
賃金形態

賃金額

所在地 学歴 休日・労働日数

就業場所 経験・資格 就業場所従業員数

時給 (1)8時00分～17時00分

863円～863円

 不問 

59歳以下 １人 日祝他　その他 

05010- 8931221 5月12日 13人

月給 (1)9時15分～18時05分

168,000円～230,000円

高校 必須 

59歳以下 １人 火他　その他 

05010- 8965521 5月12日 13人

時給

822円～850円

 不問 

59歳以下 １人 土日祝他　毎　週 週4日～週5日

05041-  802221 5月12日 14人

日給 (1)8時00分～17時00分

8,800円～9,300円

 不問 

不問 １人 日他　その他 

05041-  801821 5月10日 10人

月給 (1)9時00分～17時30分

170,000円～234,000円
高校 必須 

59歳以下 ４人 月他　その他 

05010- 8564421 5月9日 19人

月給 (1)9時00分～17時30分

172,000円～226,000円

 不問 

59歳以下 ２人 月他　その他 

05010- 8592921 5月9日 19人

月給 (1)6時45分～13時45分

135,000円～178,000円 (2)9時00分～18時00分

 不問 (3)10時00分～19時00分

59歳以下 １人 他　その他 

05041-  792321 5月9日 52人

月給

144,878円～172,162円

 不問 

不問 ４人 日祝他　毎　週 

05041-  793621 5月9日 38人

月給 (1)8時00分～17時00分

176,900円～195,400円

高校 必須 

40歳以下 １人 日祝他　その他 

05041-  799221 5月9日 20人

時給 (1)8時00分～21時30分

850円～1,200円
 不問 

不問 １人 他　毎　週 週1日～週5日

13010-44934221 5月9日 7人

月給 (1)8時00分～21時30分

160,000円～250,000円

 不問 

59歳以下 １人 他　その他 

13010-45094121 5月9日 7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

清掃員 厚生ビル管理　株式会社

正社員 秋田市保戸野すわ町6-16

不問
不問仙北市角館町岩瀬3

市立角館総合病院

カーライフアドバイザー 秋田日産自動車　株式会社

正社員 秋田市八橋鯲沼町1-59

不問
＊普通自動車運転免許仙北市田沢湖小松字城廻40-

22

運転及び助手 有限会社　サニックス

パート労働者 仙北市角館町下菅沢185-1

不問
＊普通自動車運転免許

8時00分～17時00分の間
の4～8時間

仙北市角館町下菅沢185-1

重機オペレーター及び土木
作業員

有限会社　黒沢建設

正社員 仙北市角館町山谷川崎六匁
野8番地

＊工事現場などで重機オペレー
ターとしての作業経験あれば尚可
＊普通自動車運転免許（AT限定
不可）　＊車両系建設機械　他

仙北市角館町山谷川崎六匁
野8番地

サービススタッフ【整備士】
（大曲店・角館店）

ネッツトヨタ秋田　株式会社

正社員 秋田市川尻町字大川反233-
49

＊実務経験が３年以上の方、優遇
します。＊普通自動車運転免許
（AT限定不可）　＊三級自動車整
備士

仙北市角館町上菅沢466-1
他

営業スタッフ
（大曲店・角館店）

ネッツトヨタ秋田　株式会社

正社員 秋田市川尻町字大川反233-
49 ＊営業経験者（未経験者の場合は

大卒が条件となります）　＊普通自
動車運転免許（AT限定不可）仙北市角館町上菅沢466-1

他

調理員 社会福祉法人県南ふくし会
特別養護老人ホームたざわ
こ清眺苑

正社員 仙北市田沢湖田沢字春山
148-2

不問
＊普通自動車運転免許　＊栄養
士免許、調理師免許をお持ちの方
は給与に反映されます

仙北市田沢湖田沢字春山
148-2

臨時保育教諭
【法人内５園】

社会福祉法人　はなさき仙
北

正社員以外 仙北市西木町上荒井字古堀
田47

不問
＊普通自動車運転免許　＊保育
士及び幼稚園教諭免許　（※資格
取得見込み可能）

7時30分～18時30分の間
の7時間45分

仙北市角館町中菅沢91-1
「角館こども園」　他

事務職 田鉄産業　有限会社

正社員 仙北市角館町下菅沢110-1
不問
＊普通自動車運転免許あれば尚
可仙北市角館町下菅沢110-1

ガソリンスタンド給油スタッ
フ

マルネン　株式会社

パート労働者 東京都千代田区富士見1-8-
19

不問
＊危険物取扱者（乙種）あれば尚
可　＊危険物乙種第四類保有者
は時給優遇

仙北市角館町上菅沢246-1
ｶﾞｿﾘﾝｼｮｯﾌﾟﾜﾝﾀﾞｰﾓｰﾙ角館

ガソリンスタンド給油スタッ
フ

マルネン　株式会社

正社員 東京都千代田区富士見1-8-
19 不問

＊普通自動車運転免許　＊危険
物取扱者（乙種）あれば尚可仙北市角館町上菅沢246-1

ｶﾞｿﾘﾝｼｮｯﾌﾟﾜﾝﾀﾞｰﾓｰﾙ角館

○「市立角館総合病院」での日常清掃業務です。・男女トイレ清掃・通路等のモッ
プ掛け・床の拭き、掃き等＊勤務開始日は相談に応じます。＊６０歳以上の方も応
募可能です。（有期契約社員となります）

◆クルマが生活必需品の秋田県では、カーライフと人生は切っても切れない関係
にあります。そんなお客様の人生に寄り添って、ずっとサポートしていく。それが
カーライフアドバイザーの役目です。【業務内容】・新車、中古車の販売・メンテナン
スのご案内、提案・自動車保険の提案・ＪＡＦの取り扱い※男女問いません※車の
知識がない方も丁寧に指導いたしますので是非ご応募ください。【ＵＩＪターン者歓
迎】

○ゴミ収集作業の補助業務に従事していただきます・パッカー車に同乗し、角館地
区のゴミ集積場を巡回し、ゴミの収集を行います・作業は２人で行います＊ゴミ収
集時には、重量物の持ち運びもあります＊保有車両は４ｔ車３台、３ｔ車２台、２ｔ車１
台（全てＭＴ車）＊業務内容等により就業時間が変動する場合があります

◎公共、民間の土木工事現場における重機（バックホウ）のオペレーター業務と現
場作業全般に従事していただきます。＊道路工事、河川工事、圃場整備工事、上
下水道工事などです。＊就業場所は主に仙北市、大仙市、美郷町になります。

○自動車販売店においてサービススタッフ（整備士）として勤務していただきます。
・自動車の整備、点検、車検・来店されたお客様への対応・新車の納車整備（営業
スタッフとペアを組んで）・その他付随する業務

○自動車の販売業務に就いていただきます。・新車および中古車の販売、自動車
付帯商品の販売・来客応対・車検、点検、イベントなどの誘致、ＤＭ発送、電話連
絡等・新車の納車準備、洗車など＊飛び込みは一切ありません。＊担当するお客
様ゼロからのスタートはありません。

＊特別養護老人ホームにおける高齢者の調理業務全般（６人の調理スタッフで変
則勤務）※研修：一週間程、調理職問わず施設内の新任研修があり、その後先輩
職員について実践的研修を行っていきます。また職員のスキルアップのため、施
設内外の研修へ参加しています。『働き方改革関連認定企業』男女イキイキ職場
宣言事業所

◎乳児や幼児の保育や世話（乳児・幼児の健康管理、保護者との連絡調整など）
＊幼保連携型認定こども園教育・保育課程に基づいて、保育教育を行い子どもの
健やかな成長が図られるよう努めるとともに、保護者に対する子育ての支援を行う

（１）営業の補佐（データ整理等）（２）仕入の補佐（データ整理等）

・給油作業・簡単な商品（カーケア用品）販売

・給油作業・簡単な商品（カーケア用品）販売

ハローワーク角館　週刊求人情報
令和4年4月28日から令和4年5月12日の受理分です。
☆☆☆ 次回は５月２０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 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

日給 (1)8時00分～17時00分

11,000円～13,800円

 不問 

不問 ２人 日祝他　その他 

05041-  761121 5月6日 25人

時給 (1)6時00分～8時00分

822円～822円

 不問 

64歳以下 １人 他　毎　週 週3日程度

05041-  768321 5月6日 8人

月給 (1)8時00分～16時50分

173,200円～200,000円

高校 必須 

45歳以下 ２人 日他　その他 

05041-  774521 5月6日 95人

月給

150,000円～200,000円

 不問 

40歳以下 ２人 他　その他 

05041-  782521 5月6日 8人

時給

875円～1,050円

高校 必須 

不問 １人 他　毎　週 週4日～週5日

10020- 7221521 5月6日 0人

月給 (1)8時15分～17時15分

170,000円～190,000円 (2)8時30分～16時30分

 不問 

64歳以下 １人 日他　毎　週 

05041-  698021 5月2日 10人

時給 (1)7時00分～16時00分

850円～900円 (2)8時00分～17時00分

 不問 (3)9時00分～18時00分

不問 ２人 他　その他 

05041-  699721 5月2日 11人

時給 (1)8時00分～13時00分

822円～822円 (2)13時30分～19時30分

 不問 

不問 １人 他　毎　週 週5日程度

05041-  702121 5月2日 36人

月給 (1)8時30分～17時15分

267,200円～324,950円

高校 必須 

不問 ２人 他　毎　週 

05041-  705821 5月2日 32人

月給 (1)8時00分～17時00分

206,779円～243,270円 (2)12時00分～21時00分

 不問 又は

64歳以下 ２人 他　毎　週 

05041-  713821 5月2日 16人

月給 (1)8時00分～17時00分

180,000円～260,000円

高校 必須 

64歳以下 １人 日祝他　その他 

05041-  745021 5月2日 120人

月給 (1)9時00分～18時00分

175,000円～230,000円 (2)9時00分～12時00分

 不問 

不問 １人 日祝他　その他 

05041-  747821 5月2日 10人

月給 (1)7時30分～17時00分

153,092円～176,937円

高校 必須 

64歳以下 １人 他　その他 

05041-  697121 4月28日 12人

大型車（チップ車）の運転手 藤原重機興業　株式会社

正社員 仙北市田沢湖生保内字十里
木97 ＊大型けん引車の運転経験あれ

ば尚可　＊大型自動車免許　＊牽
引免許あれば尚可　＊フォークリフ
ト運転技能者

仙北市田沢湖生保内字十里
木97

コンビニスタッフ ファミリーマート　角館川原
町店

パート労働者 仙北市角館町川原町28-1

不問
不問

仙北市角館町川原町28-1

製造業務 日東光器株式会社　田沢湖
工場

正社員 仙北市田沢湖生保内字下高
野242

不問
＊普通自動車運転免許仙北市田沢湖生保内字下高

野242

ガソリンスタンドスタッフ 株式会社　谷口石油

正社員 仙北市田沢湖小松字城廻99-
5 不問

＊普通自動車運転免許（AT限定
不可）　＊中型自動車免許あれば
尚可

7時00分～19時00分の間
の8時間

仙北市田沢湖小松字城廻27-
2　｢角館第二給油所｣

パート／店舗スタッフ／テッ
クランド角館店／１１４７

株式会社　ヤマダデンキ

パート労働者 群馬県高崎市栄町1-1

不問
不問

10時00分～20時00分の
間の6時間～7時間30分

仙北市角館町上菅沢463-1
ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ角館店

老人福祉・介護事業 株式会社　ＳｕｐｐｏｒｔーＹｏｕ

正社員 仙北市角館町川原町後11-1 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
任用資格必須

仙北市角館町川原町後11-1
｢ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ木のした｣

製造・販売 株式会社　プライムスイーツ
カンパニー

正社員以外 仙北市角館町横町16番地
不問
＊普通自動車運転免許あれば尚
可*主に:仙北市角館町横町16番

地｢あきたﾌﾟﾘﾝ亭｣　他

チェッカー（レジ）部門 株式会社　鈴福商店

パート労働者 仙北市角館町中町23-2

不問
不問仙北市角館町下菅沢176-1

｢YOUﾏｰﾄ大塚店｣

看護職員 社会福祉法人　仙北市社会
福祉協議会

正社員以外 仙北市角館町小勝田間野54-
5 ＊社会福祉士、精神保健福祉士

あれば尚可　＊看護師又は准看
護師仙北市角館町菅沢15-1

「かくのだて桜苑」　他

ホールスタッフ（配膳係） 株式会社　妙乃湯

正社員 仙北市田沢湖生保内字駒ｹ岳
2-1 ＊飲食店勤務経験あれば尚可

＊普通自動車運転免許　　あれば
尚可

8時00分～21時00分の間
の8時間程度

仙北市田沢湖卒田字夏瀬84
｢夏瀬温泉 都わすれ｣

大型トラック運転手 株式会社　門脇木材

正社員 仙北市田沢湖卒田字柴倉135
不問
＊大型自動車免許　＊小型移動
式クレーン運転技能者　＊玉掛技
能者あれば尚可

仙北市田沢湖卒田字柴倉135
｢本社｣

看護師または准看護師 鬼川医院

正社員 仙北市角館町田町下丁17
＊病院ないし診療所での勤務経
験あれば尚可　＊看護師又は准
看護師仙北市角館町田町下丁17

フロント業務及び事務 有限会社　白浜館

正社員 仙北市田沢湖田沢字春山
145-15

不問
＊普通自動車運転免許仙北市田沢湖田沢字春山

145-15

◎大型車（チップ車）の運転業務に従事していただきます。・木材チップを秋田市
他まで運搬します。・積み込、積み降ろしは重機、ダンパーを使用します。（一部手
作業あり）＊大型車は最大積載量１３ｔ車を使用しますが、１０ｔ車を使用する場合も
あります。

○コンビニエンスストアでの接客販売業務に従事していただきます。レジ会計や商
品の案内、各種サービスを行います。商品のチェックや陳列・補充、発注等を行い
ます。店舗内外の管理・装飾・清掃なども行います。その他、付随する業務も行い
ます。◎明るい笑顔での接客対応が求められます。＊Ｗワークの方でも歓迎しま
す。

◎プリズムレンズ加工の仕事です。・研削、研磨、蒸着、接着等のプリズム、ミ
ラー、フィルターなどの光学デバイスの一貫生産を技術並びに機械設備を駆使し
て製造作業を行います。

◎ガソリンスタンド業務全般に従事していただきます・スタンド内において、給油作
業・洗車・配達・車内清掃などの作業、レジ操作、接客業務等をしていただきます・
集金や点検した車の納車などもあります＊資格が無くても応募可能です（資格取
得の際は会社が費用を負担します）＊パート・アルバイト希望の方も相談可能です

主に次のような店舗内業務をお願いします。＊販売業務（小物家電製品、理美容
用品、調理家電など）＊店内の各売り場でのレジ会計＊商品補充、商品整理＊荷
卸、倉庫整備、仕入れ伝票入力その他、店内の業務をお願い致します。

生活相談員（介護業務兼務）・地域密着型デイサービス利用者の方々に様々な介
護サービスを提供していただきます。・１５名程度の利用者の入浴、排泄、食事、レ
クリエーション、その他の日常生活介護業務・利用者の送迎業務としての送迎車
（１ＢＯＸ車）の運転もあります。

◎製造・販売業務・プリンの仕込みと製造・原料の発注と在庫の管理・レジでの接
客、プリンの包装、プリンの補充、ソフトクリーム・ドリンクの製造販売、その他付随
する業務＊すべて工房で手作りする本格的なプリン専門店ですが、特別な製造機
械の使用により製造未経験の方でも研修を受けるだけで製造方法を修得すること
ができます。どんな方でも均一な味を実現するための、レシピ・製造ノウハウを完
備しています。プリンづくりや調理の経験は必要なし。あなたの手でこだわりの味
を再現することができます。

＊「ＹＯＵマート大塚店」内でのレジ業務に従事していただきます○お客様が購入
した品物をレジスターを使って、お金の受け渡しを行なう仕事です。・釣銭を間違え
ない正確さが求められます。○接客応対、店内の清掃、商品の陳列・補充などをし
ていただくこともあります。【提供用画像あり０４０】

○特別養護老人ホーム「かくのだて桜苑」又は養護老人ホーム「角館寿楽荘」の入
所者様の看護業務全般を行なっていただきます。・施設入居者の健康管理を行い
ます。（体温、血圧、脈拍の測定や問診などを行い記録する）・メンタルヘルスなど
の相談にのることもあります。＊夜勤はありませんが、夜間待機があります（自宅
待機）【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
事業所秋田県介護サービス事業所認証評価制度「認証事業所」

・会場のセッティング・テーブルへの案内・ダイニングでの食事提供、食器の片づ
け・オーダー受付と提供、記録・レストランの清掃、その他指示された業務＊全客
室数１０室

○グラップル付トラック（２０ｔクラス）による原木等の運転や積み込み、積み降ろし
作業に従事していただきます。＊運搬業務により体力や健康管理が求められま
す。【提供用画像あり１９２】『働き方改革関連認定企業』男女イキイキ職場宣言事
業所

◎外来診療での看護業務・医師の指示による看護業務・外来における患者様の
対応や診療補助、治療補助・医療器具の準備等・その他、付随する業務＊整形外
科・眼科の無床診療所（クリニック）です。長く働いていただける方を歓迎いたしま
す。

◎フロント業務及び事務業務に従事していただきます○予約業務、接客・電話応
対○事務所・ロビー等の清掃○その他、付随する業務＊予約業務・会計処理等は
パソコン使用＊未経験者応募可＊お客様には略式和装でもてなし＊住込み・通勤
どちらでも可能です


