
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

月給 (1)8時00分～17時00分

160,000円～200,000円

 不問 

64歳以下 １人 日他　その他 

05041- 1567121 11月24日 13人

月給 (1)8時00分～17時00分

170,000円～220,000円

 不問 

64歳以下 １人 日他　その他 

05041- 1568021 11月24日 13人

月給 (1)7時00分～16時00分

159,620円～194,000円 (2)8時00分～17時00分

 不問 (3)8時30分～17時30分

(4)9時30分～18時30分

(5)16時00分～9時00分

不問 ３人 他　毎　週 

05041- 1569721 11月24日 40人

月給 (1)8時00分～17時00分

181,500円～218,700円

高校 必須 

45歳以下 １人 日祝他　その他 

05041- 1570521 11月24日 5人

日給 (1)8時00分～17時00分

8,000円～8,500円

 不問 

不問 １人 日他　その他 

05041- 1566921 11月21日 10人

月給 (1)8時00分～17時00分

150,000円～160,000円

高校 必須 又は

59歳以下 ２人 他　その他 

05041- 1562521 11月18日 8人

月給 (1)8時10分～17時10分

200,000円～200,000円

専修学校以上 必須

59歳以下 １人 日祝他　その他 

05041- 1563421 11月18日 116人

月給 (1)8時10分～17時10分

200,000円～200,000円

専修学校以上 必須

59歳以下 １人 日祝他　その他 

05041- 1564321 11月18日 116人

月給

150,000円～200,000円
 不問 

40歳以下 ２人 他　その他 

05041- 1497721 10月27日 8人

月給 (1)7時00分～15時45分

146,992円～221,093円 (2)8時30分～17時15分
 不問 (3)10時00分～18時45分

(4)9時30分～18時15分

(5)16時30分～9時00分

不問 １人 他　その他 

05041- 1489721 10月25日 45人

日給 (1)8時00分～17時00分

8,000円～9,300円
 不問 

59歳以下 １人 日他　その他 

05041- 1471721 10月20日 17人

こちらの求人はいかがですか・・・

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

土木作業員 株式会社　門脇組

正社員 仙北市田沢湖生保内字堂ﾉ前
139-4

不問
＊普通自動車運転免許（AT限定
不可）　＊大型特殊自動車免許・
車両系建設機械あれば尚可

仙北市田沢湖生保内字堂ﾉ前
139-4

土木技術者 株式会社　門脇組

正社員 仙北市田沢湖生保内字堂ﾉ前
139-4

不問
＊普通自動車運転免許（AT限定
不可）　＊土木施工管理技士（２級
以上）あれば尚可

仙北市田沢湖生保内字堂ﾉ前
139-4

介護員【急募】
（ショートステイもとまち）

株式会社　東北ライフケア

正社員 仙北市田沢湖小松字本町
100-1 不問

＊普通自動車運転免許仙北市田沢湖小松字本町
100-1

事務職 角館フォレスト　有限会社

正社員 仙北市角館町小人町23
不問
＊普通自動車運転免許あれば尚
可　＊日商簿記３級※簿記３級程
度の知識でも可仙北市角館町下菅沢110-1

土木普通作業員【トライア
ル雇用併用求人】

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 不問

＊普通自動車運転免許（AT限定
不可）仙北市角館町山谷川崎六匁

野8番地

葬祭スタッフ 株式会社　丸栄堂

正社員 仙北市角館町下菅沢195-1
不問
＊普通自動車運転免許（AT限定
不可）

0時00分～23時59分の間
の8時間

仙北市角館町下菅沢195-1

センサ製造技術 株式会社　東北芝浦電子

正社員 仙北市田沢湖生保内字下高
野58-66

＊生産設備の設計開発経験＊機
電系の製品分野における工程改
善の経験（主に組立・アセンブリ工
程)＊普通自動車運転免許

仙北市田沢湖生保内字下高
野58-66

センサ品質管理 株式会社　東北芝浦電子

正社員 仙北市田沢湖生保内字下高
野58-66

＊電子部品、家電メーカー、自動
車メーカー等での品質管理業務経
験＊ＩＳＯ関連業務経験（あれば尚
可)＊普通自動車運転免許

仙北市田沢湖生保内字下高
野58-66

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｣

介護員（夜勤あり）
【にしき園】

仙北市役所　仙北市介護老
人保健施設　にしき園

正社員以外 仙北市西木町門屋字屋敷田
100 不問

不問仙北市西木町門屋字屋敷田
100

コンクリートミキサー車運転
手

秋南デンカ生コン　株式会
社

正社員 仙北市角館町西長野月見堂
73-3 不問

＊大型自動車免許　＊車両系建
設機械仙北市角館町西長野月見堂

73-3

◎建設工事現場において重機の運転、土木作業に従事していただきます・現場は
主に仙北市内・現場作業、除雪作業での重機オペレーターができれば尚可・冬期
間は除雪作業があります・その他、付随する業務＊経験の無い方もお問い合わせ
下さい

◎土木施工管理業務全般に従事していただきます・土木工事の現場管理・各種書
類作成・関係機関との打ち合わせ・現場は主に仙北市内・その他、付随する業務
＊経験の無い方もお問い合わせ下さい

○施設利用者の介護業務全般に従事していただきます。＊食事・入浴・着替え・
排せつなど、施設利用者の身の回りの世話をしながら、生活上必要な援助を行
なっていただきます。＊居室清掃、ベットメーキング等もしていただきます。＊３７
～３８人の利用者を約１５人のスタッフでお世話をします。＊夜勤は月５回程度あり
ます。

（１）営業の補佐（データ整理等）（２）仕入の補佐（データ整理等）

◎公共、民間の土木工事現場において土木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。

○葬祭スタッフとして葬儀における業務全般に従事していただきます。・お客様と
打ち合わせをしながら葬儀の準備及び企画を行なっていただきます。・葬儀の運
営業務・進行業務も行ないます。・墓石・墓地等の販売業務も行ないます。＊弔事
を荘厳な中で執り行う為の教育は十分指導します。

○電子部品の製造技術業務に従事していただきます。・サーミスタ温度・湿度セン
サの製造ラインの企画、設計、保全、部品の選定、製造などを行います。◆秋田
県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆

○電子部品の品質管理業務に従事していただきます。・サーミスタ温度・湿度セン
サの材料受入および製品出荷管理を行います。・ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１の
関連業務を行います。◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆

◎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

◎施設利用者の身の回りの世話に従事していただきます（食事・入浴・着替え・排
泄などの介助全般です）＊施設利用者１００名を介護・看護スタッフ３５名で介助し
ます＊夜間勤務は月３～４回程度あります

○コンクリートミキサー車の運転業務○運転日報作成＊運搬範囲は仙北市・大仙
市・秋田市（片道９０分以内）＊工事現場によっては早出出勤の場合もあります

ハローワーク角館　週刊求人情報
令和4年11月18日から令和4年11月24日の受理分です。
☆☆☆ 次回は１２月２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

月給 (1)9時00分～17時30分

165,000円～185,000円
高校 必須 

不問 １人 土日祝他　毎　週 

05041- 1459421 10月18日 7人

月給 (1)8時00分～17時00分

200,000円～250,000円
 不問 

64歳以下 １人 日他　その他 

05041- 1466521 10月18日 19人

時給 (1)7時00分～12時00分

864円～864円 (2)12時00分～17時00分
 不問 

64歳以下 １人 他　毎　週 週4日～週5日

05041- 1455721 10月17日 15人

月給 (1)8時00分～17時00分

165,000円～230,000円
 不問 

59歳以下 １人 日祝他　その他 

05041- 1449521 10月12日 28人

日給

10,000円～11,000円
 不問 

不問 １人 他　その他 週5日～週6日

05041- 1446721 10月11日 120人

税理士補助 宮下進司税理士事務所

正社員以外 仙北市角館町上菅沢175-2
上菅沢ﾃﾅﾝﾄ1階 ＊日商簿記２級以上または同程度

の経験者　＊普通自動車運転免
許仙北市角館町上菅沢175-2

上菅沢ﾃﾅﾝﾄ1階

現場管理 高進建設株式会社

正社員 仙北市田沢湖生保内字武蔵
野117-250

不問
＊普通自動車運転免許（AT限定
不可）　＊１級又は２級土木施工
管理技士

仙北市田沢湖生保内字武蔵
野117-250

一般事務及び配車 角館観光タクシー株式会社

パート労働者 仙北市角館町横町42-1

不問
不問

仙北市角館町横町42-1

電工業務 株式会社　エレックさくら

正社員 仙北市角館町小勝田石渕10-
1 ＊経験者は賃金面で優遇　＊普

通自動車運転免許（AT限定不可）
＊第二種電気工事士仙北市角館町小勝田石渕10-

1

除雪担当（住込み）
【契約社員】

株式会社　玉川温泉

パート労働者 仙北市田沢湖玉川字渋黒沢
国有林3014林班口小班

＊大型特殊自動車での除雪作業
経験者　＊大型自動車免許　＊大
型特殊自動車免許　＊車両系建
設機械

5時00分～17時00分の間
の6時間程度

仙北市田沢湖玉川字渋黒沢
国有林2番地先｢新玉川温泉｣

◎税理士補助業務全般を担当していただきます。〈主な仕事の内容〉・会計ソフト
を使ったデータ入力・試算表作成、決算書作成・申告書作成・その他、付随する業
務＊税理士事務所勤務経験者優遇

○建設工事現場施工管理（写真撮影・出来型の管理・工程管理等）○現場におけ
る労務管理（作業員に対して作業指導や指示）○現場測量業務＊工事は道路・河
川・橋脚・ダム等土木公共工事が中心です＊現場は主に仙北市・大仙市になりま
す

◎一般事務及び配車業務にも従事していただきます・一般事務を行ないます
（データを入力等）・お客様から予約（注文）を受ける・無線でタクシードライバーに
場所や時間などを伝える＊お客様から予約などの電話がきますので、丁寧な応対
が求められます

◎電工作業員として従事していただきます。・変電所からの電線設置工事・電柱や
街灯などの設置工事・電柱等の設置の為の基礎工事＊東北電力（株）の発注によ
る配線工事（外線工事）を（株）ユアテックの協力会社として実施している。＊現場
は主に仙北市・大仙市内です。

●新玉川温泉エリアの除雪作業等に従事していただきます。・ロータリー除雪車、
除雪ドーザ、バックホウの運転作業・国道３４１号線から新玉川温泉入口までの除
雪・新玉川温泉建物周辺の除雪・除雪距離は約１Ｋｍです

 

１２月 会社説明会 ＆ 面談会  
   

 

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６日（火）１１：１０～ 

株式会社 東北芝浦電子 
 

○  １２月８日（木）１１：００～ 

 株式会社 東北ライフケア 

 

○  １２月１３日（火）１１：４０～ 

株式会社 玉川温泉 

 

○  １２月１５日（木）１１：２０～ 

 株式会社 トスネット北東北 大曲営業所 
 

○  １２月２２日（木）１１：１０～ 

 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２７日（火）１１：１５～ 

 株式会社 大曲仙北介護支援事業所（グループホームふれあい 他） 
 

★ 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 

 

★ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、開催を中止することがあります。 


