
　　 応募要件・仕事の内容についての詳細は、求人票並びに窓口でご確認ください。

労災
不問 時給

05030- 3956801
又は16時00分～22時00分
の間の3時間以上

パート労働者 900円～900円不問

パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可
秋田県大館市字長倉町７９番地 雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 普通自動車免許ＡＴ

不問

時給
雇用・労災

不問
(1)8時10分～17時00分

就業場所 秋田県大館市

【週間求人情報は、次の場所でも配布しています】

大館市北地区コミュニティセンター本館、 大館市役所

比内・田代各総合支所、大館中央公民館、 ハチ公プラザ、

北部男女共同参画センター、 あきた就職活動支援センター

いとく大館ショッピングセンター、いとく片山店

　　　以 下 の 事 項 に ご 留 意 下 さ い

応募要件・仕事の内容についての詳細は、求人票並びに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。

※ 応募希望の際には、『ハローワーク』にお問い合わせのうえ、『紹介状』の交付を受けてください。

労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

05030- 3932201

05030- 3923801

(1)10時00分～15時00分

不問 792円～840円

不問パート労働者 800円～800円

13

日景温泉
（株）割烹きらく　プラザ杉の子

清掃（館内・客室） ■当館において、清掃業務に従事して頂きます
◎館内及び客室（２８部屋）の清掃業務
※就業時間は、１時間程度の時間の幅であれば相
談に応じることができます 2人

12

エムケ－企画 ミシンオペレーター ◆当社において、縫製加工の業務に従事していた
だきます
◎水着・トレーナー等のニット製品のサンプル縫い
及び本縫い作業（ロック・本縫ミシン） 3人

秋田県大館市字早口字深沢岱３５－２ 雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県大館市字長走３７ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

11

株式会社　北鹿新聞社 集金及び一般事務 ◆当社において、広告課の集金業務及び一般事
務等の業務に従事していただきます
＊電話応対、パソコン入力作業等
＊集金の際は、社用車（軽自動車；ＡＴ車）を使用；
主に大館市内
〔５日、１０日、１５日、２０日、２５日及び月初め・月末
は多い日で１日２０件程度（主に事業所ですがまれ
に個人宅もあり）集金業務が無い日もあります。〕

1人

雇用・労災・健
康・厚生

パート労働者 900円～900円

05030- 3959001

(1)10時00分～17時00分

10

遊食三昧　一息 ホール及び調理補助 ◆当店において下記業務に従事していただきます
◎注文受付
◎料理及び飲料の提供
◎片付け、食器洗い等
◎調理補助
※試用期間：２ヶ月（その間、賃金等同一条件）

1人

9

株式会社フルキャスト　大館営業課 精肉加工 ◆スーパーマーケットのバックヤードにて、お肉の
パック詰め・盛り付け・値付け・商品補充を行ってい
ただきます

2人
秋田県大館市字水門前７５－２　グリーンアイ
長木川１Ｆ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

有期雇用派遣パート

秋田県大館市字向町２０ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

不問 950円～950円
又は8時00分～15時00分の
間の6時間程度05030- 3955701

雇用・労災

パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可
秋田県大館市清水４－７１－１－３ 雇用期間の定めなし

不問

不問 時給

就業場所 秋田県大館市

8

有限会社　シーガルディレクション Ｗｅｂ掲載（本社勤務） ◆ＰＣを使ってＷｅｂショップ用の画像を作成し、ＨＰ
にアップ等を行っていただきます（フォトショップ等
使用）
◎商品撮影、着画モデルの仕事もあります
◎簡単な事務作業及び雑務等も行っていただきま
す
※就業時間帯及び就業日は相談に応じます

1人

労災

パート労働者 900円～900円

05030- 3949801

(1)9時30分～16時00分

(1)18時30分～22時00分

不問パート労働者 1,000円～
1,000円

労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

05030- 3967001就業場所 秋田県大館市

7

株式会社　大館ロイヤルホテル 夜鳴きラーメン簡易調理
（アルバイト）

◆ホテル厨房内において、夜鳴きラーメンの調理
業務に従事していただきます
◎簡単なラーメン調理
◎食器や調理器具の洗浄作業等
＊意欲のある方を希望します
＊勤務日数等、ご相談に応じます
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）

2人

6

秋田県立比内支援学校 寄宿舎宿直指導員（非
常勤）

◆寄宿舎における生徒（４５名）の世話及び生
活指導に従事していただきます
≪主な業務≫
＊食事やトイレ・入浴・着替えの介助及び選択
の指導
＊配膳、清掃等
○寄宿舎全体で２５名のスタッフで運営してい
ます

1人
秋田県大館市比内町達子字前田野１－２ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

パート労働者

秋田県大館市字長倉９３－２ 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問 時給

秋田県大館市館下１３－１ 雇用期間の定めなし

不問

18歳以上 時給
(1)18時00分～8時45分 労災

法令の規定に
より年齢制限

がある
806円～830円

05030- 3976301

5

丸大堀内株式会社　大館支店 倉庫内の品出し ◆倉庫内において、商品の出し入れ作業及び検
品作業に従事します。
・商品の出し入れは、主に手作業となります
・検品は、バーコード、ハンディーターミナル
による読み取り作業となります
※別時間帯での募集も行っております
求人番号０５０３０－３１８０１０１

1人

労災

パート労働者 811円～811円

05030- 3974501

(1)8時00分～11時30分

(1)5時00分～12時00分

不問

不問

不問パート労働者 900円～900円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
不問 時給

05030- 3972801

05010-15834801

時給

4

大館市青果魚類卸売　株式会社 トラック運転手（大館
市内）

◆取引先への青果、水産物等の荷物の積み下ろ
し、配達業務に従事していただきます
◎２ｔトラック（ＭＴ車）使用
◎大館市内の取引先への配達
＊試用期間２週間あります（その間、賃金等同
条件）
＊経験者優遇

1人

3

株式会社　テクノ・サービス　秋田営業所 食品の製造など（きり
たんぽ出荷業務）【大
館市】

○食品製造の工場にて、きりたんぽの出荷業務
などをお願いいたします
＊機械に通しての検品作業
＊出荷用段ボールのセット
＊その他付随する業務

1人
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マグナ
スビル

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）
有期雇用派遣パート

秋田県大館市釈迦内字街道上１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

就業場所 秋田県大館市

930円～930円

(1)9時00分～16時00分

(2)14時00分～22時00分

雇用・労災

秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マグナ
スビル

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

(2)9時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

就業場所 秋田県大館市

パート；週刊求人情報 

2

株式会社　テクノ・サービス　秋田営業所 食品の包装など【大館
市】

○食品製造の工場にて、きりたんぽの包装など
をお願いいたします

1人

雇用・労災

有期雇用派遣パート

1

株式会社　テクノ・サービス　秋田営業所 食品の製造など（きり
たんぽ製造業務）【大
館市】

930円～930円

05010-15833701

秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マグナ
スビル

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

(1)9時00分～16時00分

○食品製造の工場にて、きりたんぽの製造業務
などをお願いいたします
＊ラインでの製造
＊出来上がったきりたんぽを運ぶ、箱詰めする
＊その他付随する業務

3人

05010-15828501

雇用・労災

不問 時給

就業場所 秋田県大館市

（9月4日9月11日発行

就業時間年齢 賃金 加入保険等 必要な免許資格№ 求人者名・所在地・就業場所 職種 仕事の内容 採用
人数

[次回9月18日発行予定]

https://www.hellowork.mhlw.go.jp

〒017-0046　　秋田県大館市清水1丁目５－２０

お問合せ先  ：　０１８６－４２－２５３１

ご利用時間  ：　午前８時３０分～午後５時１５分

休　　　　 日  ：　土曜・日曜・祝日・年末年始　

ハローワークインターネットサービス

～9月10日受付分）

不問有期雇用派遣パート 900円～900円

不問 時給
(1)8時00分～17時00分

(2)8時00分～13時00分

(3)11時00分～18時00分

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/


就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

株式会社フルキャスト　大館営業課 倉庫入出荷 ◆米の積み込み作業・品質検査及び付帯作業を
行っていただきます

2人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災
不問 時給

秋田県大館市字水門前７５－２　グリーンアイ
長木川１Ｆ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問有期雇用派遣パート 1,200円～
1,200円

05030- 3919301就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市字水門前７５－２　グリーンアイ
長木川１Ｆ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問有期雇用派遣パート 1,000円～
1,000円

雇用・労災
不問 時給

05030- 3918001

株式会社フルキャスト　大館営業課 データ入力 ◆米の検査にかかわるデータ入力・検品及び付帯
業務を行っていただきます

2人

(1)8時00分～17時00分

就業場所 秋田県大館市

不問 2,000円～
2,200円 又は22時00分～8時00分

の間の4時間以上05030- 3917501

労災有限会社　トーホーメンテック 除雪オペレータ ◆工場敷地内の除雪作業に従事します
（除雪時に現場に直行します；直行・直帰）
＊除雪時のみ稼働となります
＊勤務時間は、降雪量により変動します
※雇用期間：令和２年１１月１５日～令和３年３月３１
日
※更新予定なし
※勤務時間は相談に応じます

3人
秋田県大館市水門町５－４７－１ 雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

パート労働者

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市片山町３丁目６番２号 雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

大型特殊自動車免許
不問 時給

車両系建設機械（整地・運搬・

05030- 3916201就業場所 秋田県大館市

不問パート労働者 6,017円～
6,205円

雇用・労災 パソコンワープロ可
不問 日給

パソコン表計算可

05031- 1679001

23

秋田県北秋田地域振興局 事務補助員【大館福祉環
境部】

◆特定医療費受給者証の認定事務に伴う事務補
助
＊申請受付事務（受付窓口としての電話・来客応
対）
＊書類整理事務（書類・簿冊・物品等の整理）
【応募締切：令和２年９月１８日（金）正午必着】
＊応募者５名で締め切りとします

1人

(1)8時30分～16時15分

22

株式会社　タイセイ商会 洋菓子販売・接客・製造
補助（不二家いとく大館Ｓ
Ｃ店）

・商品のご案内、レジ、品出し、その他付随する業
務
・洋菓子製造補助
＊経験は問いませんが、接客販売経験者は大歓
迎です。
＊商品知識、お店、接客などについて、しっかりと
した研修を用意しております。

1人
秋田県秋田市外旭川字三後田２０９ 雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県北秋田市鷹巣字東中岱７６－１ 雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問 800円～840円
又は12時00分～19時00分
の間の5時間以上05010-15559901

雇用・労災

18

20

19

21

不問 時給

ファミリーマート大館片山町三丁目店 レジ接客及び商品陳列
（金曜日のみ）

◆コンビ二業務全般に従事
・レジ及び接客
・商品の検品、陳列、店内清掃他
・ユニホーム貸与
☆週１日勤務→毎週金曜日
☆１日４．５時間勤務（１６：３０～２１：００）
＊ファミリーマートの教育プログラムに則って指導い
たします。

1人

(1)16時30分～21時00分 労災

パート労働者 790円～790円

不問

不問パート労働者 850円～850円
又は8時30分～17時30分
の間の5時間以上

雇用・労災 介護職員初任者研修修了者
不問 時給

ホームヘルパー２級

05030- 3948701

時給

17

株式会社　タクト 介護職員【ふれあいの里
ありうら】

◆「ふれあいの里ありうら」において、利用者様に対
して下記の業務に従事していただきます
・食事介助
・入浴介助
・排せつ介助
・日常生活支援介護全般
※介護経験ある方歓迎します
☆働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ

1人

16

株式会社　ニチイ学館　秋田支店　大館営業
所

訪問介護員【ニチイケアセ
ンター桂城】

◆在宅におけるヘルパー業務（身体介護・生活援
助・食事介助・入浴介助・調理・買い物・洗濯・移乗
等）に従事して頂きます
・キャリアアップ制度あり
・ユニフォーム貸与
・扶養範囲内での就業希望の方もご相談下さい
・１ヶ月３０～５０ｈの雇用契約になります
※未経験、ブランクのある方も歓迎します

1人
秋田県大館市字桂城８－１４　朝日生命大館
ビル４Ｆ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
パート労働者

秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

又は8時00分～20時00分
の間の4時間程度05030- 3947401

労災 ホームヘルパー２級
不問 時給

介護職員初任者研修修了者

普通自動車免許ＡＴ

不問 1,288円～
1,498円

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

秋田県大館市字長走３７ 雇用期間の定めなし

不問

就業場所 秋田県大館市

日景温泉
（株）割烹きらく　プラザ杉の子

料飲サービススタッフ（１
７：３０～　）

■宿泊客（定員６０名）に対するお食事等における
料飲サービスに従事して頂きます
◎配膳及び片付け
◎飲料、料理の提供等付随する業務
※土・日・祝日勤務できる方を希望します
＊土日祝日のみ勤務希望の方も可

4人

(1)17時30分～21時30分 労災

パート労働者

14

日景温泉
（株）割烹きらく　プラザ杉の子

朝食サービススタッフ

850円～850円

05030- 3934001

年齢 賃金 就業時間 加入保険等

(1)7時30分～12時00分 労災

№ 求人者名・所在地・就業場所 職種 仕事の内容 採用
人数

15

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

必要な免許資格

秋田県大館市字長走３７ 雇用期間の定めなし

不問パート労働者 850円～850円

就業場所 秋田県大館市

■宿泊客（定員６０名）に対する朝食サービス及び
清掃に従事して頂きます
◎朝食の配膳及び片付け
◎その他、客室の清掃作業もあります
※土・日・祝日勤務できる方を希望します
＊土日祝日のみ勤務希望の方も可

2人

05030- 3933501


