
（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 日給

変形（1年単位） 就業場所 42人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 42人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

大型特殊自動車免許 変形（1年単位） 就業場所 42人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 42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 42人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 42人

※必要な経験

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

正社員以外 又は7時30分～17時00
分

雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  197121

道路維持作業員
（有期契約社員）

3人

・高速道路の維持修繕作業
　（路面、構造物の補修及び清掃）
　（路肩、法面等の草刈、伐採）
　（交通事故の復旧作業）
　（冬季間の除雪作業等）
　（その他、付随する作業）
・休憩施設内の清掃、植栽作業
・作業区間：安代ＩＣ～碇ヶ関ＩＣ（ＳＡ、ＰＡ含む）
※全国社会保険労務士会連合会認定「職場環境改善宣言企業」

日祝他 秋田道路　株式会社

大型自動車免許
156,750円～206,910円 その他

大型特殊自動車免許 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下陣場６０－１３雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

18歳
以上

玉掛技能者

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 又は7時30分～17時00
分

雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  196921

道路維持作業員

2人

・高速道路の維持修繕作業
　（路面、構造物の補修及び清掃）
　（路肩、法面等の草刈、伐採）
　（交通事故の復旧作業）
　（冬季間の除雪作業等）
　（その他、付随する作業）
・休憩施設内の清掃、植栽作業
・作業区間：安代ＩＣ～碇ヶ関ＩＣ（ＳＡ、ＰＡ含む）
※全国社会保険労務士会連合会認定「職場環境改善宣言企業」

日祝他 秋田道路　株式会社

大型自動車免許
165,000円～240,000円 その他

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下陣場６０－１３雇用期間の定めなし

18歳
～62
歳

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  195621

冬期道路維持作業
員

5人

・高速道路の除雪作業及び維持修繕作業（道路・構造物の補修及び
　清掃、草刈、伐採、交通事故の復旧作業等）
・サービスエリア等休憩施設の清掃、植栽作業
・作業区間：安代ＩＣ～碇ヶ関ＩＣ（サービスエリア等の休憩施設含む）
＊全国社会保険労務士会連合会認定「職場環境改善宣言企業」

日他 秋田道路　株式会社

大型自動車免許
157,500円～205,800円 その他

大型特殊自動車免許 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下陣場６０－１３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

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（１月６日～１月１２日受理分)  １月１４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２１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

◎１／２５（火）１０：３０～　㈱伊徳 鹿角ショッピングセンター・花輪店

◎２／　８（火）１０：００～　秋北バス㈱

◎１／２１（金）１０：３０～　あいおいニッセイ同和損害保険㈱大館支社

◎１／２６（水）１０：００～　社会福祉法人 花輪ふくし会

◎２／１５（火）１０：３０～　新化食品㈱花輪工場

◎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）

◎１／１８（火）１０：３０～　社会福祉法人 愛生会

◎２／１６（水）１０：００～　日清医療食品㈱北東北支店

◎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６ページに記載しております。

◎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）

◎２／２２（火）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）

※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 月給

就業場所 1人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 1人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 18人
(1)19時00分～3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 18人
(1)19時00分～3時00分

企業全体 18人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

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

就業場所 5人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 5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 2人
(1)9時00分～14時30分
(2)14時30分～20時00分 企業全体 51人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 3人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 52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～18時00分
企業全体 2,290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 10人
(1)8時30分～17時30分
(2)8時00分～17時00分 企業全体 187人
(3)11時00分～20時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 13人
(1)10時00分～19時00分

企業全体 57人

※必要な経験正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  188921

ＷＥＢデザイナー

1人

●ＷＥＢサイトの制作や更新運用
　・お客様は大手企業から地方自治体まで
　　様々な制作案件にチャレンジできます
●自社メディア「ＳＣＯＯＰ（スコップ）」の運用にも携わります
＊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

土日祝他 株式会社ファストコム　鹿角オ
フィス141,000円～160,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字下花輪３
３－１【鹿角市まちなかオフィス
Ｂ】

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 又は8時00分～20時15
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  187621

受付・販売員

1人

●温泉保養施設『湯都里』にて、下記の業務に従事して頂きます
　・受付、来客案内、電話対応
　・販売業務
　　売店でのレジ精算や飲食の提供
　・掃除業務
　　入口や脱衣所及び浴場の掃除
　・施設管理業務、備品管理
　・介護予防事業の企画、運営、送迎

他 社会福祉法人　愛生会
138,267円～146,400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 13010- 4556021

医療事務／秋田県
鹿角市（共創未来
鹿角薬局） 1人

調剤薬局でのお仕事です。医療事務の枠を超えた調剤パートナーを
募集します。患者様対応、処方せん受付やレセコン入力、保険請求
の他、調剤補助、一般用医薬品の販売やディスプレイ＆ＰＯＰ作成
など幅広い店舗業務全般に対応します。
　・処方せん受付、レセプトコンピューターでの入力、レジ対応
　・患者様の対応、薬局業務補助、保険請求業務
　・店舗整備、必要品受発注作業など店舗内での業務全般
　・薬剤師の指示による調剤補助業務
　・一般用医薬品の販売、発注、ディスプレイなど
※業務上、車を運転する場合があります。

土日祝 株式会社　ファーマみらい
138,096円～220,200円 毎　週

東京都千代田区丸の内１－９
－２　グラントウキョウサウスタ
ワー１２Ｆ

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-  202121

一般事務局員

1人

●当地域づくり協議会の事業等の一般事務業務に従事して頂きます
　・花輪市民センターに来所する市民等の接客応対
　・花輪市民センターの管理運営に関する業務
　・各事業等の企画、立案に係る補助業務
　・各事業等の会議文書、資料作成、発送及び会議の開催等
　（パソコンを使用します）
＊車で地域内を巡回する場合もあります
※応募期間：Ｒ４．１．１２（水）～Ｒ４．２．１４（月）
　（受付時間：８：３０～１７：００迄（土日祝日除く））

土日祝他 花輪地域づくり協議会
160,000円～160,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字八正寺１
３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

あれば尚可 05080-  201921

事務員

1人

●当社においてゴミ収集事業に伴う事務業務に従事して頂きます
　・伝票作成、取引先実績入力（パソコンを使用）
　・電話応対、来客応対
　・取引先事業所へゴミ袋配達（社用車の軽ワゴンＡＴ車使用）
　・社内清掃
　・ゴミ収集車の助手（年に数回、お願いする場合があります）
　・その他、付随する業務
【追加募集】

土日他 有限会社　ホクセイ
139,920円～148,400円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字高沢６－
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-  200621

運転手（代行車また
は伴走車）

1人

●代行・伴走車の運転業務に従事していただきます
　・お客様の車の運転業務（２種免許保有者）
　・伴走車の運転業務（普通免許保有者）
　・代行料金に係る精算業務
　・その他、付随する業務
※試用（研修）期間内に、伴走車運転手業務を経験して主な業務や
　地域を覚えていただきます

他 株式会社　スマイル企画

普通自動車第二種免許
113,436円～138,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字小深田２
７０－１　日総ビル３Ｆ雇用期間の定めなし

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  199721

配車係

1人

●事業所において配車業務に従事していただきます
　・電話による予約受付、各車への連絡
　・売上集計
　・顧客管理
　・その他、附属する業務
＊パソコン（エクセル）を使用します。

他 株式会社　スマイル企画
113,436円～113,436円 その他

秋田県鹿角市花輪字小深田２
７０－１　日総ビル３Ｆ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-  198021

測量士または測量
士補

1人

●当社において測量に係る業務に従事していただきます
　・地図の作成、土地の位置、状態調査等
　・土地家屋調査業務に係る土地、建物の調査、測量等
　・その他、付随する業務
※パソコン（ワード、エクセル、他専用ソフト等）を使用します

土日祝他 有限会社　木村測量設計

測量士
153,200円～260,000円 毎　週

測量士補 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
上陣場２５－１雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05010-  927821

整備員

1人

○建設機械の整備業務等に従事していただきます。
［主な仕事内容］
　・レンタル用建設機械等の点検整備を行います。
　・その他、付随する業務もあります。
＊制服は準備いたします。（貸与）

土日祝他 秋田総合リース　株式会社
８トン限定中型自動車免
許

170,000円～240,000円 毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反
１７０－１８９雇用期間の定めなし

40歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

岩手県盛岡市みたけ二丁目７
番２号雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市
正社員 又は9時00分～20時00

分の間の8時間程度
雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 03010- 1171321

他 株式会社　ブルースター
143,590円～143,590円 毎　週

クリーニング受付店
員（ブルースター花
輪店） 1人

来店したお客様の接客
・クリーニング品の受付及び引き渡し業務
・ポスレジ使用、衣類の検品及びタグ付け、伝票整理等
・店内の整理整頓、清掃など
・電話対応
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※必要な免許・資格 月給

就業場所 13人
(1)10時00分～19時00分

企業全体 57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 18人
(1)8時00分～16時40分

企業全体 220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 18人
(1)8時00分～16時40分

企業全体 220人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

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 日給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 20人
(1)8時30分～17時30分
(2)11時00分～20時00分 企業全体 113人
(3)17時00分～0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 1,809人

(1)8時45分～18時00分
(2)10時45分～20時00分 企業全体 11,740人

(3)12時00分～21時15分
※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 時給

就業場所 2人
(1)8時10分～17時10分

企業全体 750人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 21人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 630人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

変形（1年単位） 就業場所 74人

(1)20時30分～8時30分
企業全体 74人

※必要な経験正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  171121

ナイトフロント

1人

●来館されるお客様は、観光や癒しを求める方など目的は様々です
　が、お客様一人一人に、身も心もおくつろぎ頂けるようお手伝い
　をしていただきます（フロント、接客、売店等）
【主な仕事例】
　・受付業務、精算業務、案内業務（食事の会場や時間等）
　・売店におけるレジ業務や接客
　・各食事会場の下膳業務
　・夜間警備（館内の巡回は３～４回）
＊高齢者の雇用実績もあります！
＊６５歳以上の方の場合は、１年毎の契約社員となります

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

秋田県鹿角市八幡平字湯瀬湯
端４３雇用期間の定めなし

18歳
～64
歳

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 02080-  136721

飼育管理スタッフ
（鹿角農場）【障トラ】

3人

　大規模な養豚施設で消費者が望むおいしい豚肉を生産するお仕事
です。
＊日常の主な作業は機械化されており最新の繁殖技術や飼育管理
　技術を駆使する農場スタッフとしての仕事です
＊交配・分娩・仔豚・肉豚の養豚生産管理
※作業服貸与
※雇用期間については、１年毎の更新
（特段の事情がない限り、原則１年毎の契約更新）
【障害者トライアル雇用求人】

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

有期雇用派遣労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 02010-  642121

空気清浄機製造
（小坂町）

3人

≪派遣業務≫
空気清浄機の組立・検査を行います。

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

青森県青森市古川１丁目２１－
１２　セントラルビューあおもり１０
１

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

有期雇用派遣労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 02010-  641921

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
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 15070-  554221

販売・店舗運営職
（リージョナル社員）

1人

販売からスタートし、将来的には店長や地域マネージャーとして、
店舗運営の中堅幹部を目指していただく職種です。まずはホーム
センターでの接客、販売、売場づくり、商品管理、店長代行業務等を
通じて知識と技術を習得していただきます。生活用品から建築資材、
農業用品まで、幅広い品揃えで、お客様の層も広く、得意分野とやり
がいを見つけやすい仕事です。
小売業経験や管理職経験のない方でも、商品知識勉強会や店長
候補研修、各種研修、資格取得支援等でスキルアップの機会を
設けていますので、安心してご応募下さい。
＊東証１部上場、業界ナンバー１店舗数の会社です。

他 株式会社　コメリ
179,000円～231,000円 その他

新潟県新潟市南区清水４５０１
番地１雇用期間の定めなし

35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-  194321

ホールスタッフ係
（正社員）

2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

他 夢工房２１鹿角店（株式会社
アキヤマ）194,930円～200,880円 その他

秋田県鹿角市花輪字小深田２
２７雇用期間の定めなし

18歳
～59
歳

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  193421

運転手兼リサイクル
担当

1人

●リサイクルに伴う業務
　・発砲スチロールの溶融作業
　　（溶融後の塊（４ｋｇ程度）をパレットへ手積み作業含む）
　・得意先業者の廃棄物、粗大ゴミ等の収集作業
　・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２ｔのトラック及び４ｔゴミ回収車です
＊６０歳以上の方の応募希望等、気軽に相談下さい！
　（６０歳以上の方の場合、１年契約の契約社員となります）
【追加募集】

土日他 有限会社　ホクセイ

８トン限定中型自動車免
許

161,250円～172,000円 毎　週

中型自動車免許 秋田県鹿角市花輪字高沢６－
１雇用期間の定めなし

59歳
以下

大型自動車免許

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

必須 05080-  192521

事務職

1人

●給与・労務の事務業務全般に従事していただきます
　・給与計算、賞与、退職金計算
　・社会保険手続き、年末調整、入退職手続き等
　・その他、事務所内雑務
※面接及び筆記試験は後日連絡します

日他 ＤＯＷＡマネジメントサービス株
式会社　小坂地区センター162,360円～194,832円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字尾樽部６０ー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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生・財形

必須 05080-  191221

事務職

1人

弊社はＤＯＷＡグループ小坂地区各社の事務業務を受託しており、
それら事務業務のうち経理業務に従事していただきます。
　・請求書および伝票の起票ならびに処理
　・入出金管理
　・固定資産管理
　・月次および年次予決算
　・税務対応（消費税、法人税）

日他 ＤＯＷＡマネジメントサービス株
式会社　小坂地区センター162,360円～194,832円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字尾樽部６０ー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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  189121

事務職（パソコンを
使った資料作成など
のデスクワーク） 1人

東京をはじめ全国の営業メンバーを支える業務センターにて、業務の
推進役を担っていただきます
【まず担当いただくこと】
パソコンでの資料作成
　・お客様への見積書の作成
　・道路使用等の申請書作成　など
【次に担当いただくこと】
パート、業務委託、在宅ワークなど様々な形態で働く方たちをまとめ、
チームで業務推進をするための管理業務

水日祝他 株式会社ファストコム　鹿角オ
フィス141,900円～160,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字下花輪３
３－１【鹿角市まちなかオフィス
Ｂ】

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 月給

変形（1年単位） 就業場所 74人

(1)9時00分～19時00分
(2)9時00分～18時00分 企業全体 74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ヶ月単位） 就業場所 114人
(1)5時30分～14時30分
(2)9時00分～18時00分 企業全体 114人
(3)10時00分～19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 6人
(1)9時00分～18時30分
(2)9時00分～12時00分 企業全体 130人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

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 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

※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

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

※必要な経験

パートタイム
職種

雇用形態
雇用期間

求人数
年齢 仕事の内容

必要な免許・資格
必要な経験

賃金形態
賃金時給額
就業時間

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 8人
(1)9時00分～14時00分
(2)11時00分～17時00分 企業全体 8人

※必要な経験パート労働者 雇用・労災

不問 05080-  190821

販売スタッフ（日中）

1人

●コンビニエンスストアの販売に係る業務に従事していただきます
　・商品の精算と袋詰め、カウンターフーズ・タバコ・チケット
　　販売、宅急便の手配、公共料金の支払い等の業務
　・来店者の案内、接客業務
　・商品の検品・品出し・補充、商品のチェック
　・店内の清掃等の業務
＊長期勤務できる方を歓迎します！
　（日曜日は休みですが、土曜・祝日、お盆・正月、勤務あり）

日他 ローソン　小坂町店
830円～830円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字五
十刈５－２雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2392511

養豚作業員

2人

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

他 有限会社　スカイミート
186,000円～240,000円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字腰
廻７２－１雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  170921

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
【追加募集】

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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  169421

販売

1人

●桃豚直売所（店舗内）における販売及び調理補助業務に従事
　します
　・レジ、精算業務
　・店舗商品レイアウト等考案・作成
　・店舗内外の清掃業務
　・豚肉を使用した調理の補助業務
　・お弁当、お惣菜等の調理の補助
＊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
140,200円～175,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字台
作１－２雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

有期雇用派遣労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 02030-  482521

電子部品の製造

1人

電子部品の製造
派遣期間：令和４年２月７日～令和４年３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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  186321

ゴミ収集助手・分別
作業

2人

●一般家庭ごみ収集車の助手作業に従事していただきます
（鹿角市、小坂町内の一般家庭ごみ収集車の助手作業）
　・収集箱から家庭ごみを収集する作業
　・週３回リサイクルセンターにおいて分別等の作業
　　〔社有車（ＡＴ軽トラ、軽バス）で移動〕
　・その他、作業場の清掃等附随する業務

日他 有限会社　ホクセイ
141,240円～141,240円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字高沢６－
１雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  181721

歯科衛生士【会計
年度任用職員】

3人

●小坂町立歯科診療所での衛生士業務に従事していただきます
　・歯科予防処置
　・医師の指示により、歯科診療補助
　・歯科保健指導
＊応募受付期間：１／７（金）～１／２８（金）まで

土日祝他 小坂町役場

歯科衛生士
176,417円～229,978円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
谷地４１－１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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  173721

調理員

1人

●特別養護老人ホームの調理全般
　・給食の調理、盛り付け、配膳
　・上記に付随する業務全般（食材の下ごしらえ等）
※採用後に配属先を決定します
※短時間パート勤務希望の方、相談可（時給８２２円）
【利用者人数】
　あかしあの郷：６０名　サンホーム大石平：６０名
　ケアハウスわかば：２２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
143,400円～185,600円 その他

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

雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  172021

マーケティング　【ト
ライアル雇用求人】

1人

●マーケティング業務に従事していただきます
☆十和田八幡平、鹿角を全国にＰＲし、集客に努め、お客様に
　当ホテルに来て頂き、満足をしてお帰り頂く為の仕事をして頂き
　ます。
○マーケティング業務：予約受付業務（電話、ＦＡＸ、メール対応、
　その他情報管理）、ホテルのＰＲ業務全般
　（広告、宣伝、ＷＥＢプロモーション活動、デザイン、改装計画等）
○繁忙時には、フロントや売店業務への応援業務
＊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 湯瀬ホテル（株式会社　せせら
ぎ宿）180,000円～280,000円 その他

秋田県鹿角市八幡平字湯瀬湯
端４３雇用期間の定めなし

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

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 月給

交替制あり 就業場所 96人
(1)8時30分～16時15分
(2)9時30分～17時15分 企業全体 130人
(3)9時00分～16時45分

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 96人
(1)9時00分～16時00分

企業全体 130人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 10人
(1)8時00分～14時45分

企業全体 130人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 96人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 130人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 96人
(1)8時30分～16時15分

企業全体 130人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 96人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 130人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 96人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 130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)8時30分～14時30分
(2)8時00分～14時00分 企業全体 130人
(3)9時00分～15時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 8人

(1)14時00分～18時00分

(2)8時00分～13時00分 企業全体 130人

(3)13時00分～18時00分
※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 96人

企業全体 130人

※必要な経験パート労働者 又は8時30分～17時15
分の間の7時間程度

雇用・公災・健
康・厚生

不問 05080-  184521

一般事務【会計年
度任用職員／障害
者雇用専用求人】 1人

●事務業務に従事していただきます
　・パソコンでのデータ等入力作業
　・郵便物封入作業
　・接客（電話・窓口応対）
　・簡易清掃
　・資料作成、原稿整理等
　・本の貸し出し、整理
　・他、上司の指示による付随する業務
＊応募受付期間：１／７（金）～１／２８（金）まで

土日祝他 小坂町役場
891円～891円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
谷地４１－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

パート労働者 雇用・労災

不問 05080-  183221

放課後児童支援員
【会計年度任用職
員】 6人

●放課後、児童の見守り・生活支援や指導に従事します
　・放課後の児童の安全な場所として、配慮しながら遊びや勉強の
　　サポートをします
　・その他、学童保育関係に付随する業務
＊通常時と長期休業の間で週の所定労働日数が異なります
　通常時：週５日程度、長期休業中：週４日程度
※長期休業日（夏、冬、春季）
　夏季：７／２３～８／２４　冬季：１２／２６～１／１３
　春季：３／２２～３／３１
＊応募受付期間：１／７（金）～１／２８（金）まで

日祝他 小坂町役場
891円～946円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
谷地４１－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

パート労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  182821

学校生活サポー
ター【会計年度任用
職員】 5人

●小学校にて児童の生活サポートに従事していただきます
　・学校の長期休業日（夏休み・冬休み等）は、交流センター
　　セパームにて子ども教室のサポートをしていただきます
　・他、上司の指示による付随する業務
※長期休業日（夏、冬、春季）
　夏季：７／２３～８／２４　冬季：１２／２６～１／１３
　春季：３／２２～４／３
＊応募受付期間：１／７（金）～１／２８（金）まで

土日祝他 小坂町役場
891円～979円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
谷地４１－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

パート労働者 雇用・公災・健
康・厚生

不問 05080-  180021

看護師【会計年度
任用職員】

3人

●福祉課まるごと支援班にて下記の業務に従事していただきます
　・介護認定業務
　・介護予防業務
　・相談業務
　・他、上司の指示による付随する業務
＊応募受付期間：１／７（金）～１／２８（金）まで

土日祝他 小坂町役場

看護師
967円～1,039円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
谷地４１－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

パート労働者 雇用・公災・健
康・厚生

不問 05080-  179621

介護支援専門員
【会計年度任用職
員】 2人

●福祉課まるごと支援班にて下記の業務に従事していただきます
　・介護認定業務
　・介護保険、予防給付等のケアマネジメント
　・相談業務にて個人宅訪問する場合があります
　・他、上司の指示による付随する業務
＊応募受付期間：１／７（金）～１／２８（金）まで

土日祝他 小坂町役場
介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

1,039円～1,144円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
谷地４１－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

パート労働者 雇用・公災・健
康・厚生

不問 05080-  178321

納税相談員【会計
年度任用職員】

1人

●町民課税務班にて下記の業務に従事していただきます
　・町税等の徴収業務
　・納付相談業務
　・他、上司の指示による付随する業務
＊応募受付期間：１／７（金）～１／２８（金）まで

土日祝他 小坂町役場
891円～891円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
谷地４１－１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 公災

不問 05080-  177421

一般事務Ｃ【会計年
度任用職員】

3人

●主に庁舎内繁忙部署での事務補助となります
　・郵便物封入作業
　・接客（電話・窓口応対）
　・資料作成
　・他、上司の指示による付随する業務
　　（例）犬の登録事務、交通災害等事務、納付書発送事務
＊応募受付期間：１／７（金）～１／２８（金）まで

土日祝他 小坂町役場
891円～946円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
谷地４１－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

パート労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  176521

一般事務Ｂ（学校）
【会計年度任用職
員】 2人

●学校事務業務に従事していただきます
　・パソコンでのデータ等入力作業
　・来客、電話応対
　・印刷業務
　・事務室掃除
　・他、上司の指示による付随する業務
＊応募受付期間：１／７（金）～１／２８（金）まで

土日祝他 小坂町役場
891円～946円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
谷地４１－１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 公災

不問 05080-  175221

一般事務Ｂ（役場）
【会計年度任用職
員】 3人

●事務業務に従事していただきます
　・パソコンでのデータ等入力作業
　・来客、電話応対
　・印刷業務
　・事務室掃除
　・他、上司の指示による付随する業務
＊応募受付期間：１／７（金）～１／２８（金）まで

土日祝他 小坂町役場
891円～946円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
谷地４１－１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～17時15
分の間の7時間程度

雇用・労災・公
災・健康・厚生

不問 05080-  174821

一般事務Ａ【会計年
度任用職員】

11人

●事務業務に従事していただきます
　・パソコンでのデータ等入力作業
　・郵便物封入作業
　・接客（電話・窓口応対）
　・簡易清掃
　・資料作成、原稿整理等
　・本の貸し出し、整理
　・他、上司の指示による付随する業務
＊応募受付期間：１／７（金）～１／２８（金）まで

土日祝他 小坂町役場
891円～946円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
谷地４１－１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
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※必要な免許・資格 時給

就業場所 96人
(1)7時30分～12時30分

企業全体 130人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 0人
(1)7時00分～14時00分
(2)8時00分～15時00分 企業全体

(3)9時00分～16時00分
※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 20人

企業全体 113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）

有期雇用派遣パート 雇用・労災

不問 05030-  302521

パン製造・販売（鹿
角市）

1人

◆スーパーマーケット内ベーカリー部門でパン製造及び付帯業務を
　行っていただきます

他 株式会社フルキャスト　大館営
業課950円～950円 その他

秋田県大館市字水門前７５－２
グリーンアイ長木川１Ｆ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-  185421

清掃員【会計年度
任用職員／障害者
雇用専用求人】 2人

●役場庁舎の清掃業務に従事していただきます
　・庁舎内の床、トイレ、各部署の清掃作業
　・庁舎敷地内（屋外）の清掃作業
　・他、上司の指示による付随する業務
＊応募受付期間：１／７（金）～１／２８（金）まで

土日祝他 小坂町役場
830円～877円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
谷地４１－１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）1,000円～1,000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

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

◎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！

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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