
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

日給 (1)9時00分～17時00分

6,330円～7,894円

 不問 

不問 ７人 土日祝　毎　週 週5日程度

05041-  241231 3月16日 24人

月給 (1)7時00分～16時00分

170,900円～187,800円 (2)9時00分～18時00分

 不問 (3)17時00分～9時00分

64歳以下 ２人 他　毎　週 

05041-  231831 3月15日 77人

時給 (1)7時00分～16時00分

853円～860円 (2)9時00分～18時00分

 不問 (3)17時00分～9時00分

64歳以下 ２人 他　毎　週 

05041-  232231 3月15日 77人

月給 (1)7時00分～16時00分

228,200円～252,100円 (2)8時30分～17時30分

 不問 (3)17時00分～9時00分

64歳以下 ２人 他　毎　週 

05041-  233531 3月15日 77人

月給 (1)8時00分～17時00分

160,000円～180,000円

 不問 

64歳以下 １人 土日他　毎　週 

05041-  234431 3月15日 10人

月給 (1)8時00分～17時00分

200,000円～240,000円

高校 必須 

64歳以下 ２人 土日他　毎　週 

05041-  235731 3月15日 10人

時給 (1)11時00分～15時00分

880円～920円 (2)12時00分～16時00分

高校 必須 

不問 ２人 他　その他 週3日～週5日

05041-  236331 3月15日 2人

日給 (1)8時00分～16時30分

8,500円～10,000円

 不問 

59歳以下 １人 日他　その他 

05041-  237631 3月15日 15人

月給 (1)8時00分～17時00分

350,000円～400,000円

高校 必須 

59歳以下 １人 日他　その他 

05041-  238931 3月15日 15人

月給 (1)8時00分～17時00分

205,000円～300,000円

高校 必須 

59歳以下 １人 日他　その他 

05041-  240831 3月15日 15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

事務補助
（内務作業員）【保健課】

仙北市役所

パート労働者 仙北市田沢湖生保内字宮ﾉ後
30

不問
不問仙北市角館町中菅沢77-28

 健康管理ｾﾝﾀｰ内

介護職員 社会福祉法人　こまくさ苑

正社員 仙北市田沢湖生保内字上清
水698

＊実務経験者尚可　＊介護福祉
士仙北市田沢湖生保内字上清

水698　｢田沢の郷｣

介護職員 社会福祉法人　こまくさ苑

正社員以外 仙北市田沢湖生保内字上清
水698

不問
＊介護職員初任者研修修了者仙北市田沢湖生保内字上清

水698　｢田沢の郷｣

看護師又は准看護師 社会福祉法人　こまくさ苑

正社員 仙北市田沢湖生保内字上清
水698

＊実務経験者尚可　＊看護師又
は准看護師仙北市田沢湖生保内字上清

水698　｢田沢の郷｣

建設業務全般
【経験不問】

株式会社　高田組

正社員 仙北市田沢湖生保内字黒沢
176-1 不問

＊普通自動車運転免許（AT限定
不可）仙北市田沢湖生保内字黒沢

176-1

建設業務全般 株式会社　高田組

正社員 仙北市田沢湖生保内字黒沢
176-1 ＊経験者必須　＊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
運転技能者

仙北市田沢湖生保内字黒沢
176-1

接客・販売・製造・雑務等 有限会社　いちご
「プチ・フレーズ」

パート労働者 仙北市角館町岩瀬大風呂2

＊販売経験あれば尚可　＊普通
自動車運転免許

仙北市角館町岩瀬大風呂2

普通作業員【トライアル雇
用併用求人】

日高建設　株式会社

正社員 仙北市田沢湖生保内字牛沢
55

不問
＊普通自動車運転免許仙北市田沢湖生保内字牛沢

55

施工管理技士（建築） 日高建設　株式会社

正社員 仙北市田沢湖生保内字牛沢
55

＊経験者優遇　＊普通自動車運
転免許　＊１級建築施工管理技士仙北市田沢湖生保内字牛沢

55

施工管理（助手・見習い） 日高建設　株式会社

正社員 仙北市田沢湖生保内字牛沢
55

＊経験者優遇　＊普通自動車運
転免許仙北市田沢湖生保内字牛沢

55

◎仙北市内約１００００世帯に配布する集団健（検）診用の日程表・チラ
シ・各容器等の袋詰及びラベル貼り作業に従事していただきます。※作業
手順などは指導しますが、世帯により配布するものが異なる場合がある
ので複雑な作業になります。

介護老人保健施設において、入所されているの方の入浴・食事・排泄・移
乗等の身体介助。レクリエーションの企画・実施。＊夜勤月４～６回程度
＊夜勤無しの相談に応じます。＊土・日の休みについては相談に応じま
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

介護老人保健施設において、入所されている方の入浴・食事・排泄・移乗
等の身体介助。夜勤月４～６回程度または夜勤なし『働き方改革関連認
定企業』男女イキイキ職場宣言事業所

介護老人保健施設「田沢の郷」での看護及び介護業務夜勤回数月４～６
回程度土・日の休みについては相談に応じます。◇専属の医師を中心に
多職種がチームを組んで、利用者の方に施設での充実した生活を送って
いただけるよう支援しています。医師が常勤のため連携がとりやすく、医
師の指示のもと緊急時の対応がしやすいというメリットがあります。『働き
方改革関連認定企業』男女イキイキ職場宣言事業所

○建設業務全般に従事していただきます・建設作業（道路改良工事や下
水道工事）・現場は主に仙北市内ですが盛岡市内もしくは盛岡市近郊の
場合もあります・建設作業、除雪作業での重機オペレーター（主にバックホ
ウ・ローダー等）『働き方改革関連認定企業』男女イキイキ職場宣言事業
所

○建設業務全般に従事していただきます・建設作業（道路改良工事や下
水道工事）・現場は主に仙北市内ですが盛岡市内もしくは盛岡市近郊の
場合もあります・建設作業、除雪作業での重機オペレーター（主にバックホ
ウ・ローダー等）『働き方改革関連認定企業』男女イキイキ職場宣言事業
所

○当店１階お菓子等ショップにおいて接客・販売・製造・雑務等に従事して
いただきます・お菓子作りの手伝いや包装・お客様の接客や販売・調理器
具や食器の洗浄及び片付けを行います・その他、店内清掃等の雑務的な
作業もあります

◎土木工事現場における普通作業員に従事していただきます・ヒューム管
やＵ字溝などの設置や埋設・土砂の掘削や埋戻しなどの土木作業全般・
現場監督や重機オペレーターの補助作業等＊県内の現場が中心です
が、まれに岩手県盛岡周辺の現場もあります◆６０歳以上の方の応募も
可能です＊業務に資するとして会社が認めた資格について、取得費用は
全額補填します。

◎建築現場における施工管理業務に従事していただきます・図面や施工
条件等に基づき各種管理や計画の策定・申請書類等の各種書類の作成
や役所等の打合せ・作業員等への技術的指導や安全指導＊県内の現場
が中心ですが、まれに岩手県盛岡周辺の現場もあります＊業務に資する
として会社が認めた資格について、取得費用は全額補填します。

◎建設現場における施工管理業務に従事していただきます・図面や施工
条件等に基づき各種管理や計画の策定・申請書類等の各種書類の作成
や役所等の打合せ・作業員等への技術的指導や安全指導＊県内の現場
が中心ですが、まれに岩手県盛岡周辺の現場もあります＊業務に資する
として会社が認めた資格について、取得費用は全額補填します。

ハローワーク角館　週刊求人情報
令和5年3月10日から令和5年3月16日の受理分です。
☆☆☆ 次回は３月２４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45分

147,854円～180,000円

 不問 

不問 １人 水他　毎　週 

05041-  228331 3月14日 5人

月給 (1)8時00分～17時00分

172,000円～200,000円

 不問 

59歳以下 ２人 日他　その他 

05041-  229631 3月14日 17人

時給 (1)9時30分～15時30分

853円～950円 (2)9時00分～15時00分

 不問 

不問 １人 他　毎　週 週4日程度

05041-  230031 3月14日 0人

月給 (1)8時30分～17時15分

146,878円～197,450円 (2)16時30分～9時00分

 不問 

不問 １人 土日祝他　毎　週 

05041-  227731 3月13日 301人

月給 (1)8時30分～17時15分

138,200円～138,200円

高校 必須 

不問 １人 土日祝他　毎　週 

05041-  216231 3月10日 4人

時給 (1)7時30分～12時30分

855円～870円 (2)13時00分～17時00分

 不問 

不問 ５人 他　毎　週 週2日～週5日

05041-  217531 3月10日 20人

月給 (1)10時00分～18時00分

170,000円～250,000円 (2)12時00分～20時30分

 不問 

64歳以下 ２人 他　その他 

05041-  218431 3月10日 7人

月給 (1)8時30分～17時30分

170,000円～250,000円 (2)12時00分～21時00分

 不問 

64歳以下 ２人 他　毎　週 

05041-  219731 3月10日 7人

月給 (1)10時00分～19時00分

170,000円～250,000円 (2)12時00分～21時00分

 不問 

64歳以下 ２人 他　その他 

05041-  220931 3月10日 7人

月給 (1)9時00分～18時00分

138,600円～138,600円

 不問 

不問 １人 他　その他 

05041-  224231 3月10日 0人

時給

900円～900円

 不問 

不問 ３人 他　その他 週3日以上

05041-  225531 3月10日 0人

事務員　他業務 株式会社　藤木伝四郎商店

正社員以外 仙北市角館町下新町45

不問
＊普通自動車運転免許

仙北市角館町下新町45

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

＊普通自動車運転免許　＊大型
自動車免許　＊車両系建設機械
運転技能者あれば尚可

仙北市角館町西長野月見堂
73-3

接客・販売・調理補助 株式会社　アルク

パート労働者 仙北市角館町川原町13-10

不問
＊普通自動車運転免許

仙北市角館町裏町27青柳家
内　｢稲庭古来堂｣

看護補助 市立角館総合病院

正社員以外 仙北市角館町岩瀬3

不問
不問

仙北市角館町岩瀬3

事務系総合職 公益社団法人　仙北市シル
バー人材センター

正社員以外 仙北市角館町北野62-2

不問
＊普通自動車運転免許（AT限定
不可）

仙北市角館町北野62-2

ビル清掃
（ホテル客室や庁舎等）

株式会社　日の出クリーン

パート労働者 仙北市角館町薗田碇ﾒ石64

不問
＊普通自動車運転免許

9時00分～15時00分の間
の2時間以上

仙北市角館町七日町1-1
｢町家ﾎﾃﾙ角館｣　他

調理担当 株式会社　ト－スト

正社員 仙北市田沢湖田沢字春山37-
5

不問
＊調理師あれば尚可

仙北市田沢湖田沢字春山37-
5

醸造スタッフ 株式会社　ト－スト

正社員 仙北市田沢湖田沢字春山37-
5

不問
＊普通自動車運転免許　＊大型
自動車免許あれば尚可仙北市田沢湖田沢字春山37-

5

レストランホール担当 株式会社　ト－スト

正社員 仙北市田沢湖田沢字春山37-
5

＊経験者優遇　＊普通自動車免
許（大型自動車免許尚可）

仙北市田沢湖田沢字春山37-
5

接客サービス 櫻丸珈琲

正社員以外 仙北市角館町歩行町24-1

＊接客経験者優遇
不問

仙北市角館町歩行町24-1

接客サービス
【観桜会期間中】

櫻丸珈琲

パート労働者 仙北市角館町歩行町24-1

不問
不問

9時00分～18時00分の間
の3時間以上

仙北市角館町歩行町24-1

○事務他業務に従事していただきます（主な担当業務）・お客様とのＥメー
ル連絡など・取引先やお客様等からの電話対応・店内での接客、販売を
行う場合もあります・時々、自社工場及び職人宅から商品回収を行う場合
もあります

○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

○青柳家内レストラン『稲庭古来堂』においてホールでの接客、販売、厨
房での調理補助等を行っていただきます・レストランホールでの注文受付
・配膳・厨房補助・お土産品の販売等※土・日・祝日勤務できる方※指導
いたしますので未経験者の応募可能です※４月中旬頃からの雇用を予定
しています（お客様状況等により雇用期間が前後する場合があります）

〇看護補助業務に従事していただきます。・患者様利用のベッドメーキン
グ・患者様の洗面・入浴・食事介助（配膳・下膳を含む）・患者様の体位交
換介助・病棟間・検査等への移動・その他病棟における看護補助業務＊
未経験の方も応募可能です。優しく指導します。

仙北市にお住まいの高齢者と就業先のマッチング業務や、書類作成・窓
口業務を担当。就業中のフォローまで携わり、高齢者や地域に貢献できる
仕事です。○窓口・電話対応仕事を依頼されるお客様や会員からのお問
い合わせやお申込みの対応○書類作成等契約書など必要書類を作成す
るほか、専用ソフトによる集計処理など○就業先のマッチング会員から希
望をヒアリングし、マッチングする就業先を紹介○就業中のフォロー内勤
業務が中心ですが、現場巡回などで就業先を訪問する場合あり

○各ホテル（最大４０室）の客室清掃や他施設等においての清掃です。○
主に客室内、バス、トイレの清掃業務、ベッドメーキングタオルやシャン
プー等の備品のセットになります。○施設内の廊下やロビー、各室、トイレ
等の清掃になります。○１人で行うことはなく、必ず複数名との共同作業
になります（ローテーションによる）○仙北市役所角館庁舎の各フロア清掃
（午前、午後の２交替制です）

○「湖畔の杜レストランＯＲＡＥ」厨房内での調理業務に従事していただき
ます。＊材料を準備し加工や調理などの作業を行ないます。主に洋食を
調理して頂きます。＊季節の食材によって洋食以外の場合もあります。◆
６０歳以上の方の応募も歓迎いたします。『働き方改革関連認定企業』男
女イキイキ職場宣言事業所

○ビール製造に関わる一連の作業（仕込みから醸造・瓶詰め・出荷まで）
○設備の点検・洗浄等のメンテナンス作業○各種イベントへの出店業務
○商品の配達・営業○その他、付随する業務＊２０～３０ｋｇの原料等の
取り扱い、運搬作業もあります◆６０歳以上の方の応募も歓迎いたしま
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

○レストランでの接客応対・お客様から注文を受けて厨房に伝える・お客
様の席へ食事を運ぶ・食器類の後片付け・テーブルのセッティング、備品
等の補充○レジ担当○お客様の送迎（普通車、マイクロバスあり）◆６０歳
以上の方の応募も歓迎いたします。『働き方改革関連認定企業』男女イキ
イキ職場宣言事業所

○珈琲店にて、接客サービス全般に従事していただきます。・お客様から
オーダーを取ります。・ご注文の飲料や料理をお客様のテーブルまで運び
ます。・食後の食器類を片付けて洗います。・簡単な盛り付けや食材の下
ごしらえなどもあります。・店内の清掃もしていただきます。

○珈琲店にて、接客サービス全般に従事していただきます。・お客様から
オーダーを取ります。・ご注文の飲料や料理をお客様のテーブルまで運び
ます。・食後の食器類を片付けて洗います。・簡単な盛り付けや食材の下
ごしらえなどもあります。・店内の清掃もしていただきます。＊桜の開花状
況により雇用期間が前後する場合があります。◆４月中旬頃からの雇用
を予定しています。


