
（週刊求人情報の配置場所、時間）

フルタイム
職種

雇用形態
雇用期間

求人数
年齢 仕事の内容

必要な免許・資格
必要な経験

賃金形態
賃金月額
就業時間

※必要な免許・資格 月給

就業場所 5人

(1)8時30分～17時15分
企業全体 270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 49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

不問 05080-  439121

製缶及び管理技術
者（総合職）（見習い
可） 1人

●総合職で当社を担う人材として下記の主な業務に従事します
※配属はご本人の意向と適性を判断し決定します
技能工：工場内で製造工程内作業、型鋼、鉄板等の組立
溶接工：工場内において建築鉄骨部品及び製缶物の溶接作業
現場管理者：製作した製品を建築現場に搬入した際の管理
技術職：各種プラント工場の製缶物、橋梁等の製作の為の図面作成
　　　　　する。ＣＡＤを使用し、各種図面及び加工図・設計図等の作成
営業職：取引先メーカー・ゼネコン等との調整、見積書作成
施工管理：工事現場で施工管理（積算、施工図の作成、安全品質
　　　　　　　管理、工程管理業務等）

日他 シー・アンド・シー　株式会社

２級土木施工管理技士
162,000円～380,000円 その他

２級建築施工管理技士 秋田県鹿角郡小坂町荒谷字手
紙沢５４－５雇用期間の定めなし

65歳
以下

溶接管理技術者２級

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

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-  440821

●国立公園内の自然の案内及び施設管理業務
　・駐車場管理
　　料金徴収・車両誘導、道路交通情報等の提供等
　・公園施設管理
　　山頂周辺の散策路の管理（草刈、ロープ柵設置、残雪期道標
　　設置、歩道の簡易補修、倒木処理等）
　・駐車場公共トイレの清掃、周辺のゴミ拾い等
　・館内の解説や案内（窓口や電話等）、天候や自然情報等の収集
　　及びフェイスブックによる情報発信
　・売店対応、接客、商品補充、レンタル品の貸し出し管理
　・その他、外来植物駆除等
＊雇用期間１１／５迄の予定ですが前後の場合あり

他 一般財団法人自然公園財団
八幡平支部140,000円～150,000円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字西の下
３２

◎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）

◎３／１７（木）１０：３０～　新化食品㈱花輪工場

案内及び施設管理

4人

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（２月１０日～２月１６日受理分)  ２月１８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２５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

 ◎　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）

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４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）

◎２／２１（月）１０：３０～　㈱玉川温泉

※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 28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 26人
(1)8時00分～17時30分

企業全体 26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15分～17時15分 企業全体 6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)6時00分～15時00分
(2)9時00分～18時00分 企業全体 78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 20,000人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 1人
(1)9時00分～17時30分

企業全体 296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 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

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
175,305円～183,970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
184,000円～206,000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）希望の方、夜勤が出来ないという
　方の相談にも応じます！気軽にご相談下さい。
＊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

介護福祉士
167,305円～175,970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
213,000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

不問 05031-  336821

配置薬の補充・集金
及び健康食品・化粧
品のご案内と販売 1人

○当社の薬箱を置いていただいているお客様宅を訪問し、医薬品の
　補充と、ご使用分の集金をしていただきます。
　同時に健康食品や化粧品のご案内、販売業務もあります。
　・１日１５軒程度のお客様を訪問します。
＊入社後は、約２ヶ月間の研修（同行研修、商品研修）を行います
＊未経験の方でも細かく指導いたします。
＊社用車（ＡＴ車：４ＷＤ）を使用していただき、基本的には
　直行直帰となります。
　　　【担当エリア：北秋田・大館・鹿角地域】

日祝他 株式会社　常盤メディカルサー
ビス　秋田営業所　北秋田サテ
ライト

203,200円～239,000円 毎　週

秋田県北秋田市鷹巣字本屋敷
１２１－２　ダイナリングハイツ２１
０６

雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県北秋田市

有期雇用派遣労働者 雇用・労災

不問 05010- 3190921

製品の検査【小坂
町】

1人

○車載機器等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174,720円～174,720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

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形・
その他あれば尚可 05080-  438921

調理スタッフ

1人

●調理に係る業務に従事していただきます
　・当施設入所者に対する食事の調理業務
　・厨房から出来上がった料理の配膳業務
　・食事終了後の回収と後片づけ業務
　・食器及び調理器具の洗浄等整理作業
　・厨房の整理整頓等清掃作業
＊調理は、和食を中心に約１７食分を３人の調理スタッフで行います

他

調理師
142,800円～162,500円 その他

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

あれば尚可 05080-  437621

医療事務

1人

●クリニックにおいて事務業務を担当していただきます。
　・医療事務
　・クリニック総務事務
　・窓口、電話対応
＊パート希望の方は、ご相談下さい。

土日祝他 けまない皮膚科クリニック
144,000円～160,000円 毎　週

秋田県鹿角市十和田毛馬内字
城ノ下１９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

不問 05080-  436321

管理事務（建設関
連）【未経験者】

1人

・電子入札業務
・Ｃｏｒｉｎｓ登録業務
・現場パトロール補助
・営業部の補助
・保管書類の管理
・資格更新処理
＊仕事に慣れるまで、２人３脚で手厚くサポートします
＊人と関わることが好き、細かな事務業務が得意、建設や土木に
　興味がある方、大歓迎です

日他 小坂建設　株式会社
167,200円～229,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上
前田４－４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

正社員 又は0時00分～23時59
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080-  445621

大型自動車運転手

3人

●主に紙袋に入った商品や１ｔバックに入った商品を関東・関西に
　輸送して、飲料・原料などを積んで戻って来ていただきます
　・使用車両：１５ｔ車

他 大日産業　株式会社

大型自動車免許
150,000円～150,000円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字赤渕３
８－１雇用期間の定めなし

18歳
～59
歳

就業場所 秋田県鹿角市

2 



※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

※必要な免許・資格 時給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 18人
(1)8時30分～17時30分
(2)8時00分～17時00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 14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

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

就業場所 42人
(1)8時30分～16時15分

企業全体 111人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 42人
(1)8時30分～15時15分
(2)8時30分～15時30分 企業全体 111人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 11人
(1)8時30分～15時15分

企業全体 111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 270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～15時00分

企業全体 3,831人

※必要な経験パート労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  442521

鮮魚担当（６時間／
パートナー）

1人

●当店の鮮魚部門に係る担当として以下の業務に従事します
　・加工された商品盛り付け、パック作業
　・鮮魚商品の品出し業務
　・商品の価格表示業務
　・商品の店頭陳列業務
　・消耗品（トレーケース、パック）の発注
　・その他鮮魚販売に付随する業務
＊人事考課制度あり、勤務優秀な方には昇給、賞与あり
＊他部門との掛け持ちも可能（１日７時間まで）

他 いとく鹿角ショッピングセンター
（株式会社　伊徳）860円～860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

パート労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  441221

案内及び施設管理

1人

●国立公園内の自然の案内及び施設管理業務
　・駐車場管理
　　料金徴収・車両誘導、道路交通情報等の提供等
　・公園施設管理
　　山頂周辺の散策路の管理（草刈、ロープ柵設置、残雪期道標
　　設置、歩道の簡易補修、倒木処理等）
　・駐車場公共トイレの清掃、周辺のゴミ拾い等
　・館内の解説や案内（窓口や電話等）、天候や自然情報等の収集
　　及びフェイスブックによる情報発信
　・売店対応、接客、商品補充、レンタル品の貸し出し管理
　・その他、外来植物駆除等
＊雇用期間１０／３１迄の予定ですが前後の場合あり

他 一般財団法人自然公園財団
八幡平支部875円～875円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字西の下
３２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・公災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  448021

ほ場管理業務【会計
年度任用職員】

1人

●ほ場の管理業務全般（当振興局農林部に所属）　
　・リンゴ、もも等の栽培管理
　　（摘果、収穫、防除、剪定等）
　・収穫物の出荷調整作業
　・ほ場の環境整備（草刈機、トラクター等の機械を使用）
　・その他、上司の指示による付随業務
＊応募者５名になり次第、または２／２５（金）１２時に締め切ります

土日祝他 鹿角地域振興局
822円～961円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字六月田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・公災・健
康・厚生

不問 05080-  447121

登記嘱託員【会計
年度任用職員】

1人

●当振興局の建設部においての登記事務に関する業務
　・土地登記簿、地図等の閲覧及び謄写に関する業務
　・その他、上司の指示による付随業務
　　（関係機関への外出業務を含む）
＊応募者３名になり次第、または２／２５（金）１２時に締め切ります

土日祝他 鹿角地域振興局
891円～1,117円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字六月田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

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 雇用・公災・健
康・厚生

不問 05080-  446921

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

一般事務職員【会
計年度任用職員】

1人

●当振興局の建設部においての一般事務補助
　・関係諸帳簿、書類からのパソコン入力業務
　・来客者の接客応対および電話の応対
　・各諸帳簿、書類等の整理整頓
　・資料等書類のコピーの業務等
　・その他、上司の指示による付随業務
＊応募者５名になり次第、または２／２５（金）１２時に締め切ります

土日祝他 鹿角地域振興局
891円～919円 毎　週

秋田県鹿角市花輪字六月田１
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2667411

介護職員（ショートス
テイ）

1人

●当施設のショートステイ利用者の介護に係る業務全般に従事して
　いただきます
　・日常生活の介護（食事、入浴、排泄介助等）
　　（利用者２５人を介護職員１３人で対応）　
　・利用者の方たちとの会話やレクリエーション等
＊当施設は、ユニット型の家庭的な施設です
＊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
170,305円～183,970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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080- 2666511

介護職員（デイサー
ビス）

1人

●当施設のデイサービス利用者の介護に係る業務全般に従事
　していただきます
　・日常生活の介護業務（食事、入浴、排泄介助等）
　・介護者の送迎、お買い物、散歩、ドライブ、
　　レクリエーション等の介助
　　（送迎・ドライブ等の範囲は、鹿角市・小坂町）
＊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

日他 医療法人楽山会　温泉保養館
おおゆ

介護福祉士
174,880円～183,520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

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）

190,000円～210,000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

介護福祉士
170,305円～183,970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

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 150人
(1)9時00分～13時00分

企業全体 3,831人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 150人

企業全体 3,831人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 15人

企業全体 4,500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 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

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

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

　●小坂町役場ホームページ　→　移住・定住　→　新着情報　

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

◎鹿角市役所・小坂町役場のホームページからも週刊求人情報誌がご覧頂けます！

パート労働者 雇用・労災

不問 05080-  435421

放課後児童支援員
【会計年度任用職
員】 2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：２／１０（木）～２／２４（木）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・公災・健
康・厚生

不問 05080-  434521

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：２／１０（木）～２／２４（木）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-  433221

一般事務Ｃ【会計年
度任用職員】

1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：２／１０（木）～２／２４（木）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00分～22時15
分の間の7時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

不問 03010- 3847021

ドラッグストアでの販
売（登録販売者）
【鹿角花輪地域】 1人

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃
・ＰＯＰ（値札）貼り　等
＊当社は東北６県に店舗を展開する一部上場企業です。
＊販売未経験の方も大歓迎です。
「働き方改革関連認定企業」※えるぼし認定
　※いわて働き方改革ＡＷＡＲＤ２０１８受賞

他 株式会社　薬王堂
登録販売者（一般医薬
品）

891円～891円 毎　週

岩手県盛岡市盛岡駅西通２丁
目９番１号　マリオス６Ｆ雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問
就業場所 秋田県鹿角市

パート労働者 又は9時00分～22時00
分の間の4時間以上

労災

不問 05080-  444321

サポート部門（４又は
６時間／アルバイト
社員【土日限定】） 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

月火水木金祝他 いとく鹿角ショッピングセンター
（株式会社　伊徳）900円～900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-  443421

サポート部門（４時
間【９～１３時】／
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）850円～850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

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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《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
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