
（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

交替制あり 就業場所 2人

(1)8時30分～18時00分
(2)8時30分～12時00分 企業全体 2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 19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 44人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 44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 雇用・労災・健
康・厚生・その他

あれば尚可 05080-  741621

一般作業員（重機オ
ペ業務含）

1人

●建設土木工事の作業全般及び重機オペレーターの業務に従事
　していただきます
　・土木作業としては、道路工事、河川工事、配管工事等
　・重機オペレーターは、工事現場において主にバックホー、又は
　　ブルドーザー、ショベルローダーの運転業務等
　・その他、土木工事に付随する業務（片付け、雑務等）

日他 八重樫建設　株式会社
車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

216,000円～270,000円 その他

秋田県鹿角市十和田大湯字荒
瀬１２－２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 又は7時00分～17時00
分の間の8時間程度

雇用・労災・健
康・厚生

あれば尚可 05080-  738221

現場作業員

1人

●廃車自動車の解体業務に従事していただきます
　・廃車自動車の配線、部品等の手作業による選別作業
　・各部品等を工具を使用して取り外す作業
　・その他、工場内の清掃作業　等
＊クリーンな作業環境を心掛け、毎日の清掃作業により、きれいな
　作業現場です
　３０～７８歳までの幅広い年代層の従業員で頑張っています！
　事前見学可、気軽にご相談下さい
＊順調に業績を伸ばしています！
【追加募集】

日他 有限会社　ツヅキ商会

中型自動車免許
185,000円～245,000円 その他

大型自動車免許 秋田県鹿角市花輪字諏訪野９
５雇用期間の定めなし

不問

小型移動式クレーン運転
技能者

就業場所 秋田県鹿角市

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

必須 05080-  743121

1人

●当クリニックにおいて歯科助手業務に従事していただきます
　・受付、会計業務（予約受付、来客対応、電話応対等）
　・器具や薬品の準備、片付け
　・器具やタオル等の洗浄、消毒（滅菌）
　・診療補助（歯科医師に器具を受け渡す等の作業）
　・患者の案内及び誘導
　・カルテの入力業務
　・その他、院内清掃等の付随する業務
＊パート（短時間）勤務希望の方、相談可！
　（時給８６０円程度）

日祝他 谷本歯科クリニック
140,000円～140,000円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山
字栗平１９ー１４

◎４／　５（火）１０：００～　秋北バス㈱

◎４／１４（木）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）

◎４／１１（月）１０：００～　㈱玉川温泉

◎４／２０（水）１０：００～　社会福祉法人 花輪ふくし会

歯科助手

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク鹿角（２３－２１７３）

（３月１７日～３月２３日受理分） ３月２５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４月１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）

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」

◎４／２６（火）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。

◎４／１５（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）

※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 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 時給

交替制あり 就業場所 10人

(1)10時00分～19時00分

(2)10時30分～19時30分 企業全体 1,818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 6人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 655人

※必要な経験

※必要な免許・資格 時給

就業場所 22人
(1)8時00分～17時15分

企業全体 22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 58人

(1)8時00分～16時00分
企業全体 65人

※必要な経験

※必要な免許・資格 月給

就業場所 107人
(1)8時00分～17時00分

企業全体 109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 3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 日給

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 日給

変形（1年単位） 就業場所 58人

(1)8時00分～16時00分
企業全体 65人

※必要な経験

正社員 雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問 05080-  262021

土木作業員

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
＊入社後、資格取得が可能です。費用は会社で負担します。
　（資格取得後は、能力手当が支給されます）

日他 小坂建設　株式会社

大型自動車免許
185,300円～202,740円 その他

大型特殊自動車免許 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

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

64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
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

株式会社　小坂ワークス

大型特殊自動車免許
237,660円～237,660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 雇用・労災・健

康・厚生・財形
不問 05080-  695421

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

小坂建設　株式会社
215,820円～248,520円 その他

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
＊入社後、資格取得が可能です。費用は会社で負担します。
　（資格取得後には、能力手当が追加で支給されます）

日他

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
　・小坂町の小坂製錬所内において、製錬の原料の受入に係る作業
　　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
★当社は、小坂製錬所と永年に渡り、物流のパートナーとして良い
　関係を築いています。製品や原料を扱う作業にはほとんど携わって
　おり、入荷・運搬・管理までを担当しています。

他

正社員 労災・健康・厚生

あれば尚可 23040- 4247021

高速道路の詳細点
検業務／鹿角市

1人

高速道路における保全を目的とした点検業務です。
法面、橋梁、舗装、擁壁などの構造物が主な対象です。
現場にて目視、打音調査等を行い調査書類を作成する業務です。
業務において各ＰＣソフトを使用します。
◇ハローワークの紹介状が必要です。

土日祝他 株式会社　加藤

２級土木施工管理技士
350,000円～500,000円 毎　週

その他の土木・測量技術
関係資格

愛知県豊橋市談合町６４
雇用期間の定めなし

不問

１級土木施工管理技士

就業場所 秋田県鹿角市

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  736721

生産管理事務

2人

●生産管理事務に従事します
　・部材発注及び手配
　・製品及び部材の納期管理
　・生産計画の策定
　・客先及び仕入先との電話応答及び交渉
※仕事の多くはパソコンにて行います。
　エクセル・アクセス操作のできる方を歓迎します。

土日他 アイデックス　株式会社
165,000円～200,000円 毎　週

秋田県鹿角市十和田山根字上
ノ平１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

必須 05080-  735021

リフトオペレーター
（普通貨物の運転を
含む） 3人

【請負業務】
●フォークリフト及び普通貨物車の運転業務です
　・小坂町の小坂製錬所内において、製錬の原料の受入に係る作業
　　及び含有金属や製品等の取り扱い作業です
＊使用する車両は…
　・１．５ｔ～３．５ｔのフォークリフト
　・２ｔトラック、４ｔウイング
★当社は、小坂製錬所と永年に渡り、物流のパートナーとして良い
　関係を築いています。製品や原料を扱う作業にはほとんど携わって
　おり、入荷・運搬・管理までを担当しています。

他 株式会社　小坂ワークス

フォークリフト運転技能者
221,350円～221,350円 その他

中型自動車免許 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

64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-  734121

成形工またはオペ
レーター

1人

●自動車の電装部品および農機具部品のプラスチック成形作業に
　従事します
　・成形機への原料投入（１０ｋｇ程度の重さがあります）
　・成形機の操作
　・製品の不具合確認
　・製品のバリ取り
　・製品の箱詰めおよび運搬
　・その他、工場内の清掃作業等
＊事前の工場見学可能です

土日祝他 有限会社　森谷製作所
134,268円～160,800円 毎　週

秋田県鹿角市尾去沢字前田１
０７－１雇用期間の定めなし

45歳
以下

就業場所 秋田県鹿角市

正社員以外 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05010- 5763321

清掃及び設備管理
業務【アルパス】

1人

○体育施設の清掃及び設備管理業務全般
　・館内の日常清掃
　・宿泊施設の清掃及びルームメイク全般
　・建物設備管理補助業務等

他 株式会社　友愛ビルサービス
142,850円～142,850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

有期雇用派遣労働者 雇用・労災

不問 04010-18549821

大手家電量販店で
のスマホ受付案内
［鹿角市］ 1人

スマホの受付販売スタッフ
店舗にいらしたお客様へ各種対応をお願いします。
＜具体的な業務内容＞
◆来店されたお客様への接客対応
◆スマホの操作方法の説明
◆新規契約、機種・プラン変更などの各種手続き　　　など
ほとんどの方が未経験からスタート
入社後は座学研修の他、ＯＪＴもあるので未経験の方や
ブランクがある方でも安心！
※最初の雇用期間は入社日～入社日の翌月末まで。その後、３ヶ月
　ごとに更新可能性あり。

他 株式会社　アイヴィジット　東北
支店193,200円～201,600円 毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁
目３－１０　仙台本町ビル７階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

あれば尚可 04010-18528621

土木施工管理（宅
地開発工事など）

3人

〇土木施工管理（宅地開発工事など）〇
主に土木工事（宅地開発造成）の施工管理になります。
安全・工程・品質の管理を複数人にて実施します。
基準測量、写真撮影、ＣＡＤ操作、安全書類の作成や発注者との
打ち合せ等応募者の経験に応じて現場を調整可能です。
＊土木施工管理の資格取得者優遇します。
＊宿舎は個別にご用意させて頂きます。
＊長期休暇時の旅費制度あります。

土日祝他 株式会社　クランク
362,000円～571,800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
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※必要な免許・資格 日給

変形（1年単位） 就業場所 58人

(1)8時00分～16時00分
企業全体 65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 58人

(1)8時00分～16時00分
企業全体 65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 58人

(1)8時00分～16時00分
企業全体 65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 120人

(1)8時00分～17時00分
企業全体 120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 31人

(1)10時00分～16時00分
企業全体 31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 6人
(1)8時15分～15時30分

企業全体 6人

※必要な経験

正社員 雇用・労災・健
康・厚生

不問 05080-  318721

一般作業員（製品
管理）

1人

【請負業務】
●小坂製錬所内の工程を経た非鉄金属等の製品（金、銀、銅、錫、
　鉛等）管理業務に従事します
　・検査、秤量、出荷に携わる作業
　（出荷前の作業がメインとなります）
　・データ、数量などのパソコンへの入力作業
★当社は、小坂製錬所と永年に渡り、物流のパートナーとして良い
　関係を築いています。製品や原料を扱う作業にはほとんど携わって
　おり、入荷・運搬・管理までを担当しています。

他 株式会社　小坂ワークス

フォークリフト運転技能者
198,050円～198,050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

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-  314621

大型自動車運転手

2人

●大型ダンプカーの運転業務を担当していただきます　
　・運転は主に、小坂町の小坂製錬所から東北地方の各製錬所へ
　　鉱石類を運搬する業務です
　・運搬先は、秋田製錬（株）、宮城県細倉金属鉱業（株）等です
＊夏期休暇制度あり
　詳細は求人に関する特記事項欄をご覧下さい！
＊未経験の方、大歓迎です！

他 小坂通運　株式会社

大型自動車免許
201,300円～216,300円 その他

秋田県鹿角郡小坂町小坂字鯰
沢９－８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 雇用・労災・健
康・厚生

必須 05080-  481821

大型自動車運転手
（強力吸引車の運転
を含む） 3人

【請負業務】
●大型車両の運転業務です
　・小坂町の小坂製錬所内において、製錬の原料の受入に係る作業
　　及び含有金属や製品等の取り扱い作業です
＊使用する車両は…
　・８～１２ｔの平トラック
　・強力吸引車（ダンパー車）
★当社は、小坂製錬所と永年に渡り、物流のパートナーとして良い
　関係を築いています。製品や原料を扱う作業にはほとんど携わって
　おり、入荷・運搬・管理までを担当しています。

他 株式会社　小坂ワークス

大型自動車免許
226,010円～226,010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

64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-  518921

一般作業員

3人

【請負業務】
●小坂製錬所内において、製錬用の原料及び製品の取扱いに従事
　していただきます
★当社は、小坂製錬所と永年に渡り、物流のパートナーとして良い
　関係を築いています。製品や原料を扱う作業にはほとんど携わって
　おり、入荷・運搬・管理までを担当しています。

他 株式会社　小坂ワークス
198,050円～198,050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

64歳
以下

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-  737821

弁当の製造販売・接
客・配達係（週６日
程度） 1人

●弁当の製造、販売に係る業務に従事していただきます
　・持ち帰り弁当の製造販売
　・来店者の案内等、接客（レジ等の対応）
　・お客様の注文弁当の配達
＊弁当の配達には社有車（普通車）を使用していただきます
＊月曜日～土曜日までの日中の時間帯の就業です！
（月曜日～金曜日までの勤務希望の方等、相談可です）

日他 かまどや　にこにこ店
825円～895円 その他

秋田県鹿角市花輪字扇ノ間２
－４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 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-  740321

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
【追加募集】

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

秋田県鹿角市花輪字新田町１
１－４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9時00分～18時00
分の間の4時間以上

労災

不問 05080-  742921

株式会社　かづの観光物産公
社【道の駅かづの「あんとらあ」】830円～1,100円 その他

調理（調理補助）・
食器洗浄【そば処、
団体食】 3人

●「そば処」での調理や団体食の調理補助等に従事して頂きます
　・そば処の食材の下準備等の簡単な調理業務、料理の提供
　・食器類の洗浄及び厨房の掃除
　・団体食の盛り付け等の配膳準備
　・団体食の下げ膳（食器洗浄を含む）
●繁忙時、修学旅行生の体験学習（キリタンポづくり体験等）の
　補助や添乗員への食事の提供（配膳）等
＊雇用期間は、状況により前後する場合があります
※土日だけの勤務や繁忙時だけのアルバイト希望も可。
　就業時間や勤務日数は相談に応じますので、気軽にご相談下さい
　（週２０時間を超える場合、雇用保険加入）

他

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

◎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！

※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 



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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