
　　 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。

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

不問パート労働者 870円～870円

パソコンワープロ可
不問 時給

普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～17時00分

(2)9時30分～16時30分

又は9時30分～18時00分の
間の6時間程度

（9月25日10月2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10月9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

～10月1日受付分）パート；週刊求人情報 №①

2

秋田トヨペット　株式会社 接客・一般事務（大館
店）

・ショールームへ来店したお客様へのお茶出し
・ショールーム内清掃
・電話応対
・アシスタント業務（書類仕分け）
・パソコン入力業務
・小口現金、出納
・銀行、スーパーへの外出
働き方改革関連認定企業

1人

雇用・労災・
健康・厚生

パート労働者

1

トヨタカローラ秋田　株式会社 接客・一般事務【大館
市店】

870円～870円

05010-16495601

秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－３７
〒別

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(1)10時00分～17時00分

・ショールームへ来店したお客様へのお茶出し
・ショールーム内清掃
・電話応対
・アシスタント業務（書類仕分け）
・パソコン入力作業
・小口現金、出納
・銀行、スーパーへの外出（社用車使用）
働き方改革関連認定企業

1人

05010-16494301

雇用・労災・
健康・厚生

不問 時給

就業場所 秋田県大館市

又は9時00分～17時00分の
間の4時間以上

労災

パソコンワープロ可

普通自動車免許ＡＴ
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３－７ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問

(2)9時30分～16時30分

又は9時30分～18時00分の
間の6時間程度就業場所 秋田県大館市

4

秋田職業能力開発短期大学校 一般事務補助　１１／
１～

◆一般事務補助として下記の業務に従事して頂
きます
＊電話・来客応対
＊総務・経理担当の事務補助員として配置しま
す
＊パソコンを使用しての文書作成
（ワード・エクセルの操作が出来る方）
＊その他、ファイリング・お茶出し等

1人

3

株式会社　日本政策金融公庫　大館支店 一般事務 ◎融資関連文書の作成：端末パソコン（ワー
ド・エクセル）を使用して契約書類等の文書作
成業務
◎電話応対・案内：顧客からの照会等について
簡単な回答を行い不明な点は取次ぎを行う、又
融資返済等に関する案内業務
◎窓口応対：窓口で融資制度、借入申込手続き
等の説明及び契約書類の確認、融資交付手続き

1人
秋田県大館市御成町二丁目３－３８ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
パート労働者

秋田県大館市字扇田道下６－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所 秋田県大館市

(1)9時30分～16時30分

不問

不問

普通自動車免許ＡＴ

不問パート労働者 5,100円～
5,100円

労災 パソコンワープロ可
不問 日給

パソコン表計算可

05030- 4148001

05030- 4144701

パソコンワープロ可
時給

パソコン表計算可

1,000円～
1,000円

5

有限会社　花岡商店 食肉加工 ◆食肉（豚・牛・鶏等）の加工業務に従事して
いただきます
・肉の袋詰め作業
・焼き鳥の串刺し作業
・味付作業
・箱詰め出荷作業
※週の就業時間は２０時間以内です
◎就業時間帯は、希望に応じます（応相談）

3人

労災

パート労働者 830円～850円

05030- 4149301
又は8時00分～17時00分の
間の4時間程度

不問 時給

秋田県大館市櫃崎字大道下１２－１ 雇用期間の定めなし

不問

不問 時給
雇用・労災・
健康・厚生

不問 800円～900円
又は6時00分～19時00分の
間の4時間以上05030- 4150101

7

ローソン大館栄町店 販売員 ◆コンビニエンスストア内で下記業務に従事し
ていただきます
◎接客・販売
◎レジ操作・商品陳列
◎店内清掃他

1人

6

イオンスーパーセンター株式会社　　　
イオンスーパーセンター大館店

水産売場スタッフ ◎商品の発注・陳列・接客・販売・製造
◎その他店舗運営に関する付随業務
＊就業時間は１日４～７時間
＊月の勤務時間は、８０～１４０時間程度
＊土曜、日曜、年末年始期間勤務できる方
【業務多忙につき急募】
※長時間希望の場合は、社会保険加入あり

1人
秋田県大館市字大田面２３８ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

秋田県大館市字大館１００－１ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

不問パート労働者 800円～1,000
円

雇用・労災
不問 時給

05030- 4151401
又は15時00分～22時00分
の間の4時間程度

8

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
（１７：３０～　）

■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

労災

パート労働者 850円～900円

05030- 4154201

(1)17時30分～21時30分

就業場所 秋田県大館市

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

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

不問 850円～900円

(1)7時30分～12時00分

05030- 4155501

労災

秋田県大館市

10

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

9

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 ■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
秋田県大館市字長走３７ 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

就業場所 秋田県大館市

11

株式会社　メフォス北日本　東北事業部
秋田支店

調理員（大館南ガーデ
ン）

○特別養護老人ホームにて調理業務全般を担当
していただきます
・食材の検品
・下処理
・調理
・盛り付け、洗浄、清掃等
＊ユニット型の特養のため厨房では１人ずつ盛
り付けせず簡単な盛り付けになります

1人

雇用・労災

パート労働者 850円～950円

05010-16426201

(1)6時00分～15時00分

(2)9時30分～18時30分

又は6時00分～12時00分の
間の5時間程度

13

学校法人　大館ホテヤ学園 保育教諭（８：３０～
１２：３０）

◆０～５歳未満児の保育業務に従事していただ
きます
◎就業時間：８時３０分～１２時３０分（１日
４時間勤務） 1人

12

株式会社　秋田銀行 銀行窓口業務（大館駅
前支店）

○銀行窓口業務
・窓口での預金受払業務
・振込、税金納付の受付業務
・諸届の受付業務等
＊当初は６ヶ月契約。以後契約更新となった場
合は６ヶ月。
その後に契約更新する場合は１年毎。
働き方改革関連認定企業

1人
秋田県秋田市山王３丁目２－１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

秋田県大館市片山町１－３－１０ 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

雇用・労災 保育士
不問 時給

幼稚園教諭免許（専修・１種

05030- 4119701

05010-16401001

(1)8時30分～12時30分

不問 980円～980円

不問パート労働者 850円～950円

【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。

不問 時給

秋田県秋田市大町３－３－１５　ユニバー
スビル６Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

時給
雇用・労災・
健康・厚生不問

(1)9時00分～17時00分

就業場所 秋田県大館市

労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

05030- 4156001

(1)10時00分～15時00分

パート労働者 800円～850円不問

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


30

イオンスーパーセンター株式会社　　　
イオンスーパーセンター大館店

ケーキ売場（コージー
コーナー）

◎商品の発注・陳列・接客・販売
◎その他店舗運営に関する付随業務
＊就業時間は１日４～５時間程度
＊月８０時間程度
＊土曜、日曜、年末年始勤務できる方
≪業務多忙につき急募≫

1人

雇用・労災
不問 時給

秋田県大館市字大田面２３８ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問パート労働者 792円～892円
又は15時00分～21時00分
の間の4時間以上05030- 4088101就業場所 秋田県大館市

29

イオンスーパーセンター株式会社　　　
イオンスーパーセンター大館店

レストラン四六時中
（キッチン及びフロ
ア）

◆担当として下記の業務に従事していただきま
す
◎キッチン：調理・食材管理・発注・清掃
◎フロア：注文受承り、配膳、接客、レジ、清
掃
＊就業時間は１日５時間程度
＊月の勤務時間９０時間程度
＊土曜、日曜、年末年始期間勤務できる方

2人

雇用・労災
不問 時給

秋田県大館市字大田面２３８ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問パート労働者 850円～950円
又は10時00分～22時00分
の間の5時間程度05030- 4087901就業場所 秋田県大館市

28

株式会社　燦英　（ｃｈａｏｓ） ホール又はカウンター
係

◆パチンコ店のホール係として、ホール内での
接客、機械の保守点検等の業務に従事します
◆パチンコ店のカウンター係として、カウン
ター内での接客景品のディスプレイ、在庫管理
等の業務に従事します
◎週４日以上の勤務となります
◎就業時間等については、相談に応じます
＊週３０時間以上働ける方は社会保険加入しま

1人

雇用・労災
18歳以上 時給

秋田県大館市字観音堂１９７ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 法令の規定に

より年齢制限
がある

パート労働者 1,000円～
1,100円 又は7時00分～0時00分の

間の6時間程度05030- 4084001就業場所 秋田県大館市

27

株式会社　オールクリア 炊飯業務（大館市） 米飯の計量、トレーへの積み込み等、その他付
随する業務。
派遣期間：令和２年１１月１日～令和２年１２
月３１日までですが、以降２ヶ月更新となりま
す。
雇用期間：派遣期間と同じになります。
抵触日：令和３年１０月１日以降は無期雇用社
員、別の派遣先での就業等雇用安定措置の対応

1人

(1)17時00分～0時00分 雇用・労災・
健康・厚生18歳以上 時給

青森県弘前市大字外崎２丁目７－３１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 法令の規定に

より年齢制限
がある

有期雇用派遣パート 920円～920円

02030- 8150201就業場所 秋田県大館市

保育士
不問 時給

幼稚園教諭免許（専修・１種

必要な免許資格

秋田県大館市片山町１－３－１０ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問パート労働者 900円～1,000
円就業場所 秋田県大館市

◆０～５歳未満児の保育業務に従事していただ
きます
◎就業時間：１４：００～１８：００（１日４
時間勤務） 2人

05030- 4120501

労災

パート労働者

14

学校法人　大館ホテヤ学園 保育教諭（１４：００
～１８：００）

1,200円～
1,500円 又は8時30分～19時30分

の間の4時間程度05030- 4122301

年齢 賃金 就業時間 加入保険等

(1)14時00分～18時00分 雇用・労災

№ 求人者名・所在地・就業場所 職種 仕事の内容 採用
人数

歯科衛生士
不問 時給

秋田県大館市字馬喰町２５ 雇用期間の定めなし

不問

就業場所 秋田県大館市

15

神成歯科医院 歯科衛生士 ◆歯科衛生士業務に従事していただきます
◎歯科診療補助業務
◎歯科予防や歯科保健衛生指導
◎その他、一般雑務（準備・後片付け他）
※勤務時間、勤務日は相談に応じます
※欠員補充により募集

1人

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

不問 792円～892円

17

セブン‐イレブン大館池内店 販売スタッフ（６時～
９時）

◆コンビニエンスストア全般に係る業務に従事
していただきます
・来店者の案内及び接客業務
・商品の発注業務
・商品の検品、品出し、商品の補充陳列等売場
の管理
・レジによる商品の精算と袋詰、カウンター
フーズの販売

1人

(1)6時00分～9時00分

16

イオンスーパーセンター株式会社　　　
イオンスーパーセンター大館店

ＨＦ・家電売場スタッ
フ（インテリア、家
具、家事用品など）

◎商品の発注・陳列・接客・販売
◎その他店舗運営に関する付随業務
＊就業時間は１日４～７時間
＊月の勤務時間は、８０～１４０時間程度
＊土曜、日曜、年末年始期間勤務できる方
【業務多忙につき急募】
※長時間希望の場合は、社会保険加入あり

1人
秋田県大館市字大田面２３８ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
パート労働者

秋田県大館市池内字田中２７８番地 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

又は8時00分～19時00分
の間の4時間以上05030- 4126401

不問

不問パート労働者 800円～800円

労災
不問 時給

05030- 4127701

時給

普通自動車免許ＡＴ

不問 960円～960円

(1)9時00分～17時00分

05030- 4100401

雇用・労災・
健康・厚生

18

20

19

21

パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可

セブン‐イレブン大館池内店 販売スタッフ（１２時
～１７時）

◆コンビニエンスストア全般に係る業務に従事
していただきます
・来店者の案内及び接客業務
・商品の発注業務
・商品の検品、品出し、商品の補充陳列等売場
の管理
・レジによる商品の精算と袋詰、カウンター
フーズの販売

1人

(1)12時00分～17時00分 労災

パート労働者 800円～800円

23

医療法人　白鳳会　柏葉寿 介護員 ◆小規模多機能型居宅介護施設『柏葉寿』（宿
泊定員２９名）にて下記業務へ従事していただ
きます
◎お茶、コーヒーなどの飲み物の準備
◎食事の配膳（調理含まず）、食事の介助、後
片付け
◎トイレへの声掛け、誘導
◎利用者の衣類の洗濯、食堂ホールの清掃

1人

(1)9時00分～13時00分

22

株式会社　ファーマインド大館センター 生産事務及び食品包装
等作業員

◆当社において、下記の業務に従事していただ
きます
・ＯＡ機器（タブレット）を操作し、青果物の
手配等
・接客及び来客応対（お茶出しあり）
・青果物の包装、ビニールによるラッピング及
びラベル貼り
・パソコンを使用しての書類作成

1人
秋田県大館市二井田字前田野５－６４ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

秋田県大館市清水１丁目１番６３号 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問パート労働者 800円～900円
又は8時00分～19時00分
の間の2時間以上

労災・財形
不問 時給

(2)12時30分～16時30分

05030- 4105001

24

有限会社　サンクスギビングデー 販売員（ファミリー
マート大館向町店）

◆当コンビニエンスストア店内において、販売
員として下記の業務に従事していただきます
◎接客、レジ、品出し、値付け、店内の清掃等
◎その他、付随する作業 1人

(1)22時00分～7時00分 雇用・労災・
健康・厚生

パート労働者 792円～990円

05030- 4108901

18歳以上 時給

秋田県大館市字向町１６－２ 雇用期間の定めなし

法令の規定に
より年齢制限

がある就業場所 秋田県大館市

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

普通自動車免許ＡＴ

不問 830円～830円

(1)8時30分～15時30分

26

バンドーウエルフェアグループ株式会社介
護サービス事業部

介護補助兼送迎ドライ
バー（大館市）

有料老人ホームの入居者様の介護補助と送迎業
務に従事していただきます。
送迎待機時間は、施設内で入居者様とコミュニ
ケーションを図ることや見守りなど、介護補助
業務をしていただきます。
送迎業務は、医療機関受診の往復や入居の際の
お迎えなどです。
送迎車は、リフト付きワゴン車を運転する事も

1人

25

株式会社　虹の街　大館営業所 事務員 ◆医療・福祉（介護）事業所の事務担当とし
て、以下の業務に従事していただきます
＊ＰＣ操作による各種データの入力
＊各種資料のチェック・整理・ファイリング
＊来客・電話応対
＊銀行・郵便局等外出を伴う事務手続き
＊その他、付随する業務
※雇用期間は、１年毎の更新となります

1人
秋田県大館市清水３－１－２ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

青森県弘前市大字西城北２丁目６－３ 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

05030- 4111201

定年を上限パート労働者 950円～950円
又は8時30分～16時00分
の間の6時間程度

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 時給

02030- 8131401

秋田県大館市池内字田中２７８番地 雇用期間の定めなし

不問

不問 時給

05030- 4128801就業場所 秋田県大館市

不問 800円～800円

(1)17時00分～22時00分

05030- 4129201

労災セブン‐イレブン大館池内店 販売スタッフ（１７時
～２２時）

◆コンビニエンスストア全般に係る業務に従事
していただきます
・来店者の案内及び接客業務
・商品の発注業務
・商品の検品、品出し、商品の補充陳列等売場
の管理
・レジによる商品の精算と袋詰、カウンター
フーズの販売

2人
秋田県大館市池内字田中２７８番地 雇用期間の定めなし

パート労働者

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めなし

不問パート労働者 800円～800円

雇用・労災
不問 時給

(2)8時00分～14時30分

05030- 4130001

株式会社　タクト 清掃業務（山館地区） ◆館内の清掃業務に従事します
◎部屋、床・窓、トイレ等の清掃
※就業時間
・（１）～（２）の時間帯で月単位の勤務割表
によります
・週３日～４日程度の勤務となります
（月稼働１００時間程度です）
※通勤手当

1人

(1)8時00分～17時00分

就業場所 秋田県大館市

不問 時給
(2)8時30分～16時30分

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）

不問パート労働者 792円～792円

05030- 4131301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

株式会社　タクト 洗濯業務（大館園） ◆施設内の洗濯業務に従事します
◎洗濯業務（職員の業務使用後のエプロン）
◎（１）～（２）の交替勤務となります
＊月１０～１５日程度の勤務です
※試用期間：１ヶ月間（その間、労働条件変更
なし）
☆働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキ
イキ職場宣言事業所

1人

(1)8時30分～17時00分 雇用・労災



　　 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。

お問合せ先  ：　０１８６－４２－２５３１
ハローワークインターネットサービス

ご利用時間  ：　午前８時３０分～午後５時１５分

https://www.hellowork.mhlw.go.jp休　　　　 日  ：　土曜・日曜・祝日・年末年始　

10月2日発行 （9月25日

～10月1日受付分）
[次回10月9日発行予定]

〒017-0046　　秋田県大館市清水1丁目５－２０

パート；週刊求人情報№②

№ 求人者名・所在地・就業場所 職種 仕事の内容 採用
人数

年齢 賃金 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

31

イオンスーパーセンター株式会社　　　
イオンスーパーセンター大館店

加工食品売場スタッフ ◎商品の発注・陳列・接客・販売
◎その他店舗運営に関する付随業務
＊就業時間は１日４～５時間程度
＊月の勤務時間８０時間程度
＊土曜、日曜、年末年始勤務できる方
【業務多忙につき急募】

1人

雇用・労災
不問 時給

秋田県大館市字大田面２３８ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問パート労働者 792円～892円

就業場所 秋田県大館市

不問 時給

又は17時00分～22時00分
の間の4時間以上05030- 4090201

イオンスーパーセンター株式会社　　　
イオンスーパーセンター大館店

お総菜売場スタッフ ◎商品の製造・補充・発注・接客
◎その他店舗運営に関する付随業務
＊就業時間は１日４～７時間程度
＊月の勤務時間は、８０～１４０時間程度
＊土曜、日曜、年末年始勤務できる方
【業務多忙につき急募】
※長時間勤務の場合、社会保険加入あり

1人
秋田県大館市字大田面２３８ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問パート労働者 792円～892円
又は7時00分～21時00分の
間の4時間以上05030- 4091501

33

イオンスーパーセンター株式会社　　　
イオンスーパーセンター大館店

サービスカウンタース
タッフ

◎商品の発注・陳列・接客・販売
◎その他店舗運営に関する付随業務
＊就業時間は１日４～７時間程度
＊月の勤務時間は、８０～１４０時間程度
＊土曜、日曜、年末年始勤務できる方
【業務多忙につき急募】
※長時間勤務の場合、社会保険加入あり

1人

雇用・労災・
健康・厚生

パート労働者

32

800円～800円
又は8時00分～19時00分の
間の4時間以上05030- 4092001

雇用・労災・
健康・厚生

就業場所 秋田県大館市

不問 時給

秋田県大館市字大田面２３８ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

不問 792円～892円
又は8時00分～22時00分の
間の4時間以上05030- 4093301

35

イオンスーパーセンター株式会社　　　
イオンスーパーセンター大館店

店内清掃（クリーン
キャスト）

◆担当として、下記の業務に従事して頂きます
◎店舗の清掃業務
◎その他店舗運営に関する付随業務
＊就業時間は１日４時間
＊月の勤務時間８０時間未満
＊土曜、日曜、年末年始期間勤務できる方
＊６０歳以上の方応募歓迎します
【業務多忙につき急募】

1人

(1)6時00分～10時00分

34

イオンスーパーセンター株式会社　　　
イオンスーパーセンター大館店

衣料担当 ◆衣料担当として、下記の業務に従事して頂き
ます
◎商品の発注・補充・陳列・接客・レジ
◎その他店舗運営に関する付随業務
＊就業時間は１日４～７時間
＊月の勤務時間は、８０～１４０時間程度
＊土曜、日曜、年末年始期間勤務できる方
【業務多忙につき急募】

1人
秋田県大館市字大田面２３８ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

秋田県大館市字大田面２３８ 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

不問パート労働者 792円～892円

労災
不問 時給

(2)16時00分～20時00分

05030- 4094601

36

イオンスーパーセンター株式会社　　　
イオンスーパーセンター大館店

デイリー（日配）担当 ◆デイリー担当として、下記の業務に従事して
頂きます
◎商品の発注・補充・陳列・接客・製造
◎その他店舗運営に関する付随業務
＊就業時間は１日４～７時間程度
＊月の勤務時間は、８０～１４０時間程度
＊土曜、日曜、年末年始勤務できる方
【業務多忙につき急募】

1人

雇用・労災・
健康・厚生

パート労働者 792円～892円
又は6時00分～19時00分の
間の4時間以上05030- 4095901

不問 時給

秋田県大館市字大田面２３８ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

不問 792円～892円

秋田県大館市

又は8時00分～22時00分の
間の4時間以上05030- 4096101

38

大館市教育委員会 学校用務員（非常勤）
【会計年度任用職員】

◆学校用務員として、下記業務に従事していた
だきます
◎校舎内の清掃、維持管理
◎書類の印刷等
◎来客者への対応
※雇用期間：令和２年１０月１６日～令和３年
３月３１日迄
【契約更新の可能性あり：条件あり】

1人

(1)8時30分～15時00分

37

イオンスーパーセンター株式会社　　　
イオンスーパーセンター大館店

ホビー・文具売場担当 ◆ホビー・文具担当として、下記の業務に従事
して頂きます
◎商品の発注・補充・陳列・接客・レジ
◎その他店舗運営に関する付随業務
＊就業時間は１日４～７時間
＊月の勤務時間は、８０～１４０時間程度
＊土曜、日曜、年末年始期間勤務できる方
【業務多忙につき急募】

1人
秋田県大館市字大田面２３８ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

秋田県大館市早口字上野４３－１ 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

不問パート労働者 4,562円～
4,702円

雇用・公災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
不問 日給

05030- 4099801

39

有限会社　サンクスギビングデー 販売員（ファミリー
マート大館向町店）

◆当コンビニエンスストア店内において、販売
員として下記の業務に従事していただきます
◎接客、レジ、品出し、値付け、店内の清掃等
◎その他、付随する作業 1人

(1)22時00分～7時00分 労災

パート労働者 792円～990円

05030- 4076001

18歳以上 時給

秋田県大館市字向町１６－２ 雇用期間の定めなし

法令の規定に
より年齢制限

がある就業場所 秋田県大館市

看護師
不問 時給

准看護師

不問 1,000円～
1,200円

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

41

きりたんぽ専門店　むらさき 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
・店内での接客
・料理及び飲食物の提供
・あと片付け、洗い物
・調理補助（盛り付け等）
・店内清掃


2人

(1)10時30分～14時00分

40

よしだ眼科クリニック 看護師 ◆当医院において、外来看護補助業務に従事し
ていただきます
◎診療に必要な検査等も行います
◎医療器具のメンテナンスや準備等
＊週３日～５日程度の勤務となります
＊就業時間は、相談に応じます

1人
秋田県大館市豊町９－４５ 雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県大館市幸町１２－９　１階 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

05030- 4078601

不問パート労働者 800円～850円

雇用・労災
不問 時給

(2)16時30分～20時00分

05030- 4082201

42

株式会社　北州計画 測量助手業務（５日
間）

◆測量助手として勤務していただきます。
◎５日間程度の作業となります。
１０月１日以降で、応募者の希望と天候条件に
より、相談の上５日間程度の作業日を決定しま
す。
＊測量機器の簡単な操作等を行います。
＊体力を要する仕事です。
＊現場へは直行直帰となります。

1人

(1)9時00分～17時00分 労災

パート労働者 800円～1,000
円

05020- 3727001

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

秋田県能代市落合字下前田２００番地 日雇（日々雇用または
１ヶ月未満）

不問

就業場所 秋田県大館市

　　　以 下 の 事 項 に ご 留 意 下 さ い 【週間求人情報は、次の場所でも配布しています】

※ 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。 いとく大館ショッピングセンター、いとく片山店

※ 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。 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、
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。

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

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

