
（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 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 2人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 4人

※必要な経験

Ａｒｏｕｎｄ株式会社
171,000円～177,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
前田４ー４雇用期間の定めなし

40歳
以下

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

◎２／２４（木）１０：００～　社会福祉法人 花輪ふくし会

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）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

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

◎３／　９（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）

172,800円～172,800円 その他

大型自動車免許 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下土ケ久保１９－７

05080-  250321

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05080-  251621

一般事務員

1人

●当事業所において、関連会社の事務業務を担当していただきます
　・電話及び来客応対
　・会計処理
　・請求書の発行業務
　・伝票の整理
　・ファイル管理
　・外出業務を含むその他付随する業務
＊状況により、事務の業務内容が変更になる場合があります

日祝他

◎３／　４（金）１０：３０～　あいおいニッセイ同和損害保険㈱大館支社

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

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（１月２０日～１月２６日受理分)  １月２８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２月４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」

◎３／１４（月）１０：３０～　㈱伊徳 鹿角ショッピングセンター・花輪店

◎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３ページに記載しております。

◎２／　８（火）１４：００～　鹿角環境衛生センター（神鋼環境メンテナンス㈱）

◎３／　３（木）１０：３０～　秋田道路㈱

◎２／２５（金）１０：３０～　社会福祉法人 愛生会（ケアホームおおゆ、ショートステイあいの）

◎２／１８（金）１０：００～　ニチイケアセンター鹿角（ニチイ学館㈱）

◎２／１６（水）１０：００～　日清医療食品㈱北東北支店

◎２／２１（月）１０：３０～　㈱玉川温泉

◎２／１７（木）１０：３０～　農事組合法人 八幡平養豚組合

◎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）

◎２／１５（火）１０：３０～　新化食品㈱花輪工場

 ◎　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／　８（火）１０：００～　秋北バス㈱

◎２／１０（木）１１：００～　西ノ森ファーム㈱

※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

交替制あり 就業場所 23人
(1)7時00分～16時00分
(2)8時00分～17時00分 企業全体 23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 1人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 215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 19人
(1)10時00分～20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 5人
(1)8時45分～17時00分
(2)10時00分～18時15分 企業全体 5人
(3)8時45分～13時15分

※必要な経験

パートタイム
職種

雇用形態
雇用期間

求人数
年齢 仕事の内容

必要な免許・資格
必要な経験

賃金形態
賃金時給額
就業時間

※必要な免許・資格 時給

就業場所 10人
(1)9時30分～13時30分

企業全体 169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)8時00分～15時30分
(2)8時00分～10時00分 企業全体 655人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 15人

(1)9時00分～16時00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 38人
(1)13時00分～21時00分

企業全体 182,572人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 20人
(1)22時30分～0時30分

企業全体 113人

※必要な経験パート労働者 労災

不問 05080-  253121

クリーンスタッフ

1人

●当パチンコホール内外の清掃業務に従事していただきます
　・トイレ清掃
　・パチンコ台、スロット台の拭き掃除
　・床の掃除（ほうき・モップを使用）
　・ゴミ、空き缶等、タバコ灰の回収及び処理
　・その他、付随する業務
＊土・日・祝日勤務可能な方を希望します！

他 夢工房２１鹿角店（株式会社
アキヤマ）830円～830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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  249521

アンカーキャスト（配
達専門契約社員）

1人

●担当エリア（鹿角市及び小坂町）において主に荷物の配達業務に
　従事していただきます
　・使用する車両は社有車（ＡＴ車）を使用
　　（２ｔトラック、バン、軽車両のいずれかを使用）
　・専用端末を使用しての入力作業あり（操作は簡単です）
　・その他、付随する作業
＊ノルマ、営業活動はありません

他 ヤマト運輸株式会社　鹿角花輪
センター1,377円～1,417円 その他

秋田県鹿角市花輪字小深田２
７３－３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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  248221

経営支援事業非常
勤職員

1人

●当支援機構において下記業務に従事していただきます
　・農業経営相談支援補助業務（新規就農、６次産業化等の相談等
　　に対する窓口・電話対応及び支援）
　・農業経営セミナー等の開催補助業務
　（セミナーや講座研修等の企画、運営）
　・農業情報発信補助業務（情報紙の編集（取材業務含）から配布
　　ＳＮＳでの広報活動）
　・その他、人事給与事務（金融機関等外勤有）等（ＰＣ操作有）
※外勤、取材時等は機構所有の軽ＡＴ車を使用していただきます　
＊申込期間：Ｒ４．１／２６（水）～２／８（火）
＊試験日時：Ｒ４．２／１４（月）１３：３０～
　受付時間：平日８：３０～１７：１５受付場所：就業場所に同じ

土日祝他 鹿角市農業農村支援機構

892円～1,118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 05010- 1609321

清掃スタッフ及び
ルームメイク【アルパ
ス】 1人

○体育施設の清掃業務全般
　・館内の日常清掃
　・宿泊施設の清掃及びルームメイク全般

他 株式会社　友愛ビルサービス
890円～890円 毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－７
東カンビル２Ｆ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- 1763421

薬局スタッフ【ファー
マックスかづの薬
局】 1人

○調剤業務の医療事務業務を担当していただきます。
　・薬剤師の調剤補助業務
　・処方箋の受付、会計、処方箋入力、患者様対応
＊雇用期間：勤務状況、評価制度により６ヶ月毎の契約更新の可能
　性があります。（最長３年）

土日祝他 株式会社　ファーマックス
900円～900円 毎　週

秋田県秋田市大町３丁目５－８
ウィング・グラン５Ｆ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 05080-  241321

保険調剤受付

1人

●調剤薬局の受付業務に従事していただきます
　・受付業務
　・会計、精算業務（レジ操作）
　・その他付随する薬局業務
　　（調剤シール貼り等や店内の湯のみ茶碗の洗浄等）
＊高齢の患者様が多い為、親切・丁寧なサービスを求められらます

日祝他 株式会社　かづの駅前薬局
140,000円～155,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字下中島１
２０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-  240421

調理補助

1人

●当ホテルの厨房内において調理に係る補助業務に従事して頂き
　ます
　・盛り付け業務
　・食材、食品の下準備
　・食器洗浄及びの厨房内の整理整頓清掃業務

他 ホテル　ガ－デンかわむら
145,000円～150,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字下花輪２
４雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 07122-  134321

一般事務

2人

鹿角オフィスにおける事務業務全般・新電力関連業務 土日祝 株式会社　エイブル
200,000円～220,000円 その他

福島県双葉郡広野町大字上北
迫字岩沢１－９雇用期間の定めなし

40歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  252921

保育士（臨時職員）

1人

●乳幼児の保育業務全般に従事していただきます
　・乳幼児９０名の保育業務を行っています　　
　・就学前の子供の健康状態に気をつけながら、年齢や発育に
　　合わせた遊びや生活等の体験を通じて成長の援助を行って
　　いただきます
＊契約更新は年度毎です

土日祝他 社会福祉法人こばと会　小坂マ
リア園

保育士
143,800円～147,900円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
前田７－９雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

事業所名・所在地
就業場所
求人番号

休日
従業員数
加入保険

※必要な免許・資格・経験については、必須としない場合があります。

詳細については、求人票をご確認下さい。

2 



※必要な免許・資格 時給

就業場所 150人

企業全体 3,500人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 150人
(1)8時00分～12時00分

企業全体 3,500人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 150人
(1)15時00分～19時00分

企業全体 3,500人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 150人
(1)18時00分～22時00分

企業全体 3,500人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 150人
(1)8時00分～12時00分

企業全体 3,500人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 17人
(1)7時00分～9時00分

企業全体 1,350人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 22人
(1)7時00分～9時00分

企業全体 1,350人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 15人

企業全体 39人

※必要な経験

　●鹿角市役所ホームページ　→　しごと・産業　→　雇用・労働　→　雇用・労働情報

　　　→　仕事を探している皆さんへ（求人情報はこちら）　→　秋田県鹿角地域　週刊求人情報(平成〇年〇月〇日発行版)　

　●小坂町役場ホームページ　→　移住・定住　→　新着情報　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　ハローワーク鹿角求人情報のご案内週刊求人情報（○／○発行）

パート労働者 又は8時00分～23時30
分の間の3時間以上

労災

不問 05080-  242621

ホールスタッフ係
（花輪店）

1人

●当ホール、カウンターに係る全般業務に従事していただきます
　・パチンコ店内のホール巡回管理、ホール内での接客業務
　・お客様の台の玉箱出し（出玉）、玉選び、玉の入替
　　作業、玉数カウント作業等
　・カウンターに係る接客業務（景品の交換等）
　・店内の清掃等
　・他店の状況確認（社有車（ＡＴ車）使用）

他 三星産業　株式会社
822円～1,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字囲田５６
－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 02010- 1214621

店内販売員（鹿角
花輪店／品出し
パート） 1人

・品出し
・その他の関連する業務

他 株式会社　丸大サクラヰ薬局
（ハッピー・ドラッグ、ハッピー調
剤薬局）

840円～840円 その他

青森県青森市三内玉作２－７２
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 02010- 1213321

店内販売員（鹿角
毛馬内店／品出し
パート） 1人

・品出し
・その他の関連する業務

他 株式会社　丸大サクラヰ薬局
（ハッピー・ドラッグ、ハッピー調
剤薬局）

850円～850円 その他

青森県青森市三内玉作２－７２
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-  247821

惣菜・寿司部門（４
時間／パートナー社
員） 1人

●惣菜品、寿司の販売に係る業務に従事していただきます
　・惣菜、寿司（にぎり寿司）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、寿司等の補充、品出し
　・売場の整理整頓、及び清掃業務
＊人事考課制度あり、勤務優秀な方には昇給・賞与あり

他 いとく鹿角ショッピングセンター
（株式会社　伊徳）840円～840円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字下タ町１６
４－１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-  246721

サポート部門（４時
間／パートナー社
員） 1人

●販売に係るサポート業務に従事していただきます
　・会計業務（レジ操作）
　・お買上げ商品の金銭授受
　・売り場店内のお買上げのカゴ、カートの整理整頓業務

他 いとく鹿角ショッピングセンター
（株式会社　伊徳）930円～970円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字下タ町１６
４－１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-  245021

惣菜・寿司部門（４
時間【１５～１９時】
／パートナー社員） 1人

●惣菜品、寿司の販売に係る業務に従事していただきます
　・惣菜、寿司（にぎり寿司）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、寿司等の補充、品出し
　・売場の整理整頓、及び清掃業務
＊人事考課制度あり、勤務優秀な方には昇給・賞与あり
＊土日も勤務可能な方を希望します

他 いとく鹿角ショッピングセンター
（株式会社　伊徳）840円～920円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字下タ町１６
４－１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-  244121

青果担当（４時間／
パートナー社員）

1人

●当店の青果（野菜・果物）部門の担当していただきます
　・商品の袋詰めおよびパック詰め
　・商品の価格表示業務
　・商品の店頭陳列、補充業務
　・その他付随する雑務（作業場、陳列棚の清掃等）
＊人事考課制度あり、勤務優秀な方には昇給・賞与あり
＊土日も勤務可能な方を希望します

他 いとく鹿角ショッピングセンター
（株式会社　伊徳）840円～840円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字下タ町１６
４－１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7時00分～17時00
分の間の6時間

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  243921

日配担当（６時間／
パートナー社員）

1人

●日配担当として下記の業務に従事していただきます
　・牛乳、ヨーグルト、豆腐、納豆、麺、パン等の日配全般の売場
　　管理、発注業務
＊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）
＊人事考課制度があり、勤務優秀な方には昇給・賞与もあり
＊他部門との掛け持ちも可能（１日７時間の契約可）

他 いとく鹿角ショッピングセンター
（株式会社　伊徳）840円～840円 その他

秋田県鹿角市花輪字下タ町１６
４－１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

◎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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大館市字三の丸６－２  大館労働基準監督署内

所　　　　在　　　　地 電　話　番　号

配布しております。もし、対応などでお困り場合は、「総合労働相談コーナー」をご利用下さい。

コ ー ナ ー 名

〒０１７-０８９７
0186-42-4033 大館総合労働相談コーナー

踏まえた円満で迅速な解決に向けてのお手伝いをしています。ハローワーク窓口において、さらに詳しいリーフレットを

　秋田労働局では、こうした個別労働紛争に対して解決援助サービスを提供し、個別労働紛争の未然防止や職場慣行を

しています。紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかってしまいます。

　人事労務管理の個別化や雇用形態の変化などに伴い、個々の労働者と事業主との間で、労働関係についての紛争が増加

秋田労働局からのお知らせ

○職場でのトラブル（パワハラ、不当解雇等）でお悩みの方は「総合労働相談コーナー」へ
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