
（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年単位） 就業場所 42人
(1)8時00分～17時00分
(2)7時30分～17時00分 企業全体 45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 3人
(1)7時55分～16時40分

企業全体 3人

※必要な経験正社員 雇用・労災

不問 05080-  431721

電気工事員

2人

●工場内での電気設備に関わる業務に従事していただきます
　・各種電気、装置の据付工事及び試運転業務
　・その他、付随する業務
＊現地集合、現地解散となります

日祝他 大湯電気工事

第二種電気工事士
174,000円～174,000円 その他

アーク溶接技能者（基本
級）

秋田県鹿角市十和田大湯字狐
崎１４３雇用期間の定めなし

45歳
以下

ガス溶接技能者

就業場所 秋田県鹿角市

雇用期間の定めなし

62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
必須 05080-  430021

・高速道路の維持修繕作業における施工管理、安全管理、工程
　計画、積算、出来高管理、書類作成など。
※入社後の一定期間は維持修繕作業の実作業に従事し、現場経験
　を積んでいただきます。
・作業区間：安代ＩＣ～碇ヶ関ＩＣ（ＳＡ、ＰＡ含む）
※１級、２級の造園又は土木施工管理技士資格保有者の募集です
※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

２級土木施工管理技士
185,000円～260,000円 その他

２級造園施工管理技士 秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下陣場６０－１３

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５ページに記載しております。

◎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

 ◎　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。

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）

◎３／　４（金）１０：３０～　あいおいニッセイ同和損害保険㈱大館支社

◎３／　７（月）１０：３０～　医療法人 春生会（大里医院・老人保健施設大深）

◎２／２４（木）１０：００～　社会福祉法人 花輪ふくし会

★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）

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（２月３日～２月９日受理分)  ２月１０日発行号（毎週金曜日発行）

鹿角市内
金曜日に郵送の為
設置時間は各施設
の事情によります

(土～月曜日)

　※次回発行日は２月１８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

◎３／　８（火）１０：００～　秋北バス㈱

◎３／１０（木）１１：００～　西ノ森ファーム㈱

◎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

施工管理技術者
（施工管理及び道路
維持作業） 1人

※必要な免許・資格・経験については、必須としない場合があります。

詳細については、求人票をご確認下さい。

1 



※必要な免許・資格 月給

就業場所 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

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 月給

就業場所 0人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 182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 29人
(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時30分 企業全体 78人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 25人
(1)6時00分～15時00分
(2)9時00分～18時00分 企業全体 25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

変形（1年単位） 就業場所 4人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 33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 13人

(1)8時30分～17時30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 5人
(1)8時30分～17時15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 19人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 25人

※必要な経験

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下寄熊６－９

医療法人　寿光会　（福永医
院、有料老人ホーム北の郷、ぐ
るーぷほーむ「せきがみ」・「こさ
か」）

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

あれば尚可 05080-  413121

経理（総務補助含）
事務員

1人

●当社において経理務及び総務事務補助業務に従事して頂きます
　・買掛や売上に関する経理的事務処理
　　帳簿記帳（パソコンを使用）
　・総務事務業務補助
　・その他、付随する業務
※パートタイム希望の方は、要相談

日祝他 株式会社　小板橋建設

日商簿記３級
160,000円～200,000円 その他

その他の会計事務関係資
格

秋田県鹿角市花輪字寺ノ後７
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 05030-  839021

技術員（鹿角処理セ
ンター）

1人

◆下水道処理施設の運転管理や電気・機械設備の保守点検を行う
　　公共の施設に関わる仕事です。
◎大館市内の施設及び十和田方面の施設での作業もあります
　（その際、社用車；普通タイプのＭＴ車又はＡＴ車を使用）
※資格取得支援制度があります
※未経験者にも丁寧に指導します
※雇用期間：Ｒ４年４月１日～Ｒ５年３月３１日迄
　その後、勤務態度等を考慮したうえで更新することがあります

土日祝他 株式会社　県北環境保全セン
ター134,176円～154,225円 毎　週

秋田県大館市字三ノ丸１３番地
１９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

不問 05010- 2810021

ドライバースタッフ
（鹿角市）

3人

○営業が買い取りした自動車全般（使用済自動車・事故車・不動車・
　中古車・トラック・重機等）を自社まで運搬する仕事です。
　・主な使用トラックは４トン積載車・６トンクレーン車・１０トンクレーン
　　車（セルフ）です。
　・主な引取先は自動車ディーラー・中古車販売業・整備業・鈑金業
　　です。
＊車が好きな方、運転が好きな方、黙々と作業するのが好きな方、
　人と話すのが好きな方、いずれか一つでも当てはまる方お待ちして
　います！
現在２０代～６０代まで幅広く活躍中です！

日祝他 株式会社　リーテックス

大型自動車免許
165,000円～240,000円 その他

小型移動式クレーン運転
技能者

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

玉掛技能者

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 04010- 9511121

建設機械、重機等
の整備・点検

1人

レンタルする建設機械、重機等の整備・点検　
　・具体的には、建設機械・重機・車両等をレンタルする前の整備、
　　点検・返却時の点検が主な仕事です。
　・入社後は、先輩社員が親切に指導します。また、整備士等の資格
　　を取りたい人には支援制度があります。
＊機械、重機、車の好きな人を歓迎します。

日祝他 東北リース　株式会社
191,000円～310,000円 その他

宮城県仙台市宮城野区岡田字
八間谷地４－１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 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-  429621

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
【追加募集】

他 社会福祉法人　愛生会
138,040円～146,160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

不問 05080-  427421

調理員

1人

●当施設の調理業務全般を担当していただきます
　・３０～３５名分の入居利用者及び職員の給食、配膳等に係る業務
　・調理、配膳下膳、食器洗浄、消毒等
　・その他、調理場の整理清掃に係る業務
　・１日当たり早番・遅番はそれぞれ１名づつで、１０時～１５時までは
　　２名体制で調理します。
　・調理補助として日勤パートもおります。
　・一般家庭と同じようなＩＨ調理器具を使用します
　・食器洗浄機、食器乾燥機完備

他 株式会社　大寿（ショートステイ
大寿十和田）142,700円～155,000円 毎　週

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
押出８７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・
その他不問 05080-  426521

事務職

1人

●福永医院において窓口・事務業務を担当していただきます
　・医事業務
　　来院対応（受付、会計等）、電話応対、診療報酬請求業務
＊引き継ぎ、研修等行います
　未経験の方でも安心して働くことが可能です。
＊パートタイム希望等、就業時間について相談可！

日祝他
145,000円～200,000円 毎　週

雇用期間の定めなし

45歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

無期雇用派遣労働者 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 04010- 9784521

既存設備の改良及
び工事管理業務

1人

東日本スターワークスの無期雇用の正社員として雇用します。
●自社の既存設備の改良及び工事管理業務をご担当いただきます。
　・設計、保守、仕様書作成等となど。
＊未経験の方、経験年数が短い方は現場にて研修がございます。

土日祝他 東日本スターワークス株式会社
仙台テクニカルセンター218,750円～281,250円 毎　週

宮城県仙台市青葉区中央１丁
目２－３　
仙台マ－クワン１９Ｆ

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 02080-  526421

飼育管理スタッフ
（鹿角農場）

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）

他 インターファーム　株式会社
158,240円～204,210円 その他

青森県上北郡おいらせ町松原
一丁目７３－１０２０雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05080-  432821

自動車部品製造に
使用する資材、部
品、材料の購買業
務

1人

●当社工場において購買業務に従事していただきます
　・部品の発注、受入保管（台車等を使用）、在庫管理
　・発注先の新規開拓（選定）
　・電話、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

2 



※必要な免許・資格 日給

就業場所 10人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 33人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 62人
(1)8時00分～17時00分
(2)9時00分～18時00分 企業全体 706人
(3)7時00分～16時00分

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 0人
(1)9時00分～18時00分

企業全体 600人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 19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

就業場所 32人

(1)8時30分～17時30分
企業全体 32人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 2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 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

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 日給

交替制あり 就業場所 18人

企業全体 68,479人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

交替制あり 就業場所 18人

企業全体 68,479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6時間以上

雇用・公災・健
康・厚生

必須 05080-  424821

求人者支援員

1人

・事業所訪問等による正社員求人を中心とした開拓業務
・求職者の個々のニーズを踏まえた個別求人開拓
・人材ニーズや採用意向等に係る事業所情報の収集
・求人の受理、専用システム端末への入力による求人票の作成
・未充足求人の充足を図るための求人条件等に係る相談及び助言
・その他付随する業務
＊事業所訪問範囲：ハローワーク鹿角管内（鹿角市及び小坂町）
＊事業所訪問は公用車（ＡＴ車）使用

土日祝他 秋田労働局（鹿角公共職業安
定所）1,492円～1,550円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字荒田８２
－４雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は8時30分～17時15
分の間の6時間以上

雇用・公災・健
康・厚生

必須 05080-  423721

一般相談員（雇用
保険相談員）

1人

・雇用保険の被保険者に関する相談、その他必要な事務
・雇用保険の被保険者に係る各種届出の処理及び相談、その他適正
　な届出がなされるための必要な事務
・雇用保険の受給資格者に関する相談、その他適正支給及び受給
　資格者の早期再就職促進のために必要な事務
・雇用保険各種給付に係る申請及び届出の処理並びに周知及び
　相談　その他各種給付の適正な活用のために必要な事務
・専用端末の操作による雇用保険適用及び給付等の事務処理
・その他付随する業務

土日祝他 秋田労働局（鹿角公共職業安
定所）1,130円～1,306円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字荒田８２
－４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-   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
＊１日５時間程度のパート勤務も可能です
　（月２１日勤務した場合；９４，５００円）

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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 07122-  188721

設備保守・メンテナ
ンス

2人

再エネ電源となる、太陽光発電設備やバイオマス発電機などの日常
管理業務及び、定期点検業務。並びに上記にかかる、計画及び報告
などのドキュメント作成業務。

土日祝他 株式会社　エイブル
180,000円～250,000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

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-  412921

保育助手及び英語
指導

1人

●保育助手業務及び英語指導業務に従事していただきます
　・管理運営する保育園で乳幼児（８０名）の保育助手業務
　・英語指導業務
　・遊びを通じて心身の健やかな発達をサポート等
＊保育士資格取得を目指している方、当事業所で働きながら資格
　取得しませんか、指導致します！
＊英語の資格等がなくても応募可能です！
　英語が得意な方、園児に英語指導をやってみたい方等
　是非ご応募ください！（英語が苦手な方もご相談下さい）
＊契約期間は年度毎の更新です

土日祝他 株式会社　わんぱくはうす
162,000円～185,000円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字上花輪６
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-  410321

看護師（正・准）《急
募》

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
＊定年年齢（６０歳）以上の方の応募も歓迎します。
　（但し、１年毎更新の契約社員となります）

日他 有限会社　プラントス

看護師
181,000円～183,000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 23040- 2328921

高速道路の保守・点
検　　十和田事務所

1人

道路を健全な状態に維持するための点検を行っていただき、
必要な情報を収集していただきます。
◇ハローワークの紹介状が必要です。

土日祝他 株式会社アスタリスク

１級土木施工管理技士
375,000円～450,000円 毎　週

２級土木施工管理技士 愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺
４３番地　第２丸中ビル５Ｆ雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  418521

児童支援員（はなわ
地域生活支援セン
ター） 1人

●障害者の自立に係る日常生活・日中活動の支援業務
　・当センター利用者（放課後等デイサービス等）の日中活動支援
＊働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所
　　　　　　介護サービス事業所認証評価制度

他 社会福祉法人　花輪ふくし会

保育士
175,720円～189,714円 その他

秋田県鹿角市花輪字案内６３
－１雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  417221

牛飼養管理等作業
員

1人

●組合牧場の牛飼養管理、作業をしていただきます
　・牛の餌付け、体調管理、牛舎の掃除等
　　繁殖牛１００頭、肥育牛１００頭を４～５人で管理します
　・公共牧野の管理（車で移動、組合の車を使用）
＊時期（分娩時期など）によって、時間外が発生します
※未経験者には指導いたします
※男女ともに活躍している職場です
※パート求人も別途公開しています　
＊契約更新は、年度毎更新です

他 秋田県畜産農業協同組合　鹿
角支所151,200円～172,800円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字菩提野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。

3 



※必要な免許・資格 日給

交替制あり 就業場所 18人

企業全体 68,479人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 25人
(1)6時00分～15時00分
(2)10時30分～19時30分 企業全体 25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 49人

企業全体 51人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 10人

(1)8時30分～17時30分
企業全体 33人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 8人
(1)17時00分～22時00分

企業全体 8人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 23人

企業全体 512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～13時00分
(2)12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 時給

就業場所 17人

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 8人
(1)13時45分～18時45分

企業全体 50,035人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 0人
(1)8時30分～16時30分

企業全体 400人

※必要な経験有期雇用派遣パート 雇用・労災・健
康・厚生

必須 03010- 2911221

外国語指導講師（Ａ
ＬＴ）〈鹿角市〉

2人

・小学校、中学校における外国語指導の補助講師。
・その他、上記に付随する業務

土日祝他 株式会社　インタラック北日本
1,536円～1,786円 毎　週

岩手県盛岡市中央通１丁目１１
番１７号　第２大通ビル６Ｆ【求人
票送付先指定あり】

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- 2808521

調理員／５Ｈ（鹿角
市十和田大湯）

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：９０名程度　　　　　
※雇用について　　　　　　　　　　
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

他 日清医療食品　株式会社　北
東北支店830円～850円 毎　週

岩手県盛岡市大通３丁目３番１
０号　七十七日生盛岡ビル　９
階

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は17時00分～22時
00分の間の4時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

不問 02010- 2177321

店内販売員（鹿角
毛馬内店／夜間
パート） 1人

・品出し、レジ
・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）

950円～950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 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 07122-  187021

設備保守・メンテナ
ンス

4人

再エネ電源となる、太陽光発電設備やバイオマス発電機などの日常
管理業務及び、定期点検業務。並びに上記にかかる、計画及び報告
などのドキュメント作成業務。

他 株式会社　エイブル
850円～1,200円 毎　週

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

64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～19時30
分の間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

不問 06030- 1220021

販売・加工（精肉：
花輪店）

2人

◯精肉の加工業務
　（肉のカット、パック詰め、値付け等）
※雇用期間は、【６ヶ月毎の契約更新を】行っており、更新時期は
　毎年４月と１０月になります。

他 本間物産　株式会社
830円～830円 毎　週

山形県飽海郡遊佐町比子字白
木２３－３６２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-  411621

販売スタッフ（夕方
～夜）

1人

●コンビニエンスストアの販売に係る業務
　・販売商品の精算（レジ操作）、商品の袋詰め
　・宅配便の取扱い（受付）
　・各種チケットの販売　
　・公共料金支払いの受取り
　・商品の管理業務（商品の補充陳列および検品等）
　・その他、店舗・駐車場の清掃

他 ファミリーマート　鹿角毛馬内店
852円～852円 毎　週

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
下寄熊３８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-  416821

牛飼養管理等作業
員

1人

●組合牧場の牛飼養管理、作業をしていただきます
　・牛の餌付け、体調管理、牛舎の掃除等
　・繁殖牛１００頭、肥育牛１００頭を４～５人で管理します
＊時期（分娩時期など）によって、時間外が発生します
※未経験者には指導いたします
※男女ともに活躍している職場です
　農業などとの兼業も可能です。気軽にご相談下さい。
　６０歳以上の方も歓迎します
※フルタイム求人も別途公開しています（条件異なります）
＊契約更新は、年度毎更新です

他 秋田県畜産農業協同組合　鹿
角支所850円～900円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字菩提野１
－２雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は8時00分～17時00
分の間の5時間以上

雇用・労災

不問 05080-  415721

製品仕上げ補助

1人

●工場にて製品仕上げ業務の補助業務に従事していただきます
　・グラインダーを使用した作業
　・穴開け作業
　・その他、付随する業務
＊重量のあるもので５ｋｇ程度の製品の取り扱いがあります
《　急募　》

日他 シー・アンド・シー　株式会社
830円～1,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町荒谷字手
紙沢５４－５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

あれば尚可 05080-  428321

調理員

1人

●当施設の調理業務全般を担当していただきます
　・３０～３５名分の入居利用者及び職員の給食、配膳等に係る業務
　　（調理、配膳、下膳、食器洗浄、消毒等）
　・その他、調理場の整理清掃等調理に付随する業務
　・食器洗浄機完備　
＊１日当たり早番・遅番はそれぞれ１名づつで、１０時～１５時までは
　２名体制で調理します。
＊調理補助として日勤パートもおります。
＊一般家庭と同じ調理器具を使用します。

他 株式会社　大寿（ショートステイ
大寿十和田）840円～880円 毎　週

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
押出８７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8時30分～17時15
分の間の6時間以上

雇用・公災・健
康・厚生

必須 05080-  425221

求職者専門相談員
（就職支援ナビゲー
ター） 1人

【就職支援ナビゲーター（職業訓練・求職者支援分）】
・公共職業訓練等、求職者支援訓練及び各種職業訓練等（以下
　「公的訓練等」という）の情報収集・整理（求職者への情報提供）
・求職者支援制度における就職支援計画書の作成、指定来所日に
　おける職業相談及び職業指導
・職業訓練受講給付金及び求職者支援資金融資の求職者への周知
　説明、申請書類の受付及び確認等
・公的訓練等受講者（修了者含む）への就職支援、職場定着支援
・機構支部、県市町等関係機関との連携（訪問等含む）
・一般的な職業相談及び職業紹介
・その他付随する業務

土日祝他 秋田労働局（鹿角公共職業安
定所）1,991円～2,028円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字荒田８２
－４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

4 



※必要な免許・資格 時給

就業場所 15人
(1)9時00分～17時00分

企業全体 1,963人

※必要な経験

※必要な免許・資格 その他

就業場所 83人

(1)19時00分～6時00分
企業全体 83人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 8人

(1)17時00分～22時00分
企業全体 8人

※必要な経験

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

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

　●小坂町役場ホームページ　→　移住・定住　→　新着情報　

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

パート労働者 雇用・労災

不問 05080-  407821

宿直員（介護老人
福祉施設鹿角微笑
苑） 1人

●宿直員（専門）として下記の業務に従事して頂きます。
【１９時００分～２１時００分、翌５時００分～６時００分】
（実作業計３時間）
　・施設内、外の巡視
　・施錠と施錠の確認、開錠
　・ガスの元栓確認
　・非常口の確認（冬季のみ）非常口付近の軽い除雪
　・その他異状の確認、及び報告等
【２１時００分～翌５時００分】（手待ち時間８時間／就寝可能）
　・緊急時には一時的な電話対応や臨時開錠／施錠等があります。

他 社会福祉法人寿光会（鹿角微
笑苑）840円～840円 毎　週

秋田県鹿角市十和田大湯字屋
布ノ下タ２０番地雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

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 05010- 2645221

銀行窓口業務（毛
馬内支店）

1人

○銀行窓口業務
　・窓口での預金受払業務
　・振込、税金納付の受付業務
　・諸届の受付業務　
　・電話対応　等
＊当初は６ヶ月契約。以後契約更新となった場合は６ヶ月。
　その後に契約を更新する場合は１年毎です。
＊働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

土日祝他 株式会社　秋田銀行
1,010円～1,010円 毎　週

秋田県秋田市山王３丁目２－１
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6時00分～5時59分
の間の3時間以上

労災

あれば尚可 05080- 2673211

販売スタッフ

1人

●レジに係る業務
　・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、公共料金支払い等の業務
　・来店者の案内、接客業務
●売場の管理に係る業務
　・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
＊就業時間については、気軽にご相談下さい（１日３時間以上～）
　就業時間（１）１７時～２２時可能な方歓迎！
＊他掛け持ち就労希望等もご相談下さい！
＊土日祝日勤務可能な方、学生アルバイト大歓迎！

他 ファミリーマート　鹿角大湯店

830円～830円 毎　週

秋田県鹿角市十和田大湯字中
田１０－３雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

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

◎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

《ハロトレ情報》
現在、募集を行っている職業訓練です。（原則、雇用保険受給者以外の無業者の方）

二次元コードを携帯で読み込んでいただくと募集のチラシがご覧いただけます。

※上記以外に雇用保険受給者を対象としたコースもありますので、詳しくは最寄りのハローワークへお尋ねください。

ビジネスパソコン科（鹿角）

募集期間：2月1日～2月25日

5 


