
（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 29人
(1)8時30分～17時30分

企業全体 29人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

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

※必要な免許・資格 日給

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

※必要な経験

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。

◎３／１８（金）１０：００～　ニチイケアセンター鹿角（ニチイ学館㈱）

◎４／１９（火）１０：３０～　農事組合法人 八幡平養豚組合

◎４／　６（水）１０：００～　湯瀬ホテル（㈱せせらぎ宿）

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（３月３日～３月９日受理分） ３月１１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３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

 ◎　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

◎４／１２（火）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）

◎４／１８（月）１０：３０～　医療法人 春生会（大里医院・老人保健施設大深）

★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）

◎４／　７（木）１０：３０～　ショートステイ大寿（㈱大寿）

◎４／　５（火）１０：００～　秋北バス㈱

◎３／１５（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

◎３／２２（火）１０：００～　㈱玉川温泉

◎３／２３（水）１０：００～　社会福祉法人 花輪ふくし会

水耕栽培作業員
【正社員】

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-  705521

1人

◆２０１８年１２月に稼働した工場で下記業務に従事して頂きます
　・機械化された工場内で水耕栽培による野菜の生産・収穫・出荷
　　及び梱包までの作業、清掃などを分業にて行います。
※基本作業を覚えて頂きましたら、生産物の生育状況や栽培管理、
　工場の機械のメンテナンス、管理、各作業場のリーダー等、適性に
　応じて管理業務を徐々に対応して頂きます。
※設定された温度できれいな野菜を栽培するために、衛生面・環境
　面で管理された工場内での作業です。
※クリーンスーツ・マスクを着用しての作業となります。

水日 株式会社　バイテックファーム鹿
角140,000円～140,000円 毎　週

秋田県鹿角市十和田末広字下
屋布１－１０

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  707321

石材加工員

2人

●石材加工及び据付に係る業務に従事していただきます
　・墓石の設置及び解体に伴う作業
　・墓石の据付工事に伴う運搬作業
　（運搬は２ｔトラック又は軽トラックを使用します）
　・墓石据付のための基礎コンクリート打ち及び組立作業等
　・墓石加工（生コン等の練り作業等）
　・その他、加工場等の整理清掃等付随する業務

日他 有限会社　相馬石材
185,000円～215,000円 その他

秋田県鹿角市花輪字前田２８
－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 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  708621

鳶工又は鳶手元（補
助）

2人

●建設工事現場での鳶作業が主です
　・建設基礎に係る工事、並びに解体に係る工事
　・足場工事等
　・その他現場の清掃等付随した建設作業
＊１８歳未満で採用した場合は、高所作業を含みません
　（※求人に関する特記事項欄参照）

日他 株式会社　鳶翔

中型自動車免許
184,000円～345,000円 その他

足場の組立て等作業主
任者

秋田県鹿角市花輪字新田町２
７ー１雇用期間の定めなし

不問
就業場所 秋田県鹿角市

※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 5人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 26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)9時00分～18時00分
企業全体 500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30分

企業全体 26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30分
企業全体 26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30分

企業全体 26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30分
企業全体 26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30分
企業全体 26人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 5人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 26人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 5人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 26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 2人
(1)9時00分～8時59分

企業全体 16,290人

※必要な経験

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

必須 04010-15249521

機械施工管理（経
験者）

2人

各地方自治体等に於いて発注者側の業務をお手伝い頂きます。
・現場の調査点検確認や資料の精査作成～提出
・工事監督や打ち合わせ、同書類の作成
・写真撮影やファイリング
・キャド、エクセル、ワード等のパソコン操作
・施工業者との打ち合わせ検査立会いの補助作業
・発注者支援業務・ネクスコ技術業務経験者歓迎します
・６０才以上の方の応募可能です
・着任、帰任旅費や帰省旅費その他会社会社規定あります

土日祝他 株式会社　クランク

１級建設機械施工技士
339,700円～466,800円 毎　週

２級建設機械施工技士 宮城県仙台市青葉区一番町２
丁目２－１３　仙建ビル３階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

必須 04010-15285621

出張型自動車鈑
金・塗装［秋田県秋
田市、大仙市、横手
市］

1人

自動車の鈑金塗装業務全般
・支店管内取引先の大手自動車ディーラー店舗へ往訪し、「軽板金
　塗装」業務を行っていただきます。
・勤務は自宅からの直行・直帰を基本とし、居住地域近隣での業務
　が主となります。
（業務日報の提出等で勤怠管理を行います）
＊下請け・フランチャイズではなく、正社員雇用です。
＊業務に必要な資材・機材・工具を搭載した車両を貸与し作業着・
　燃料費・有料道路費・駐車場など必要経費は全て会社負担です。
※経験の浅い方でも丁寧に指導します。
＜主な担当エリア＞秋田県全域

他 株式会社　北関東クリーン社
仙台支店235,000円～400,000円 その他

宮城県仙台市宮城野区日の出
町３丁目７－２９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 04010-15316121

土木設計の補助・修
正業務（道路／河
川／施設／上下水
道他）

2人

主に土木の公共構造物などの工事における設計図面の修正作業や
数量計算、資料整理などの補助業務です。
設計図面の原稿を作成するものではありません。
キャド操作が主な業務ですが、数量拾いや数量計算はエクセルを
使用します。上記に関連した資料の作成やまとめ作業など。
＊資格手当があります。
＊宿舎費本人負担なし。
＊着任・帰任旅費、帰省旅費、その他支援制度あり。
直接お気軽に電話問い合わせください

土日祝他 株式会社　クランク
330,700円～427,500円 毎　週

宮城県仙台市青葉区一番町２
丁目２－１３　仙建ビル３階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 04010-15331621

造園施工管理（道
路の維持点検／施
設管理／発注支援
補助）

2人

公共の道路や建築物に付随した植栽物の維持や管理のお仕事です
枯れ木の点検確認や、写真を撮影し今後の管理方法の決定など
維持管理目的での業務の発注に関する補助的な業務で資料の取り
まとめやキャドによる図面修正など自ら作業して頂く技能的なお仕事
ではありません
発注支援の経験が未経験の方でも応募お待ちしております
＊資格手当があります。
＊宿舎費本人負担なし。
＊着任・帰任旅費、帰省旅費、その他支援制度あり。
直接お気軽に電話問い合わせください

土日祝他 株式会社　クランク

２級造園施工管理技士
330,700円～427,500円 毎　週

２級土木施工管理技士 宮城県仙台市青葉区一番町２
丁目２－１３　仙建ビル３階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 04010-15370521

電気工事施工管
理・発注支援業務や
点検調査、資料作
成

3人

電気工事に関する公共物の維持に関わる点検や、工事の発注に関
する業務の全般を行って頂くお仕事です。
工事の発注後の監理監督や打ち合わせ
現況の写真撮影や資料作成、同とりまとめ
キャドを使用した図面の修正作業（設計図面作成ではありません）
設計資料の確認や設計積算に関する補助業務など

土日祝他 株式会社　クランク
２級電気工事施工管理技
士

351,000円～421,000円 毎　週

宮城県仙台市青葉区一番町２
丁目２－１３　仙建ビル３階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 04010-15382121

土木施工管理（工
事発注の監理・発注
者支援）補助業務 3人

公共物のインフラ整備に関わるお仕事です
工事発注者側の一員となり、工事の発注から竣工までのお手伝い
現場での測量等の施工管理作業はありません。
設計に関する打ち合わせや確認作業
写真撮影や工事に関する資料整理取りまとめ
土木工事の発注に関わる補助的な作業
建設土木に関わる経験者を優先させて頂きます
６０代の方も積極的にご応募頂けます
入社時期について予めご提示頂けます
雇用条件についても経験内容を尊重しながら相談に応じます

土日祝他 株式会社　クランク

１級土木施工管理技士
373,100円～502,100円 毎　週

２級土木施工管理技士 宮城県仙台市青葉区一番町２
丁目２－１３　仙建ビル３階雇用期間の定めなし

64歳
以下

その他の土木・測量技術
関係資格

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 04010-15420921

建設業に関する図
面修正や数量計算
など発注側の補助
業務

3人

建設業に関連したＰＣをしての補助的なお仕事です
オートキャド・マイクロソフトエクセル・ワードを使用する事が多く、室内
業務がメインです。
＊＊エクセルを使用した資料作成や数量計算作業
＊＊ワードを使用した説明資料作りなど
＊＊キャド操作による建設図面の部分修正
（建設工事の原稿基図ではありません）
＊＊安全衛生に関係した書類作成（フォーマット有）
応募者の実務経験を生かし、今後のキャリア形成や環境を考慮し
配属を検討させて頂きます

土日祝他 株式会社　クランク
283,300円～401,300円 毎　週

宮城県仙台市青葉区一番町２
丁目２－１３　仙建ビル３階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 04010-15426521

土木施工管理の補
助的業務（現場代
理人以外） 3人

土木工事（道路や河川、下水道等）の施工を管理するお仕事です
作業的な業務ではなく、作業工程などを管理して頂きます
工事計画書を作成する書類作成や安全に関係する書類の作成
進捗状況を画像撮影し記録保存する業務
工作物の完成位置を示す水準測量や丁張作業
補助的な業務で、現場責任を担う現場代理人ではありません
建設土木に関わる経験者を優先させて頂きます
６０代の方も積極的にご応募頂けます
入社時期について予めご提示頂くことが可能です
雇用条件についても経験内容を尊重しながら相談に応じます

土日祝他 株式会社　クランク

２級土木施工管理技士
303,000円～421,000円 毎　週

その他の土木・測量技術
関係資格

宮城県仙台市青葉区一番町２
丁目２－１３　仙建ビル３階雇用期間の定めなし

64歳
以下

測量士補

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 04010-15493321

土木建築の施工管
理の補助業務（経験
少ない方向け） 2人

土木や建築の工事や事務所にて、施工管理の補助をして頂きます。
工作物の寸法測定や、地中に埋まる箇所等の写真撮影をして、
図面通りの寸法が確保されているか画像を保全するお仕事です。
パソコンに撮影した画像をソフトを使用し取り込みます
図面の修整などはキャドを使用しますが、基図作成ではありません
支給されるスマホを使い、日に数回の状況の確認連絡
指定された用紙に、当日の天候を記録等の書類作成
業務の移動は車両の貸与を行い、遠方の場合は宿舎を手配します
応募者の実務経験を生かし、今後のキャリア形成や、応募者の
生活環境に十分配慮して、配属先を相談させて頂きます

土日祝他 株式会社　クランク

２級土木施工管理技士
257,000円～375,100円 毎　週

２級建築施工管理技士 宮城県仙台市青葉区一番町２
丁目２－１３　仙建ビル３階雇用期間の定めなし

64歳
以下

建築ＣＡＤ検定試験３級

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- 4825421

セキュリティスタッフ
（機械警備）【小坂
町】 2人

・機械警備ご契約先へ社有車を使用して緊急対応、巡回業務等を
　行います。
・警備範囲は小坂町エリアになります。
＊未経験者でも安心して業務に就ける研修、教育制度も有ります。
＊３日に１度程度の勤務なので自由時間が多く、兼業も可能です。
＊業務に支障が無ければ、勤務中に自己啓発を行うことも可能です
＊雇用契約は初年度は１年、その後は３年毎の契約となります。

他 セコム　株式会社　秋田統轄支
社155,000円～170,000円 その他

秋田県秋田市中通３丁目２－４
４　秋田河北ビル３階雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

2 



※必要な免許・資格 月給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 3人

(1)9時00分～18時00分
(2)18時00分～9時00分 企業全体 16,290人

(3)20時00分～9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 25人
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分 企業全体 25人
(3)10時00分～19時00分

※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 37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)9時00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 13人

(1)8時30分～17時15分
(2)12時00分～10時00分 企業全体 43人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給
大型自動車免許

変形（1年単位） 就業場所 26人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 26人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 250人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 388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)8時30分～20時45分
(2)20時30分～8時45分 企業全体 1,432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 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年単位） 就業場所 7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ヶ月単位） 就業場所 16人
(1)6時00分～14時50分
(2)8時30分～17時20分 企業全体 273人

※必要な経験

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05010- 4828921

セキュリティ事業ス
タッフ（機械警備）
【鹿角】 5人

○セコムグループの様々なサービスの最前線で高度な安全・安心を
　お届けする社会貢献度の高い仕事です。
　社有車でご契約先に急行し、適切な対処を行います。
【具体的な対処業務】
　・緊急対処・巡回・ＡＴＭ障害対処・保守点検・警備強化の提案・
　　初期消火・救急対応　等
＊東証一部上場の正社員募集です。福利厚生等も完備しています。
　実力主義の会社なので、努力次第で活躍可能。やりがいがあります
　安定した会社で思い切り力を発揮してください。
＊入社時・入社後に適宜研修を行っています。

他 セコム　株式会社　秋田統轄支
社190,600円～200,100円 その他

秋田県秋田市中通３丁目２－４
４　秋田河北ビル３階雇用期間の定めなし

18歳
～39
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-  699121

介護員

1人

●介護に係る全般業務（最大定員３０名）
　・利用者様の健康管理の他、食事・入浴・洗濯等の日常生活の
　　介助に係る業務に従事していただきます。　
　・夜勤は、月４～６回あり（夜勤勤務の翌日は原則公休）
　　現在看護師３名、介護員１４名が勤務しています。
■未経験でも大歓迎！資格取得の助成制度あり！
　介護職員初任者研修・実務者研修や社会福祉主事等の資格取得
　費用の全額補助の他、講習のシフト調整等、資格取得をバック
　アップします。実績多数あり。

他 株式会社　大寿（ショートステイ
大寿十和田）150,000円～160,000円 その他

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

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  700121

看護師（あすなろ）

1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 秋田県鹿角郡小坂町

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  701021

ホテルフロントスタッ
フ

1人

●小坂町にございます「ホテル小坂ゴールドパレス」のフロント業務
　（接客業務）に従事していただきます。
　・受付業務（チェックイン、チェックアウト）
　・ホテル館内案内業務
　・その他（館内外の不随雑務、他部門の応援業務）
※夜勤もあります（月７～８回）
●未経験の方も歓迎します
　（スタッフにて丁寧に教えますので、興味のある方は是非応募
　　お待ちしております。）
【追加募集】

他 小坂まちづくり　株式会社
160,000円～220,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字古館４８－２雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05080-  695421

土木作業員（有資
格者）

5人

●土木工事業務に従事していただきます
　・土木工事の現場作業
　　（主に道路工事、法面工事、舗装工事等）
　・大型、特殊車両（ローダー・ローラー等）のオペレータ業務
　・その他、付随する雑工事作業

日他 小坂建設　株式会社
194,020円～218,000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

64歳
以下

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員以外 雇用・公災・健
康・厚生

不問 05080-  698921

事務補助員

1人

●市・県民税、その他市税に係わる事務補助業務に従事して頂き
　ます
　・資料整理、発送文書封入業務
　・市税に関する窓口・電話の対応業務
　・各種証明書の交付業務
　・端末操作によるデータ入力
　・パソコン操作による文書などの作成
　・その他、上司の指示による付随する業務
＊応募書類提出期限：３／１６（水）１７時まで

土日祝他 鹿角市役所
145,079円～181,928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

不問 28020- 4315521

「公共プラント」オペ
レーター※未経験者
歓迎（秋田県鹿角
市

1人

焼却施設にて一般家庭・事業系ごみを焼却するお仕事です。
１．中央制御室での焼却設備の運転監視
２．クレーン操作により、ごみを焼却設備へ投入
３．設備機器の巡回点検、保守、清掃、その他関連業務
＊運転監視では簡単なパソコン（ＤＣＳ）操作を行います。
＊詳しい仕事内容、職場環境などＨＰからご覧頂けます。
　「神鋼環境メンテナンス」で検索して下さい。

他 神鋼環境メンテナンス　株式会
社178,500円～228,500円 その他

兵庫県神戸市中央区磯上通２
丁目２番２１号　三宮グランドビ
ル７Ｆ

雇用期間の定めなし

18歳
～59
歳

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- 3479021

空気清浄機製造
（小坂町）

5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

正社員 又は7時30分～17時00
分の間の8時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

不問 03010- 5828421

警備員（正社員／
十和田待機所）

1人

十和田待機所において、下記の業務を行っていただきます。
　・高速道路上での交通規制作業・車両誘導及び監視員
　・その他、付随する業務および指示された業務
＊冬期間は主に高速道路の除雪作業となります。

他 テクノスワーク株式会社　盛岡
営業所交通誘導警備業務検定２

級
170,000円～240,000円 その他

交通誘導警備業務検定１
級

岩手県盛岡市大通３－２－７
鈴木ビル３階雇用期間の定めなし

62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 03060- 1516121

倉庫作業員（鹿角
営業所）

2人

飲料ケースの取り扱い業務
　・商品の荷受け、在庫管理、ピッキング（仕分け）、
　　商品の積み込み等
＊商品の積み下ろし作業等はフォークリフトで行います。
　（一部手作業あり）
＊未経験者の方でも懇切丁寧に指導いたします。
「働き方改革関連認定企業」
　・くるみん認定
　・いわて子育てにやさしい企業等認証制度

日祝他 白金運輸　株式会社

フォークリフト運転技能者
195,000円～218,000円 その他

岩手県奥州市江刺稲瀬字沼舘
６９番地（本社営業所）雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

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

3 



※必要な免許・資格 月給

変形（1ヶ月単位） 就業場所 19人

企業全体 90,768人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 28人
(1)5時30分～14時30分
(2)11時30分～20時30分 企業全体 28人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 28人
(1)6時00分～21時00分

企業全体 28人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

交替制あり 就業場所 28人
(1)7時00分～18時00分
(2)8時00分～19時00分 企業全体 28人
(3)14時00分～23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 28人
(1)5時30分～14時30分
(2)11時30分～20時30分 企業全体 28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 28人
(1)5時30分～14時30分
(2)11時30分～20時30分 企業全体 28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 28人
(1)5時30分～14時30分
(2)11時30分～20時30分 企業全体 28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 28人
(1)6時00分～21時00分

企業全体 28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 28人
(1)7時00分～18時00分
(2)8時00分～19時00分 企業全体 28人
(3)14時00分～23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 28人

(1)9時00分～18時00分
(2)11時00分～20時00分 企業全体 28人

※必要な経験

正社員 又は8時00分～18時00
分の間の8時間

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05030- 1271221

サービス提供責任
者【ニチイケアセン
ター鹿角】 1人

◆お客様やご家族・各スタッフ・関連事業所との連絡調整業務を
　通じて、サービス全般に関わるコーディネートを行って頂きます　
＊キャリアアップ制度あり　
＊１ヶ月１７０時間程度の雇用契約となります
＊ユニフォーム貸与
　　【急募】
○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　ニチイ学館　秋田支
店　大館営業所

介護福祉士
198,370円～198,370円 その他

秋田県大館市字桂城８－１４
朝日生命大館ビル４Ｆ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-  681121

調理スタッフ（洋食）
【季節】

1人

●当ホテルへ宿泊のお客様の夕食及び朝食の調理全般業務
　・食材の下ごしらえ等
　・各種メニューの調理、盛り付け
　・食材の発注業務
　・新メニューの提案等
＊制服貸与　　＊食事補助あり　　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
＊雇用期間は、状況により前後する可能性があります

他 十和田ホテル　株式会社

調理師
170,000円～220,000円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山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-  683721

サービススタッフ【季
節】

1人

●レストラン、宴会場でのサービス・接客業務に従事
　・開店前の準備、テーブルセッティングや片付け、
　　閉店作業等
　・お客様のご案内、ドリンクオーダー取り、料理・飲物の提供業務
＊制服貸与　＊食事補助あり　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
＊雇用期間は、状況により前後する可能性があります

他 十和田ホテル　株式会社
150,000円～180,000円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山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-  684821

フロントスタッフ【季
節】

2人

●当ホテルのフロント業務全般を担当していただきます
　・チェックイン、チェックアウトに伴う接客サービス業務
　・予約受付及び電話応対業務
　・施設を使用されるお客様の案内業務等
＊制服貸与　＊食事補助あり　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
＊雇用期間は、状況により前後する可能性があります

他 十和田ホテル　株式会社
150,000円～180,000円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

正社員以外 又は5時30分～20時30
分の間の7時間

雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080-  685221

調理スタッフ（洋食）

1人

●当ホテルへ宿泊のお客様の夕食及び朝食の調理全般業務
　・食材の下ごしらえ等
　・各種メニューの調理、盛り付け
　・食材の発注業務
　・新メニューの提案等
＊制服貸与　　＊食事補助あり　　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
＊雇用契約期間は、４／１～３／３１の１年毎の更新となります
（冬期間は、関東方面のグループ会社での就労が可能であること）

他 十和田ホテル　株式会社

調理師
170,000円～220,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山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

又は5時30分～20時30
分の間の7時間

雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080-  686521

調理スタッフ（和食）

1人

●当ホテルへ宿泊のお客様の夕食及び朝食の調理全般業務
　・食材の下ごしらえ等
　・各種メニューの調理、盛り付け
　・食材の発注業務
　・新メニューの提案等
＊制服貸与　　＊食事補助あり　　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
※雇用契約期間は、４／１～３／３１の１年毎の更新となります
（冬期間は、関東方面のグループ会社での勤務が可能であること）

他 十和田ホテル　株式会社

調理師
170,000円～220,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山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

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  687421

サービススタッフ

1人

●レストラン、宴会場でのサービス・接客業務に従事
　・開店前の準備、テーブルセッティングや片付け、
　　閉店作業等
　・お客様のご案内、ドリンクオーダー取り、料理・飲物の提供業務
＊制服貸与　＊食事補助あり　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
＊雇用契約期間は、４／１～３／３１の１年毎の更新となります
（冬期間は、関東方面のグループ会社での勤務が可能であること）

他 十和田ホテル　株式会社
150,000円～180,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山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

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  688321

フロントスタッフ

2人

●当ホテルのフロント業務全般を担当していただきます
　・チェックイン、チェックアウトに伴う接客サービス業務
　・予約受付及び電話応対業務
　・施設を使用されるお客様の案内業務等
＊制服貸与　＊食事補助あり　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
＊雇用契約期間は、４／１～３／３１の１年毎の更新となります
（冬期間は、関東方面のグループ会社での勤務が可能であること）

他 十和田ホテル　株式会社
150,000円～180,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  689621

予約係

1人

●当ホテルへの電話等による予約の受付や問い合わせを担当して
　いただきます
　・手配書やリストの作成など予約に関する業務
　・営業に付随する資料の作成（パソコンを使用）
　・予約データの入力等
　・チェックイン、チェックアウト等のお客様対応
＊制服貸与　＊食事補助あり　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
＊雇用契約は、４／１～３／３１の１年毎の更新となります
（冬期間は、関東方面のグループ会社での就労が可能であること）

他 十和田ホテル　株式会社
150,000円～180,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山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

雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  691721

調理スタッフ（和食）
【季節】

1人

●当ホテルへ宿泊のお客様の夕食及び朝食の調理全般業務
　・食材の下ごしらえ等
　・各種メニューの調理、盛り付け
　・食材の発注業務
　・新メニューの提案等
＊制服貸与　　＊食事補助あり　　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
＊雇用期間は、状況により前後する可能性があります

他 十和田ホテル　株式会社

調理師
170,000円～220,000円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山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

正社員以外

正社員以外

正社員以外

正社員以外
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※必要な免許・資格 月給

変形（1年単位） 就業場所 28人

(1)7時00分～18時00分

(2)8時00分～19時00分 企業全体 28人

(3)14時00分～23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 28人

(1)6時00分～21時00分
企業全体 28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 39人

(1)8時20分～17時10分
企業全体 45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
(2)11時50分～20時50分 企業全体 44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)8時00分～16時00分

企業全体 74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30分～17時30分
(2)8時30分～17時00分 企業全体 7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 6人
(1)8時30分～18時00分
(2)8時30分～12時00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 11人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 11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）

◎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！

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  690021

フロントスタッフ（マ
ネージャー候補）

1人

●当ホテルのフロント業務全般を担当していただきます
　・チェックイン、チェックアウトに伴う接客サービス業務
　・予約受付及び電話応対業務
　・施設を使用されるお客様の案内業務等
◎マネージャー（管理職）候補も募集しています
　・シフト管理、スタッフ育成、売上管理等ホテルの運営、マネジメント
　　業務
＊制服貸与　＊食事補助あり　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
＊雇用契約期間は、４／１～３／３１の１年毎の更新となります
（冬期間は、関東方面のグループ会社での就労が可能であること）

他 十和田ホテル　株式会社

190,000円～250,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

18歳
以上

就業場所 秋田県鹿角郡小坂町

雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  692821

サービススタッフ（マ
ネージャー候補）

1人

●レストラン、宴会場でのサービス・接客業務に従事
　・開店前の準備、テーブルセッティングや片付け、閉店作業等
　・お客様のご案内、ドリンクオーダー取り、料理・飲物の提供業務
◎マネージャー（管理職）候補も募集しています
　・シフト作成、売上管理、お客様の座席の振り分け等、マネジメント
　　業務
＊制服貸与　＊食事補助あり　＊大浴場利用可
＊通勤・住込みどちらでも可
＊雇用契約期間は、４／１～３／３１の１年度毎の更新となります
（冬期間は、関東方面のグループ会社での就労が可能であること）

他 十和田ホテル　株式会社
190,000円～250,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖
字鉛山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

雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  693221

アイロン工

2人

●当社において主にアイロン作業に従事していただきます
　・組立やすくなる為のパーツ段階でのアイロンかけ作業
　・組立後に服が美しい仕上がりとなるアイロンかけ作業
＊お仕事の内容や手順は、作業前にひとつひとつベテランスタッフ
　が説明いたします！
＊季節によって仕事量の変化が多い職場です。時期によって完成品
　の検査、簡単な仕上げ作業、完成品の袋入れや梱包作業等お手伝
　いいただくこともあります。アイロン作業だけではなく縫製全般に
　関わっていただける職場です！
＊経験者は歓迎いたします！子育てや介護などでしばらくお仕事を
　離れていた方もお待ちしております！

日祝他 昭和第一産業株式会社　尾去
沢工場137,736円～137,736円 その他

秋田県鹿角市尾去沢字新山２
３雇用期間の定めなし

59歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

雇用・労災・健
康・厚生・財形

あれば尚可 05080-  694521

機械オペレーター

1人

●当社の汎用旋盤機械、ＮＣ旋盤機械等、機械の加工オペレーター
　業務に従事していただきます
　・各種機械によるメカトロ部品の加工作業
　・パソコン操作によるプログラムの作成業務
　・機械の点検、部品の整理整頓等管理業務
　・工場内の整理等清掃業務

日祝他 株式会社　青山精工

３級機械加工技能士
169,400円～200,000円 その他

２級機械加工技能士 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

林業全般作業員

2人

●山林の下刈り作業、土木作業業務
　・山林において、樹木等の下刈り作業（草刈り機械を使用）
　・移動は当社の車両を使用（運転業務もある）
　（作業現場は鹿角地域が主ですが、日帰りで隣県の現場もあり）
　・林業機械オペレーター業務
　（バックホー、フォワーダー等を使用）
＊草刈り機械は、各自持参願います（燃料は会社負担）
＊林業機械の資格の無い方は、入社後取得していただきます
　（費用は会社負担）

重機運転手（ロー
ダー、バックホーオ
ペ） 3人

【請負業務】
●大型重機の運転業務です
　・主に小坂町の小坂製錬所内において、製錬の原料（カラミ）の
　　受入に係る作業、及び含有金属や製品等の取り扱い作業です
＊使用する重機は…
　ローダー（１．３立米級、２．０立米級、２．８立米級）
　バックホー（０．１、０．２５、０．７等）です

自動車整備士

1人

●自動車の整備に係る全般業務に従事していただきます
　（当社は民間車検工場の指定工場です）
　・自動車の車検分解整備、定期点検に関する業務　
　・故障車の点検整備、その他、車両の一般整備　
　・整備内容は自動車のエンジン、ハンドル廻り、ブレーキ系統等
　　の点検整備、部品の交換等の整備業務　
　・各種部品の整理等、工場内の清掃業務
＊定年年齢（６５歳）以上の方の応募も歓迎します！（同条件）
＊短時間希望、週２～３日の勤務希望、アルバイト希望等相談可！
　（時給９００円～）

二級自動車整備士

医療事務

1人

正社員

正社員

正社員以外

正社員以外

秋田県鹿角市八幡平字老沢３
６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
不問 05080-  351721

日他 有限会社　山口造林
184,800円～238,500円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字尾樽部３７－２雇用期間の定めなし

18歳
～62
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
必須 05080-  517621

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者

他 株式会社　小坂ワークス

大型特殊自動車免許
200,460円～200,460円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字中
田２－６雇用期間の定めなし

64歳
以下

自動車検査員

就業場所 秋田県鹿角市
正社員 雇用・労災・健

康・厚生
必須 05080-  567921

日他 有限会社　佐藤自動車整備工
場

三級自動車整備士
146,000円～195,000円 その他

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・財形
あれば尚可 05080-  238721

●医療事務員として、下記の業務に従事していただきます
　・一般事務受付（電話、接客応対など）
　・レセプト請求業務（コンピューターの入力操作）
　・精算レジ業務
　・店舗内の整理整頓、清掃業務
＊雇用開始は、相談に応じます。

日祝他 有限会社　カツミ

医療事務資格
144,000円～144,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字栗平２５－１
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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 2人

(1)9時00分～17時00分

(2)8時00分～15時00分 企業全体 5人

(3)10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 3人

企業全体 3人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 2人

(1)9時00分～13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 52人
(1)8時00分～10時00分
(2)16時00分～18時00分 企業全体 255人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 346人
(1)8時30分～16時00分

企業全体 346人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 1人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 4,700人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 1人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 4,700人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 1人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 4,700人

※必要な経験

※必要な免許・資格 日給

就業場所 1人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 4,700人

※必要な経験

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

パート労働者 又は8時00分～18時00
分の間の5時間以上

労災

不問 05080-  704221

フロント係（通勤）

1人

●フロント業務全般に従事していただきます
　・チェックイン、チェックアウトに関する業務
　・予約受付等の電話応対業務
　・お客様の客室へのご案内等
　・ロビーでの接客対応
　・その他フロント業務に係る記帳事務（パソコンを使用）
●他の部所への応援業務
　・売店業務等、厨房、食堂の手伝い
　・館内および客室の清掃業務
＊雇用期間は、天候状況により前後する場合があります
※就業時間や就業日数は相談に応じます
　（例）扶養内で働きたい…など

他 株式会社　ふけのゆ（蒸ノ湯）

900円～1,000円 毎　週

秋田県鹿角市八幡平字沼田９
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8時00分～16時30
分の間の4時間以上

労災

不問 05080-  706421

椎茸栽培係および
菌床ブロック製造係

1人

●菌床ブロック成形作業
　・回転攪拌機で混ぜられたブロック状（ポリ袋入り）の原材料（ほだ
　　木の細かいチップ、おが粉、栄養源）をコンテナに積込み、殺菌釜
　　に入れる作業
●しいたけ菌の植菌作業
　・殺菌した菌床ブロックにしいたけ菌を植菌する作業
　・しいたけ菌が接種された菌床ブロックをコンテナに詰める作業

日他 農事組合法人　かづのきのこ培
養センター840円～840円 その他

秋田県鹿角市花輪字不動平１
－１６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-  702721

インターネット販売
（事務・発送業務）

1人

●インターネット販売業務全般に従事していただきます
　・商品登録業務
　　（商品のデータは、登録会員出品者から届きます）
　・商品の梱包、発送業務
　・登録会員出品者・お客様とのメール・電話での応対業務
　・その他、商品の受入、検品業務等の付随する業務
＊作業の流れややり方については、丁寧に教えます
＊主に取扱商品は、アイディアグッズ等の雑貨です
＊通販ビジネス業に興味のある方歓迎します
＊週４～５日程度の勤務をご希望の方、相談可です！

土日祝他 昭和第一産業株式会社　尾去
沢工場822円～822円 毎　週

秋田県鹿角市尾去沢字新山２
３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-  703821

運転手（デイサービ
ス）

1人

●当施設のデイサービス利用者の送迎に係る業務全般に従事して
　いただきます
　・利用者４０名を送迎車７台で利用者宅へ送迎する業務
　　（１台に介護員１名が同行します）
　・車両の清掃、洗車等
＊最初の更新後は、１年毎の雇用契約となります
＊６５歳以上の方の応募も歓迎します

日他 医療法人楽山会　温泉保養館
おおゆ860円～860円 毎　週

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

パート労働者 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  680921

寮管理人（障碍者
専用求人）

1人

●社員寮（男女５０名程度）の管理人業務
　・荷物等の受付
　・来客の応対
　・風呂場清掃（男性用のみ。浴槽、脱衣所、カランなどの清掃）
　・ゴミ出し、玄関等に汚れがある場合の簡単な清掃
　・その他雑務
※トイレ、食堂などの清掃はありません。
◆雇用開始日相談可

日祝他 小坂製錬　株式会社
822円～822円 毎　週

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字尾樽部６０－１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

必須 05030- 1327221

森林保全補助員
（小坂）

2人

◎森林の保全管理に係る補助作業（草刈り作業もあります）等に
　従事
◎他の森林事務所での業務
※但し、都合により他の職務に従事して頂く場合もあります
※雇用期間：令和４年４月２６日～令和４年１１月３０日迄
　　　　　（期間終了後の更新はありません）

月金土日祝 米代東部森林管理署
1,270円～1,270円 毎　週

秋田県大館市上代野字中岱３
－２３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

必須 05030- 1328521

森林保全補助員
（止滝）

2人

◎森林の保全管理に係る補助作業（草刈り作業もあります）等に
　従事
◎他の森林事務所での業務
※但し、都合により他の職務に従事して頂く場合もあります
※雇用期間：令和４年４月２６日～令和４年１１月３０日迄
　　　　　（期間終了後の更新はありません）

月金土日祝 米代東部森林管理署
1,270円～1,270円 毎　週

秋田県大館市上代野字中岱３
－２３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

必須 05030- 1329421

森林保全補助員
（大湯）

1人

◎森林の保全管理に係る補助作業（草刈り作業もあります）等に
　従事
◎他の森林事務所での業務
※但し、都合により他の職務に従事して頂く場合もあります
※雇用期間：令和４年４月２６日～令和４年１１月３０日迄
　　　　　（期間終了後の更新はありません）

月金土日祝 米代東部森林管理署
1,270円～1,270円 毎　週

秋田県大館市上代野字中岱３
－２３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

必須 05030- 1330921

森林保全補助員
（八幡平）

2人

◎森林の保全管理に係る補助作業（草刈り作業もあります）等に
　従事
◎他の森林事務所での業務
※但し、都合により他の職務に従事して頂く場合もあります
※雇用期間：令和４年４月２６日～令和４年１１月３０日迄
　　　　　（期間終了後の更新はありません）

月金土日祝 米代東部森林管理署
1,270円～1,270円 毎　週

秋田県大館市上代野字中岱３
－２３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

※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。

6 



※必要な免許・資格 日給

就業場所 1人
(1)8時30分～17時15分

企業全体 4,700人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

交替制あり 就業場所 26人

企業全体 90,768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)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 10人

(1)9時00分～13時00分
企業全体 20人

※必要な経験

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

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855円～855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

パート労働者 労災

不問 05080-  127321

販売スタッフ（９～１
３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
＊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 雇用・労災

必須 05030- 1331121

森林保全補助員
（花輪）

2人

◎森林の保全管理に係る補助作業（草刈り作業もあります）等に
　従事
◎他の森林事務所での業務
※但し、都合により他の職務に従事して頂く場合もあります
※雇用期間：令和４年４月２６日～令和４年１１月３０日迄
　　　　　（期間終了後の更新はありません）

月金土日祝 米代東部森林管理署
1,270円～1,270円 毎　週

秋田県大館市上代野字中岱３
－２３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～20時00
分の間の2時間程度

労災

不問 05030- 1274321

ニチイライフ（家事代
行）サービススタッフ

1人

○家事代行サービス
・お客様宅へ訪問して清掃、洗濯、調理、買い物など日常の家事支援
＊空いている時間で働けます
＊作業内容は事前に担当者から説明があります
＊１ヶ月２０時間程度の勤務です（シフト表により）　
＊未経験者、家事の得意な方、大歓迎
＊無資格の方も応募可能です
＊年度毎の１年契約更新です
●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

他 株式会社　ニチイ学館　秋田支
店　大館営業所介護職員初任者研修修

了者
1,015円～1,115円 毎　週

秋田県大館市字桂城８－１４
朝日生命大館ビル４Ｆ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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