
賃金形態

賃金額

所在地 学歴 休日・労働日数

就業場所 ※最下段はその他の募集求人 経験・資格 就業場所従業員数

時給 (1)11時10分～20時00分

885円～885円

 不問 

不問 ２人 日祝他　その他 

05041- 1804711 12月2日 191人

時給 (1)7時30分～14時30分

822円～822円

 不問 

18歳以上 １人 他　毎　週 週5日程度

05010-23563111 12月2日 3人

時給 (1)7時00分～10時00分

880円～880円

 不問 

不問 １人 火木土日祝他　毎　週 週3日程度

05010-23149611 12月1日 1人

月給 (1)8時00分～17時00分

175,000円～180,000円

 不問 

74歳以下 １人 日他　毎　週 

05041- 1805811 12月2日 18人

時給 (1)20時00分～7時00分

830円～830円

 不問 

18歳以上 １人 他　毎　週 週3日～週4日

05041- 1812711 12月2日 14人

月給 (1)2時00分～6時00分

222,000円～251,000円 (2)13時00分～17時00分

 不問 

18歳～59歳 １人 他　なし 

05041- 1813811 12月2日 7人

時給 (1)9時00分～12時00分

830円～830円

高校 必須 

不問 １人 日祝他　毎　週 週5日程度

05041- 1835911 12月2日 10人

月給 (1)8時30分～17時15分

163,895円～187,756円 (2)7時00分～15時45分

高校 必須 高卒以上 (3)10時00分～18時45分

59歳以下 １人 他　毎　週 

05041- 1762611 12月1日 32人

月給 (1)8時30分～17時15分

138,500円～161,700円

高校 必須 

不問 １人 土日祝他　毎　週 

05041- 1784511 12月1日 20人

時給 (1)7時00分～13時00分

950円～1,100円 (2)9時00分～15時00分

 不問 (3)10時00分～16時00分

不問 １人 他　毎　週 週3日～週4日

05041- 1751411 11月29日 20人

時給 (1)7時00分～13時00分

900円～1,000円 (2)9時00分～15時00分

 不問 (3)10時00分～16時00分

不問 ３人 他　毎　週 週3日～週4日

05041- 1752011 11月29日 20人

職　種
雇用形態

年齢・求人数
求人番号・受理日

求人者名 就業時間

仕事の内容

サーミスタ温度センサー製
造

株式会社　角館芝浦電子

正社員以外 仙北市角館町川原羽黒堂60-
2 不問

＊普通自動車免許（通勤用）仙北市角館町川原羽黒堂60-
2

ゲート管理業務 ユーアイ警備保障　株式会
社

パート労働者 秋田市山王2丁目1-54 三交ﾋﾞ
ﾙ4F 不問

*普通自動車運転免許　　　　
仙北市玉川地区

清掃スタッフ
（集会所／角館文化会館）

株式会社　友愛ビルサービ
ス

パート労働者 秋田市山王3丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ
2F 不問

不問　　　　仙北市角館町小勝田滝ﾉ沢39
｢創価学会･角館文化会館｣

生活相談員 デイサービスふるさと　株式
会社

正社員 仙北市田沢湖角館東前郷字杉
林171-3 不問

*普通自動車運転免許 *社会福
祉主事仙北市田沢湖角館東前郷字杉

林171-3

ホテル宿直業務全般 元湯　水沢山荘
「塚本總業（株）」

パート労働者 仙北市田沢湖生保内字下高野
73-10 不問

＊普通自動車免許（通勤用）仙北市田沢湖生保内字下高野
73-15　｢水沢温泉｣

新聞の配達・販売・集金業
務全般

株式会社　木村新聞店

正社員 仙北市角館町中菅沢96

不問
＊普通自動車運転免許　　　　

仙北市角館町中菅沢96　他

ＰＣ入力業務 株式会社　セレクトラ

パート労働者 仙北市田沢湖小松字本町
207-2 不問

＊普通自動車免許（通勤用）仙北市角館町外ﾉ山
｢角館事業所｣

介護職員 社会福祉法人　仙北市社会
福祉協議会

正社員 仙北市角館町小勝田間野54-
5 ＊介護福祉士経験必須

＊普通自動車運転免許　＊介護
福祉士　　　

(4)16時00分～9時00分

仙北市角館町菅沢15-1　他

障がい者の支援業務
（生活支援員）

社会福祉法人　秋田ふくし
ハートネット

正社員以外 仙北市西木町小渕野字中関7
番地 不問

＊普通自動車運転免許　　　　仙北市西木町小渕野字中関7
番地

介護員
（経験２年以上）

株式会社オフィスレイ　
ショートステイ田沢湖

パート労働者 仙北市田沢湖生保内字街道ﾉ
上80番地2

＊介護経験２年以上必須
＊介護福祉士又は介護職員初任
者研修修了者又は介護職員実務
者研修修了者あれば尚可

7時00分～19時00分の間
の6時間程度

仙北市田沢湖生保内字街道ﾉ
上80番地2

介護員
（経験不問）

株式会社オフィスレイ　
ショートステイ田沢湖

パート労働者 仙北市田沢湖生保内字街道ﾉ
上80番地2

不問
＊介護職員初任者研修修了者　　　

7時00分～19時00分の間
の7時間程度

仙北市田沢湖生保内字街道ﾉ
上80番地2

○サーミスタ温度センサーの部品製造＊主として卓上において、「半導体素子」と
「電線」と「コネクター」とを取付け、サーミスタ温度センサーを組立てていく細かい
作業となります。（機械操作・手作業）＊雇用期間３ヶ月後、更新の場合は６ヶ月更
新となります。

・ゲートの開放、閉鎖業務・車両、入退場者の管理

○館内の日常清掃業務全般に従事していただきます・集会所、廊下、風除室、トイ
レ掃除等・掃く、拭く、ゴミ集積等・その他、付随する業務＊６０歳以上の方の応募
も歓迎します。＊月・水・金・の週３日程度勤務です。

○利用者様の生活相談業務に従事していただきます。・利用者様や家族様からの
相談対応・医療機関等との連絡調整・入浴や食事の介助、機能訓練や体操も行な
います。・利用者様の送迎（朝・夕）の付き添い・送迎範囲は主に角館周辺です
が、桧木内や稲沢（大仙市）もあります。・昼食等の調理業務や食器類等の洗浄も
行ないます。・利用者は７０人です。【提供用画像あり１３５】

◎ホテル宿直業務全般に従事していただきます。・電話対応やお客様対応・館内
の巡回や施錠・館内清掃等（浴室等）・緊急時対応（急病、火災、事故等発生時の
初期対応、連絡等）＊０時頃～５時頃までは４時間程度の仮眠可能ですが緊急時
は対応

○新聞の配達・販売・集金業務全般に従事していただきます・指示された地区の
朝刊の配達業務を行ないます・購読料の集金及び購読者の獲得業務も行ないま
す・チラシの折り込み作業もあります・主な配達地区は旧角館市町・旧西木村一
部・旧田沢湖町・旧中仙町となります
◆就業場所：仙北市角館町中菅沢96｢角館販売所｣・仙北市田沢湖神代字堂ﾉ西
197｢神代販売所｣」

○当社角館事業所内にてパソコン入力業務に従事していただきます・伝票に記載
されている事項をパソコンに入力していただきます（時計修理、部品関連）◆応募
前の職場職場見学可能です。

◎当法人運営の介護事業所・施設での食事、排泄、着替、入浴介助などを行いま
す。（夜勤あり）※高齢になっても、障がいがあっても住み慣れた地域で自分らしく
暮らすことができるようにサポートすることで、やりがいのある仕事です。【提供用
画像あり０８４】『働き方改革関連認定企業』男女イキイキ職場宣言事業所
◆就業場所：仙北市角館町菅沢15-1「かくのだて桜苑」・仙北市角館町白岩上西
野87-13「角館寿楽荘」

○障がい者の支援業務（生活支援員）・就労継続Ｂ型・農作業・施設外就労（野菜
等の収穫や軽作業の支援業務）・支援内容をパソコンで文書にまとめる作業等も
あり。・利用者の送迎業務もあります（ワゴン車使用・ＡＴ可）

〇利用者様の食事・入浴・排泄などの生活介助や、レクリエーションの企画・運営
など。〇３９床のショートステイとなります。〇入社後、社員研修随時あります。◎
各種資格の取得費用助成制度あります。◆施設見学可能です。事前にご連絡の
上ぜひお越し下さい。◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆

〇利用者様の食事・入浴・排泄などの生活介助や、レクリエーションの企画・運営
等の補助業務。〇３９床のショートステイとなります。〇入社後、社員研修随時あり
ます。〇資格が無くても安心して就業できます。◎各種資格の取得費用助成制度
あります。◆施設見学可能です。事前にご連絡の上ぜひお越し下さい。◆秋田県
就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆

ハローワーク角館　週刊求人情報
令和3年11月26日から令和3年12月2日の受理分です。
☆☆☆ 次回は１２月１０日（金）午後発行予定です ☆☆☆

◎　この求人情報に表示されていない応募要件等もありますので、応募をご検討される方は「求人票」及び「窓口」で詳細を確認するようにしてください。

◎　応募の際にはハローワークが発行する『紹介状』が必要となります。

◎　ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、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。その際にはあしからずご了承願います。

◎　求人情報提供先→各市町村役場・支所､道の駅かみおか､道の駅なかせん､ビフレ田沢湖店、グランマート田沢湖店、Ｙｏｕマート大塚店、よねや角館店、郵便局（角館局除く）他でもお持ち帰りで

　　きます。

ハローワーク角館
（大曲公共職業安定所角館出張所）
　　　　　　　TEL ０１８７－５４－２４３４



賃金形態

賃金額

所在地 学歴 休日・労働日数

就業場所 ※最下段はその他の募集求人 経験・資格 就業場所従業員数

職　種
雇用形態

年齢・求人数
求人番号・受理日

求人者名 就業時間

仕事の内容

月給 (1)9時00分～18時00分

180,000円～215,000円

 不問 

64歳以下 １人 他　その他 

05041- 1753311 11月29日 20人

月給 (1)9時00分～18時00分

170,000円～205,000円

 不問 

64歳以下 １人 他　その他 

05041- 1754611 11月29日 20人

月給 (1)8時30分～17時30分

170,000円～220,000円

 不問 

64歳以下 １人 土日祝他　毎　週 

05041- 1755911 11月29日 5人

時給 (1)9時00分～14時00分

830円～830円

高校 必須 

不問 １人 他　その他 週6日程度

05060- 5389911 12月1日 45人

時給 (1)8時00分～13時00分

830円～830円

高校 必須 

不問 １人 他　その他 週6日程度

05060- 5390711 12月1日 45人

生活相談員
（経験２年以上）

株式会社オフィスレイ　
ショートステイ田沢湖

正社員 仙北市田沢湖生保内字街道ﾉ
上80番地2

＊生活相談員経験２年以上必須
＊普通自動車運転免許　＊社会
福祉士又は介護支援専門員（ケ
アマネージャー）又は社会福祉主
事任用資格又は３科目主事

仙北市田沢湖生保内字街道ﾉ
上80番地2

生活相談員
（経験不問）

株式会社オフィスレイ　
ショートステイ田沢湖

正社員 仙北市田沢湖生保内字街道ﾉ
上80番地2

不問
＊普通自動車運転免許　＊社会
福祉士又は介護支援専門員（ケ
アマネージャー）又は社会福祉主
事任用資格又は３科目主事

仙北市田沢湖生保内字街道ﾉ
上80番地2

経理事務 トータルケア　株式会社

正社員 仙北市角館町小勝田小倉前31
番地1

＊経理スキルの高い方
＊普通自動車運転免許　　　　仙北市角館町小勝田小倉前31

番地1

レジ担当（角館店） よねや商事　株式会社

パート労働者 横手市横手町字大関越80

不問
不問　　　　仙北市角館町小勝田中川原

111ｰ1

鮮魚担当（角館店） よねや商事　株式会社

パート労働者 横手市横手町字大関越80

不問
不問　　　　仙北市角館町小勝田中川原

111ｰ1

○介護に係わる生活相談業務を行っていただきます。（日常生活を営むことに支
障がある利用者に対して、生活全般の援助を行う）・パソコンでの書類作成。（ワー
ド、エクセルの基本操作可能な方）・入所者の送迎業務。・介護業務を含む。＊３９
床のショートステイとなります。◆施設見学可能です。事前にご連絡のうえお越しく
ださい。◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆

〇介護に係わる生活相談業務を行っていただきます。（日常生活を営むことに支
障がある利用者に対して、生活全般の援助を行う）・パソコンでの書類作成。（ワー
ド、エクエルの基本操作可能な方）・入所者の送迎業務。・介護業務を含む。＊３９
床のショートステイとなります。◆施設見学可能です。事前にご連絡の上ぜひお越
し下さい。◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆

◎経理事務業務に従事していただきます。・財務諸表の作成業務（内容、状況の
判断等）・税務関係（決算業務）・会計業務や資産管理・その他付随する業務＊経
理専用ソフト使用＊銀行等への外出用務等（社用車使用）

＊レジ部門においてお客様がお持ちになった商品を、バーコード等によりレジ入力
し、会計業務を行います。＊ひまわりカードへのポイント入力※接客の仕事になり
ますので、特に笑顔・挨拶・明るい声・おじぎの対応が必要とされます。※週所定
労働日数等について相談可。※１年毎（３／１）の更新制。【働き方改革関連認定
企業（男女イキイキ職場宣言事業所）】

＊鮮魚部門において商品製造等の業務を行う。・商品の補充、陳列作業・生魚以
外（たらこ・筋子・珍味等）のパック詰め・機械（手作業）によるパック詰め・寿司、刺
身等の製造※接客の仕事になりますので、特に笑顔・挨拶・明るい声・おじぎの対
応が必要とされます。＊１年毎（３月１日）の更新制【働き方改革関連認定企業（男
女イキイキ職場宣言事業所）】

 

会社説明会 ＆ 面談会 【１２月】 
   

企業担当者から事業内容や特徴など直接聞けます。個別面談や応募もできます。 

★聞くだけでもＯＫです！気軽にご参加ください。（求職活動の実績になります。） 
 

 

 

 

○ 12 月 7 日（火）１３：３０～ 

株式会社 玉川温泉 
 

○ 12 月１５日（水）１３：３０～ 

株式会社 ニチイ学館 秋田支店 ニチイケアセンター角館 
 

○ 12 月１６日（木）１１：３０～ 

株式会社 大曲仙北介護支援事業所 
 

○ 12 月２１日（火）１１：００～ 

株式会社 東北芝浦電子 
 

 

★ 会場： ハローワーク角館 2 階会議室 

★ 応募希望の方は、履歴書をご持参ください。 

※事前の予約をお願いします。総合案内まで ０１８７－５４－２４３４ 


