　（アーク、半自動、スポット溶接、各種スタッド溶接等）
　・溶接後の削り均し作業
　・その他、付帯作業

日他 工藤製作所
161,000円～181,000円 その他

秋田県鹿角市十和田末広字谷
地中１６－３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-  146121

新聞記者

1人

●当社新聞記事に係る記者業務に従事していただきます
　・鹿角市及び小坂町を中心に新聞に掲載する記事の取材業務
　　外勤業務：取材とカメラ撮影業務
　　内勤：取材内容をパソコンで記事入力業務
＊営業には、自己保有車を使用していただきます
　　（燃料代等は別途支給します）

他 株式会社　米代新報社
138,600円～150,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字上中島１
９５雇用期間の定めなし

59歳
以下

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 10人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 27人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 17人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 180人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 8人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 227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00分～17時00分

企業全体 57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
(1)10時00分～19時00分
(2)10時30分～19時30分 企業全体 1,818人
(3)11時00分～20時00分

※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 20,000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00分～17時00分

企業全体 310人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 0人
(1)8時00分～17時00分
(2)17時00分～2時00分 企業全体 100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 14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 月給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 111人

企業全体 3,500人

※必要な経験

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05080-  167221

工事の施工管理（見
習い）

1人

●高速道路の維持管理業務に従事していただきます
　（道路の保全、雪氷対策作業、交通事故復旧工事等）
　・現場施工における品質、工程、安全管理、工事書類の
　　作成（パソコン使用）
＊転勤のない当事業所限定
　活力ある技術職を育成する為、資格取得に意欲のある方を希望
　します（資格取得費用の助成制度あり）

土日祝他 スバル興業株式会社　十和田
事業所

中型自動車免許
170,000円～231,000円 毎　週

秋田県鹿角市十和田錦木字赤
沢田１９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

あれば尚可 05080-  166821

交通誘導警備員

1人

●交通誘導警備員に係る業務
　・交通誘導警備
　　土木・建築工事現場、イベント会場等での歩行者や車両の交通
　　誘導警備業務
＊現場までは自己所有車で移動（自宅から現場まで移動）
＊警備業務初めての方には親切、丁寧に指導します

日他 ＡＬＳＯＫ秋田管財株式会社
鹿角営業所交通誘導警備業務検定２

級
172,800円～216,000円 毎　週

施設警備業務検定２級 秋田県鹿角市花輪字上花輪３
４１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

18歳
以上

雑踏警備業務検定２級

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-  162921

配送及び販売活動

2人

●建築資材、住宅資材の配送業務及び販売活動に従事して頂きます
　・工事現場への資材配送（積下ろしは手作業で行います）
　・鹿角郡市（一部大館市もあり）を中心とした建設会社及び工務
　　店等へ建築・住宅資材（サッシ等）の販売活動
＊始めは、主に配送業務をしながら資材について覚えて頂きます。
　その後、徐々に販売活動も行って頂きます
＊配送・販売活動には、１～２ｔのトラックを使用
＊年に３回展示会があります（土・日・祝日を含み開催）
　対応可能な方を希望します

日祝他 株式会社成田金物商店　鹿角
支店150,000円～270,000円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
上陣場１００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 又は7時00分～18時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

必須 05030-   96421

一般職（スーパー業
務全般）【大館市・
鹿角市・北秋田市】 3人

◆スーパーマーケットにおいて、商品加工・品出し・発注・接客
　などを担当して頂きます。
※技術や知識の習得状況と評価をもとに正社員登用を行います。
※経験・未経験を問わず、将来正社員として活躍して頂ける人材の
　発掘を目的としています。
※配属部門は希望と適性を考慮し決定致します。
※募集の詳細は、当社ホームページのチャレンジ社員募集をご覧
　下さい。
○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　伊徳
190,000円～210,000円 その他

秋田県大館市清水４－４－１５
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 05030-   78821

配管工員（見習可）

1人

◆建築物配管作業（冷暖房換気設備、消防設備等）
◆上下水道配管敷設作業（給水管、排水管等）
　・官公庁関係の業務が主体となっております
＊工事現場は主に大館市、小坂町、鹿角市です
＊見習可（資格取得を目指す方）

日他 熊谷施設工業　株式会社

１級配管技能士
200,000円～450,000円 その他

２級配管技能士 秋田県大館市水門町４－２
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

無期雇用派遣労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05020-  225121

自動車部品組立及
び成形業務

4人

◆配属先工場にて、製品の組立業務及び成形業務に従事して頂き
　ます。
　・製品の組立作業
　・プリント基板のハンダ付け作業
　・包装に関わる作業
　・プラスチック成形作業
　・各製品の整理等管理業務
　・その他、付随する業務
※配属、部署により業務内容が異なります。

土日祝他 株式会社　ＫＡＣテクノ
150,000円～185,000円 その他

秋田県能代市万町２－２０　ＴＫ
ビル２階雇用期間の定めなし

18歳
～59
歳

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05010-  278521

誘導担当警備員
（県北地区）

3人

・ショッピングセンター、イベント会場、各種工事現場等において誘導
　業務
・入社時研修を実施（３日間）　＊別途賃金支給
・制服貸与
・警備資格保有者は別途優遇
・６５歳以上の方は別途相談のうえ、有期雇用となります。
＊現場へは直行直帰となります

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

有期雇用派遣労働者 雇用・労災

不問 05010-   76421

製品の検査【小坂
町】

1人

車載機器などを扱っている工場にて基盤の検査をお願いいたします
※作業は流れ作業ですが、ライン作業ではありません
※立ち仕事になります
※製品の重量は１～２ｋｇ程度です。重量物はありません。

日祝他 株式会社　テクノ・サービス　秋
田営業所183,040円～183,040円 その他

秋田県秋田市中通２丁目１－３
６　マグナスビル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 04010-  588921

大手家電量販店で
のスマホ受付案内
（鹿角市） 1人

スマホの受付販売スタッフ
店舗にいらしたお客様へ各種対応をお願いします。
＜具体的な業務内容＞
◆来店されたお客様への接客対応
◆スマホの操作方法の説明
◆新規契約、機種・プラン変更などの各種手続き　など
ほとんどの方が未経験からスタート
入社後は座学研修の他、ＯＪＴもあるので未経験の方やブランクが
ある方でも安心！

他 株式会社　アイヴィジット　東北
支店191,520円～199,920円 毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁
目３－１０　仙台本町ビル７階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

必須 02030-  158421

土木施工管理（１
級・２級土木施工管
理技士） 2人

○公共工事、河川工事、道路工事や民間の庭先舗装等の土木工事
　現場における施工管理等
○パソコンにて書類作成（エクセル・ワード・ＣＡＤ等）
＊自家用車を業務に使用できる方。

日祝他 株式会社　タナックス　弘前支
店

１級土木施工管理技士
250,000円～300,000円 その他

２級土木施工管理技士 青森県南津軽郡藤崎町大字常
盤字五西田７２－１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
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※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 103人

(1)8時30分～17時30分
(2)17時00分～9時00分 企業全体 255人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 43人
(1)8時20分～17時20分

企業全体 44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

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

就業場所 20人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 42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 15人
(1)8時50分～17時30分
(2)16時50分～9時30分 企業全体 450人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 11人

(1)9時30分～18時15分
企業全体 235人

※必要な経験

※必要な免許・資格 その他

交替制あり 就業場所 14人

企業全体 750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）

正社員以外 又は8時30分～19時30
分の間の8時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

必須 24020- 8074911

【請】公共図書館ス
タッフ

1人

＊窓口での貸出・返却・予約・リクエスト・レファレンス対応
＊イベント企画・運営、展示作成、計画書・報告書作成
＊パートスタッフの管理
＊司書資格必須、図書館勤務経験者優遇
司書資格のある方なら、図書館勤務経験が無くても、応募受付致し
ます。
詳細は、ハローワーク窓口でお尋ねください。

他 株式会社　リブネット

司書
170,000円～180,500円 毎　週

三重県伊勢市楠部町乙１３５番
地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

必須 05010-25022611

サービスエンジニア
（整備）　【県北地
域】 1人

○店舗において、下記の業務に従事していただきます。
　・点検整備全般　　　
　・洗車、構内清掃
　・接客、整備内容等のご説明
　・部品発注及び管理
　・帳票の管理
　・取扱商品の推販
　・その他付随する業務
＊働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

火他 秋田トヨタ自動車　株式会社

三級自動車整備士
172,500円～284,500円 その他

秋田県秋田市泉中央２丁目１
－３雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 04010-68811011

高速道路パトロール
業務

1人

高速道路の安全を図るため、パトロール業務を行います。
（交通・気象・道路状況等の把握、交通事故・故障車処理、
　落下物排除等）

他 株式会社　ネクスコ・パトロール
東北175,900円～191,200円 毎　週

宮城県仙台市青葉区国分町三
丁目１番２号
アーバンネット定禅寺ビル６Ｆ

雇用期間の定めなし

18歳
～30
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- 2716611

介護職員

1人

●デイサービスセンターゆぜ温泉において介護に係る業務に
　従事していただきます
　・デイサービス事業所業務全般（利用者の送迎はありません）
　　施設利用者の日常生活での介護業務、食事の介助、入浴
　　の介助、排泄の介助等
　　また、散歩・レクリエーション等の実施
＊定員１８人、介護職員：７人

土日他 シニアガーデン　ゆぜ
介護職員初任者研修修
了者

153,220円～172,000円 毎　週

ホームヘルパー２級 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・財形

あれば尚可 05080- 2715311

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
【追加募集】

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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2723311

食品製造員

1人

●製パン・製菓用改良剤（粉類）またフルーツ加工に係わる製造
　業務に従事して頂きます
　・粉体の原料及び製品の計量作業・充填・梱包作業等の製造作業
　・りんごの手直し作業及び選別作業等のりんごの加工に係わる
　　製造作業
　・ジャム・ドライフルーツ等の製造作業
　・工場内の整理整頓及び清掃作業
＊立ち仕事が中心です
＊配属先は、適性をみて判断します

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 雇用・労災・健
康・厚生・財形

あれば尚可 05080- 2721411

ＣＡＤＣＡＭプログラ
マー

1人

●当社においてＣＡＤＣＡＭによるプログラム作成業務に従事して
　いただきます
　・パソコン操作によるプログラム作成業務
　・身の周りの点検、整理整頓等管理業務、清掃業務
　・その他、附随する業務
＊プログラム経験のある方、ご応募下さい。大歓迎です！
【追加募集】

日祝他 株式会社　青山精工
169,400円～200,000円 その他

秋田県鹿角市十和田末広字紀
ノ国平４２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- 2720511

介護職員

1人

●当病院の病棟に入院している患者に係る介護（看護）補助業務に
　従事していただきます
　（当病院は温泉を活用したリハビリ病院です）
　・入院患者の食事に係る介助業務、衣類の着替え、入浴、排泄等
　　に係る介助業務
　・その他入院患者のお世話等
＊未経験者には、研修を行っており、安心して就労できます
　夜勤業務も慣れてから従事して頂きます
＊当病院では６０歳以上の方も勤務しております
　興味のある方、応募下さい

他 医療法人楽山会　大湯リハビリ
温泉病院162,453円～167,305円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字湯
の岱１６－２雇用期間の定めあり

（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-  320821

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
◇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
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

◎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！
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パートタイム
職種

雇用形態
雇用期間

求人数
年齢 仕事の内容

必要な免許・資格
必要な経験

賃金形態
賃金時給額
就業時間

※必要な免許・資格 時給

就業場所 4人
(1)15時15分～19時15分

企業全体 50,035人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 1,150人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 2,000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)8時00分～17時00分
(2)8時00分～15時00分 企業全体 16,232人
(3)8時00分～12時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 0人
(1)9時00分～14時00分
(2)10時00分～15時00分 企業全体 20,000人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 114人

企業全体 114人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 96人
(1)15時10分～22時10分
(2)18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

就業場所 96人
(1)15時00分～19時00分
(2)15時00分～18時00分 企業全体 3,500人
(3)16時00分～19時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 96人
(1)8時00分～12時00分
(2)9時00分～13時00分 企業全体 3,500人
(3)8時00分～11時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 55人
(1)7時00分～11時00分
(2)16時00分～20時00分 企業全体 438人

※必要な経験パート労働者 労災

不問 05080-   62421

売店係

2人

●売店コーナーを担当していただきます
　・お土産品等の販売業務
　　商品の仕入れ、在庫管理、商品陳列・補充等の店内管理
　　商品の発送に係わる業務
　・接客業務
　　お客様応対、レジ精算、商品梱包等
　・売店内の整理清掃等
＊繁忙時には、フロントや宴会場の応援業務があります

他 株式会社　ホテル東日本　和心
の宿　姫の湯830円～1,000円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字湯瀬４
０－１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 又は8時00分～13時00
分の間の3時間以上

労災

不問 05080-   43821

惣菜部門担当（４時
間アルバイト社員）

2人

●惣菜品の販売に係る業務に従事ていただきます
　・惣菜の製造加工業務
　・各種食材、トレイの発注に係る業務
　・売場づくり、売場の管理
　・惣菜の補充、品出し
　・売場の整理整頓、及び清掃業務
※希望時間がありましたら、気軽にご相談ください。

他 いとく花輪店（株式会社　伊徳）
830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）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は15時00分～19時
00分の間の3時間以上

労災

不問 05080-   41021

グロサリー部門担当
（４時間または３時間
のアルバイト） 1人

●グロサリー担当として下記の業務に従事していただきます
　・食品、御菓子、雑貨（冷蔵・冷凍商品を除く）等の商品全般の
　　売場管理（商品補充・陳列）
＊品質管理や発注業務に、パソコンを使用します
　（パソコン操作方法は、簡単な操作になります）

他 いとく花輪店（株式会社　伊徳）
830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）

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-   40121

ナイト部門担当（４時
間又は６時間のパー
トナー社員） 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
＊人事考課制度あり、勤務成績優秀な方は昇給・賞与もあり
＊他部門との掛け持ちも可能（１日７時間まで）

他 いとく花輪店（株式会社　伊徳）
840円～960円 その他

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 又は8時30分～17時30
分の間の4時間以上

労災

不問 05080-   11221

介護職員

1人

●特別養護老人ホーム・デイサービスで、介護に係る業務に従事して
　いただきます。
　・利用者様の食事、入浴、排せつの介助
　・利用者様の送迎
　・レクリエーションや行事等企画、運営
＊雇用契約期間は、年度毎更新となります。
＊就業時間の相談は可能です。
＊介護職未経験の方も歓迎します。
【利用者人数】あかしあの郷：特別養護老人ホーム（５０名）
　　　　　　　デイサービス（１５名）
【ユースエール認定企業】※備考欄参照

他 社会福祉法人　小坂ふくし会

980円～980円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字栗平２５－２　本部あかしあの
郷

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

有期雇用派遣パート 雇用・労災

不問 05010-   73821

製品の検査【小坂
町】

1人

車載機器などを扱っている工場にて基盤の検査をお願いいたします
※作業は流れ作業ですが、ライン作業ではありません
※立ち仕事になります
※製品の重量は１～２ｋｇ程度です。重量物はありません。

日祝他 株式会社　テクノ・サービス　秋
田営業所950円～950円 その他

秋田県秋田市中通２丁目１－３
６　マグナスビル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

パート労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05010-   34521

寝具類管理業務（か
づの厚生病院）

1人

○シーツ、パジャマ等リネン類の補充、回収業務
○集配車からの荷受け業務
○その他付随業務

日他 ワタキューセイモア　株式会社
東北支店秋田営業所822円～822円 その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－
６９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

あれば尚可 05030-  151421

交通誘導警備業務
【大館・鹿角・北秋
田市地域】 1人

◆各種イベント会場等の駐車場管理、道路及び工事現場での人・
　車両などの誘導業務に従事します　　　　　　　　
◎各現場までは、自家用自動車使用となります　　　　　　
◎未経験者歓迎します　　　　　　　　　　　　　　　　　
◎研修期間：４日間あります　　　　　　　　　　　　　　
　（その間、日額＠６，５７６円）
◎月１５日程度の勤務
＊資格取得制度有り（全額会社負担）
＊男女共に活躍している業界です
＊６０歳以上の方も応募歓迎します

他 株式会社　タクト
1,100円～1,250円 その他

秋田県大館市御成町２－１７－
１０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

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

パート労働者 雇用・労災

不問 03010-  414721

他 日清医療食品　株式会社　北
東北支店

調理師
850円～950円 毎　週

調理師／４Ｈ（鹿角
市花輪）

1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：２９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）

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。
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※必要な免許・資格 時給

就業場所 55人
(1)7時00分～10時00分
(2)14時00分～20時00分 企業全体 438人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 55人
(1)6時00分～11時00分
(2)15時00分～21時00分 企業全体 438人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 55人
(1)8時00分～12時00分

企業全体 438人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 3人

(1)17時00分～22時00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 18人

企業全体 41人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 19人
(1)8時30分～17時30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 35人
(1)13時00分～17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 26人
(1)5時00分～7時00分
(2)5時00分～9時30分 企業全体 26人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 14人
(1)21時00分～8時00分

企業全体 14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 75人
(1)8時15分～17時10分

企業全体 88人

※必要な経験パート労働者 又は8時15分～17時10
分の間の4時間以上

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  107721

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
830円～900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

パート労働者 雇用・労災

あれば尚可 05080-   97421

夜警および館内施
設管理

1人

●夜警および設備管理業務等に従事していただきます
　・夜間警備
　　館内見回り（戸締り確認、施錠、開錠）
　・浴室清掃の補助
　・ボイラー管理
　・フロント補助業務
＊月１５日程度の勤務になります
＊定年年齢（６０歳）以上の方の応募も歓迎します。雇用条件は
　変わりません。

他 東日本観光　株式会社（五の宮
のゆ）

危険物取扱者（乙種）
900円～900円 毎　週

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
～59
歳

就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 労災

不問 05080-   96521

調理補助係

1人

●当旅館厨房において調理補助に係る業務に従事して
　いただきます
　・調理補助（食材準備、仕込み、調理、料理の盛付け等）
　・食後の後片付け
　・食器類の洗浄
　・厨房の清掃等
　・その他附随する雑務作業等
＊就業時間（１）（２）選択可です！
＊就業時間及び勤務日数希望等ありましたら相談可です！


他 株式会社　千葉旅館
830円～1,000円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字上
ノ湯１丁目３８－１雇用期間の定めなし

69歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 労災

不問 05080-   88521

清掃員（週３～４日）

1人

●施設内の清掃業務に従事していただきます
　（グループホームみさと・デイサービスセンターオアシス）
　・玄関、ホール、廊下、トイレ（職員トイレを含む）、事務室、休憩室、
　　脱衣場、浴室、浴槽の掃除
＊はじめは、同じ清掃員から指導を受けて、業務の流れを覚えて
　いただきます
＊両方の施設を日替わりで清掃していただきます

他 有限会社　プラントス
822円～822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

パート労働者 労災

あれば尚可 05080-   86821

看護師（正・准）

1人

●デイサービスセンター「オアシス」の利用者１８人の看護業務及び
　介護業務に従事していただきます
　・看護業務全般
　　健康管理及び処置、薬の管理等
　・介護業務全般
　　食事の介助、排泄の介助等
＊月５～１０日程度の勤務となります（勤務日数相談可です）

日他 有限会社　プラントス

看護師
1,000円～1,000円 毎　週

准看護師 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

パート労働者 又は8時30分～17時35
分の間の4時間以上

雇用・労災

あれば尚可 05080-   69821

板金兼塗装工員

1人

●板金兼塗装および納入作業に従事していただきます
　・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）
　・精密機器パネルの板金及び塗装業務
　・簡単な事務処理あり（伝票貼り、伝票整理）
＊社有車（ＡＴワゴン車）で納入します
＊初めのうちは検査・梱包作業に従事していただき、業務に慣れて
　きてから、板金・塗装業務を行っていただきます

日祝他 有限会社　リンテック
900円～1,000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

あれば尚可 05080-   68721

調理（見習い）兼接
客サービス

1人

●調理補助
　・釜めしの食材の準備
　・魚、野菜等の仕込補助　　　　　　　　　　　　　　　
●接客サービス
　・お客様からオーダー受け、お料理及びお飲物の提供
　・食後の後片付け、食器洗い
　・出前（配達）の業務（軽ワゴン車使用）
　・厨房及び店内の清掃等
＊最初は作業指導いたしますが、一人で料理を提供できるように
　なることを目指します
　（経験によっては半年～１年程度）
＊就業日数、週２～３日程度の希望の方、相談可です！

水他 寿司・釜めし　錦

調理師
900円～1,000円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
南陣場６－５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-   65921

調理補助・盛付係

2人

●ホテル内厨房での調理補助のお仕事です。
　・調理をはじめ盛り付け、仕込み、洗い場のお手伝いを行って
　　いただく調理業務に従事します。
　・その他付随する業務

他 株式会社　ホテル東日本　和心
の宿　姫の湯830円～1,000円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字湯瀬４
０－１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-   64621

レストラン・宴会サー
ビス

2人

◎お食事会場でのホールスタッフのお仕事です。
　・お客様の食事（朝食・夕食）のセッティングとご案内
　・お料理やお飲物の提供
　・食事の配膳及び後片付け
　・その他付随する業務

他 株式会社　ホテル東日本　和心
の宿　姫の湯830円～1,200円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字湯瀬４
０－１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-   63321

フロント

2人

●フロント業務に従事していただきます
　・来館したお客様の出迎え等接客に係わる業務
　・ホテルチェックイン・チェックアウトの業務
　・チェックイン後のお客様のお部屋までの案内業務
　・お客様に対するホテル館内の案内業務
　　（食事の時間・場所、宴会場、カラオケ部屋、非常口等）

他 株式会社　ホテル東日本　和心
の宿　姫の湯830円～1,000円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字湯瀬４
０－１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
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※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 6人
(1)6時30分～14時00分
(2)9時00分～17時00分 企業全体 6人
(3)17時00分～22時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 8人
(1)7時00分～17時00分
(2)16時00分～0時00分 企業全体 15人
(3)0時00分～9時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 10人

(1)6時00分～9時00分
(2)6時00分～10時00分 企業全体 10人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 10人

(1)9時00分～13時00分

(2)13時00分～17時00分 企業全体 20人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 10人

(1)17時00分～22時00分
企業全体 20人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

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

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 6人
(1)10時00分～13時00分
(2)10時00分～15時30分 企業全体 6人
(3)10時00分～16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 0人
(1)9時00分～13時00分
(2)10時30分～14時00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 22人
(1)8時00分～13時00分

企業全体 48人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 38人
(1)21時00分～7時00分

企業全体 38人

※必要な経験パート労働者 雇用・労災

不問 05080-  145921

夜警

2人

●夜間のホテル内の警備業務に従事していただきます
　・夜間警備
　　館内見回り（戸締り確認、施錠、開錠）
　・ボイラーの簡易点検
　・フロント補助業務

他 感動　鹿角パークホテル　（鹿
角プランニング株式会社）

２級ボイラー技士
850円～850円 毎　週

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）

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-  142421

食肉加工（ホルモン
幸楽花輪店）

2人

●食肉ホルモン加工に係る業務に従事していただきます
　・ホルモン加工
　・その他付随する作業（作業場の掃除等）
　・業務内で重量物の取り扱いがあります（１０ｋｇ程度）

他 有限会社　中島企画
850円～1,000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

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は8時00分～18時00
分の間の4時間以上

労災

不問 05080-  141521

食品製造

2人

●製造業務に全般に従事していただきます
　・ホルモン製造
　・弁当・仕出し製造（調理）
　・麺製造　
＊就業時間は、１日４時間以上～相談に応じます
＊フルタイムも別途求人公開中です

他 ハンサム侍
850円～850円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字寺ノ後９
－１－２雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は8時30分～18時30
分の間の5時間程度

労災

あれば尚可 05080-  134421

生花スタッフ

1人

●販売業務全般に従事していただきます
　・生花の管理
　　陳列前に、商品（苗）チェック・鉢の植え替え・追肥等の作業
　　陳列及び商品の状態チェック等
　・接客業務
＊業務の関係上、繁忙となる金曜日の勤務が可能な方を希望します

月火水木他 有限会社　花万
830円～830円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字六月田５
４－２雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 労災

不問 05080-  131821

販売スタッフ（１３時
または１７時～２２
時） 1人

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

他 セブン－イレブン　鹿角花輪駅
前店830円～880円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字堰向７０
番・７１番雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 労災

不問 05080-  129921

販売スタッフ（１７時
～２２時）

1人

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

他 セブン－イレブン　鹿角八幡平
店880円～880円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字高井田４
４－１５雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 労災

不問 05080-  127321

販売スタッフ（９～１
３時または１３～１７
時） 2人

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

他 セブン－イレブン　鹿角八幡平
店830円～830円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字高井田４
４－１５雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 労災

不問 05080-  122721

販売スタッフ（朝）

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

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 労災

不問 05080-  119321

販売スタッフ

1人

●コンビニエンスストア全般に係る業務
　・レジによる商品の精算と袋詰め、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
　・来店者の案内及び接客業務
　・商品の検品、品出し、商品の補充陳列等売場の管理
　・その他、店内等の清掃業務
＊土日祝日勤務可能な方、歓迎します
＊就業日数・時間（１）（２）（３）に限らず、ご相談ください！

他 ファミリーマート　鹿角市役所前
店830円～1,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字小深田２
９８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-  113021

販売スタッフ

2人

●コンビニエンスストアでの販売に係る業務
　・レジによる商品の精算と袋詰め、カウンターフーズの販売
　・タバコの販売、宅急便の手配、チケットの販売、公共
　　料金の受託業務
　・来店者の案内等接客業務
　・商品の検品、品出し、商品の陳列補充
　・その他、店内の清掃等付随する業務
＊就業時間及び就業日数は相談可！

他 ファミリーマート　秋田鹿角花輪
北店850円～850円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字寺ノ後７
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

交替制あり 就業場所 3人
(1)7時00分～10時00分
(2)7時00分～12時00分 企業全体 700人
(3)13時00分～17時30分

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

交替制あり 就業場所 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

就業場所 27人

企業全体

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 27人

企業全体

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 28人

企業全体 127人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 40人
(1)7時30分～12時30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 8人
(1)17時30分～23時00分

企業全体 15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

企業全体 4,600人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 4人
(1)9時00分～16時00分

企業全体 219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～14時30分
企業全体 78人

※必要な経験パート労働者 雇用・労災

不問 05080- 2717911

客室清掃係

1人

●当ホテルの客室清掃に係る業務に従事していただきます
　（客室約９０部屋を９人のスタッフで清掃します）
　・客室の清掃、ベットメイキング、布団片付け、アメニティ、備品類の
　　補充と交換
　・客室のトイレ、風呂、洗面所等の整理清掃
　　（清掃作業は、掃除機、バケツ、洗剤、タオル等を使用）
＊土曜、日曜、祝日の勤務可能な方を希望します
＊雇用期間の更新予定あり：９月と３月（年２回）
【追加募集】
＊働き方改革関認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

他 株式会社　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

あれば尚可 05080- 2722011

臨時事務補助【障が
い者専用求人】

1人

●事務局において下記事務業務に従事していただきます
　・庶務
　　（パソコン入力、文書整理、郵便物の仕分け、関連保育所への
　　　事務連絡配達等）
　・福祉プラザの受付、予約受付、来客対応
　・その他付随する業務
＊事務連絡等の配達には、法人車両を使用していただきます
＊雇用契約期間は、年度毎の更新です

土日祝他 公益財団法人　鹿角市子ども未
来事業団856円～856円 毎　週

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

パート労働者 又は8時30分～20時15
分の間の2時間以上

労災

不問 07021-   34621

婦人服販売員（ハ
ニーズ鹿角店）

1人

＊上記店舗でのカジュアル婦人服の販売
　接客、販売、レジ、在庫補充などの商品管理等
　販売ノルマは有りません。
・１０代前半から４０～６０代の女性向けの商品を扱っています。
・販売未経験の方でも丁寧に指導しますので、安心して就労できます
【　アルバイト　】

他 株式会社　ハニーズ
850円～850円 その他

福島県いわき市鹿島町走熊字
七本松２７－１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-  165721

調理員

1人

●厨房において調理業務に従事していただきます
　・オーダーによる調理
　・食材料理の仕込み、料理の盛付けと配膳
　・食器及び調理器具等の洗浄
　・厨房の器具設備等の管理と清掃業務
　・他、付随する業務
＊金、土、日曜日のみの勤務です！
＊掛け持ち就労可

月火水木祝他 楽食ダイニング　つぼ八鹿角店
850円～850円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字中花輪５
８雇用期間の定めなし

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 雇用・労災

あれば尚可 05080-  164021

惣菜加工

2人

●惣菜加工販売の全般業務に従事していただきます
　・惣菜の製造加工
　・寿司、弁当等の製造
　・揚げ物や焼き物等の製造
　・パック作業及び値段付け
　・商品の品出し及び陳列
　・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～823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8時30分～0時30分
の間の3時間以上

労災

不問 05080-  160321

ホールスタッフ係

1人

●パチンコホールでの接客業務に従事していただきます
　・カウンタ－内での景品交換業務
　・景品の陳列、在庫管理、発注業務
　・店内放送
　・その他、お客様サービス等に関する付随する業務
＊就業時間は応相談！（１日６時間、７時間の勤務希望等）
（雇用条件により、雇用保険、社会保険加入します）

他 夢工房２１鹿角店（株式会社
アキヤマ）850円～1,300円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字小深田２
２７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 又は6時45分～20時30
分の間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  154121

レジ担当

1人

●商品の販売に係る業務に従事していただきます
　・レジの精算及びサッカー業務
　・品出し（重量物の運搬もあり）業務
　・商品の陳列業務
　・お客様のご案内等接客業務
　・その他、店内の商品販売に関する業務
＊土曜、日曜、祝日、勤務可能な方を希望します

他 株式会社サンデー　花輪店
822円～822円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字蒼前平６
２－２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 又は7時30分～12時00
分の間の4時間程度

雇用・労災

不問 05080-  153921

品出し

1人

●商品の品出し業務に従事していただきます
　・品出し（重量物の運搬もあり）
　・商品の陳列
　・レジのサッカ―
　・お花の管理
　・その他、付随する業務
＊土曜、日曜、祝日、勤務可能な方を希望します

他 株式会社サンデー　花輪店
822円～822円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字蒼前平６
２－２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-  152621

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

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）

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-  151321

清掃員（鹿角市役
所）

1人

【請負業務】
●鹿角市役所内の清掃業務に従事していただきます
　・館内の清掃作業
　　モップ掛け、掃き・拭き、ゴミ回収、トイレ掃除を含む
＊清掃に使用する用具は、掃除機、ほうき、タオル等です

土日祝他 東北ビル管財株式会社　鹿角
営業所822円～822円 毎　週

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
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※必要な免許・資格 時給

就業場所 706人

(1)8時30分～12時30分

(2)13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 12人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 48人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 12人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 48人

※必要な経験パート労働者 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05010-25144311

工場スタッフ（鹿角
市）

2人

○自動車リサイクルを主とした総合金属リサイクル業です。
　従事していただくのは、買取してきた自動車の解体作業に付随
　する軽作業です。
＊スタッフが丁寧に指導いたしますので、ブランクのある方もお気軽
　にご応募下さい
＊６０歳以上の方も歓迎します

土日祝他 株式会社　リーテックス

ガス溶接技能者
850円～850円 その他

秋田県秋田市下浜桂根字浜田
８５－８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

不問 05010-25143011

清掃員（鹿角市）

1人

●当社の清掃業務全般に従事していただきます
　・工場、事務所、休憩室、トイレ、廊下等の清掃
　　（掃除作業は、掃除機、ほうき、手拭作業等です）
　・事務室や休憩室の整頓業務
　・他、銀行等へ車の運転業務（社用車／ＡＴ車）がある場合あり

日祝他 株式会社　リーテックス
822円～822円 その他

秋田県秋田市下浜桂根字浜田
８５－８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30分～18時00
分の間の4時間以上

労災

不問 05080- 2718111

看護師（短時間）

2人

●当施設利用者の看護業務に従事します
　・健康管理、処置、薬の管理、食事の介助、通院付添い、緊急時
　　の対応等
　・通院付添いの際の運転業務
　　（軽または普通自動車の社用車を使用）
　・夜間のオンコール対応の当番があります
＊就業時間・日数の相談に応じますので、気軽に問い合わせ下さい
　（※勤務日数相談可）
＊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

准看護師
1,100円～1,100円 毎　週

看護師 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

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

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
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