
　　 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。

キャリア形成正社員 150,000円～
174,000円

普通自動車免許一種
40歳以下 月給

(1)8時00分～17時00分

（10月16日10月23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30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22日受付分）一般；週刊求人情報№① 

2

株式会社　ニチイ学館　秋田支店　大館営
業所

生活相談員（ニチイケ
アセンター桂城）

◎通所介護業務における生活相談業務及び介護
業務に従事して頂きます
＊シフト表により１ヶ月１７０時間勤務になり
ます
＊月に１度業務ミーティングがあります
※就業前後も充実の体制でサポートします
（事前研修・現場研修等）
◎普通自動車二種免許あれば尚可、採用後会社

1人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員

1

有限会社　伸秋産業 運転兼作業員（古紙及
びごみの収集）

184,860円～
184,860円

05030- 4546701

秋田県大館市片山町３丁目２－５８ 雇用期間の定めなし

◆２トン・４トン及びパッカー車を運転し、
スーパー、新聞社等の古紙回収業務及び古紙の
集荷やごみの収集に従事します
◎中型免許がない方は、入社後取得していただ
きます（取得者用助成制度有り）
◎フォークリフト免許がない方は、入社後取得
いただきます（取得費用会社負担）
※将来的には、工場内でのリフト作業・梱包機

1人

05030- 4543901

雇用・労災・
健康・厚生

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市字桂城８－１４　朝日生命大
館ビル４Ｆ

雇用期間の定めなし
その他の福祉・介護関係資格

定年を上限
又は8時00分～18時00分の
間の8時間程度就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケアマネージャ

普通自動車免許一種

59歳以下 月給
社会福祉士

4

エコシステムジャパン株式会社　秋田営業
所

ドライバー ◆産業廃棄物の収集運搬業務全般に従事してい
ただきます
◎大型貨物自動車を使用しての運搬業務となり
ます
◎事前確認・現地作業（運搬物及びルート確
認）も行います
※主に東北エリアが主体となりますが、長距離
（関東方面）もあります

2人

3

合同会社　田中工業 鳶工（見習い可）【ト
ライアル雇用併用求
人】

◆各現場において、下記業務に従事していただ
きます
◎建設現場及びプラント現場等にて足場組立及
び解体、プラント設備解体、その他鳶工事全般
※現場は県外が多く、社有車（バンタイプ・軽
ワゴン等）又は新幹線（全額会社負担）にて移
動します
※休日以外の食費は全額会社負担

2人
秋田県大館市柄沢字長橋２００一８ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市花岡町字堤沢４２ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

(1)8時00分～16時55分

不問

不問

キャリア形成正社員 150,000円～
235,700円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許
45歳以下 月給

05030- 4549501

05030- 4547801

日給

168,000円～
312,000円

(1)8時00分～17時00分

5

株式会社　オールクリア 電子部品製造・検査
（大館市）

・車載製品、センサー、映像機器、ＢＯＸ電源
チャージャーの製造
・半田付け、外観検査、基盤の組立
・マシンオペレーター
※立ち仕事になります。
派遣期間：令和２年１１月２４日～令和３年１
月２０日までですが、以降は２ヶ月更新となり
ます。

1人

雇用・労災・
健康・厚生

有期雇用派遣労働者 163,200円～
163,200円

02030- 9028101

(1)20時00分～5時00分

就業場所 秋田県大館市

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

59歳以下 月給
(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・

健康・厚生

定年を上限 244,160円～
477,110円

04010-51399801

7

株式会社　オンサイト 現場監督（空調・衛生
設備分野）

マンション・商業施設・工場等
様々な現場での空調・衛生設備施工管理を行っ
ていただく仕事です。
多種多様なの物件に携わることも可能ですの
で、就業環境に関してのご相談はお気軽にどう
ぞ。
※ブランクがある方も歓迎します！
※配属現場は経験やスキル、本人の希望を考慮

1人

6

株式会社　オンサイト 現場管理補助（土木
課）

※未経験・ブランクのある方も歓迎します。
・土木工事における管理業務補助（現場監督）
を行っていただきます。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作
業内容の伝達及び確認）
・現場での安全管理・書類作成・ミーティング
など
※配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考

1人
宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－３３
第２日本オフィスビル７階

雇用期間の定めなし

正社員

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－３３
第２日本オフィスビル７階

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

定年を上限正社員 342,560円～
556,855円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

04010-51411201

(1)8時00分～17時00分

8

渡辺食品工業　株式会社 食品製造 ◆食品製造員として、下記の業務に従事してい
ただきます
・きりたんぽの製造販売及びトンブリの製造
・缶詰加工の作業 2人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員 155,000円～
210,000円

05030- 4537701

(1)8時00分～17時00分

05030- 4538801

雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下 月給

秋田県大館市比内町笹館字小森山２４－３ 雇用期間の定めなし

キャリア形成

不問 時給

就業場所 秋田県大館市

10

桜庭塗装 重機オペレーター ◆工事現場における重機（バックホー等）オペ
レーター業務に従事していただきます
◎土木作業もあります
※現場は主に大館市内となります
＊やる気と体力に自信のある方歓迎します！
☆アルバイト希望の方の応募も可

1人

9

株式会社　タクト メッセンジャー業務及
び滅菌業務

◆病院内において下記業務に従事していただき
ます
◎メッセンジャー業務
・各種検査検体の提出、検査データ受領、仕分
け
・カルテ、レントゲン写真等の配送
・内服薬、薬品、注射液の配送
◎中央材料室滅菌業務

1人
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）

正社員以外

秋田県大館市字金坂１２－２ 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

二井建設　有限会社 一般事務員 ◆当社において一般事務員として、下記の業務
に従事していただきます
＊経理事務
＊出勤簿、給与計算
＊社会保険等加入手続き
＊パソコン入力作業等

1人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員 146,880円～
155,040円

05030- 4540001

(1)8時00分～17時00分

13

株式会社クランク 建築施工管理 〇建築施工管理〇
・民間発注のマンション、商業施設、病院等の
構造物（ＲＣ造）現場管理業務です。
・施主との打合わせ、安全管理、施工図作成・
修正業務、設計、施工業務等を行っていただき
ます。
＊６０歳以上の方の応募可能です（定年年齢を
上限）。

3人

12

株式会社クランク 土木技術者（コンサル
ティング業務）経験者

〇土木技術者〇
・各官公庁（国交省・農政局・防衛省・県）発
注による土木工事等の施工管理業務・高速道路
における土木現場管理業務です。
・施工業者との打合わせ、検査立会い等の補助
業務の他、ＰＣ・ＣＡＤを使用した資料作成及
び図面修正、積算等の業務を行っていただきま
す。

3人
宮城県仙台市青葉区一番町２丁目２－１３
仙建ビル３階

雇用期間の定めなし

正社員

宮城県仙台市青葉区一番町２丁目２－１３
仙建ビル３階

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

雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
64歳以下 月給

パソコン表計算可

04010-51315201

04010-51309001

(1)8時00分～17時00分

定年を上限 361,100円～
550,400円

定年を上限正社員 357,100円～
565,200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。

パソコンワープロ可
不問 月給

パソコン表計算可
秋田県大館市花岡町字神山７７ 雇用期間の定めなし

普通自動車免許ＡＴ

不問

パソコンワープロ可
月給

雇用・労災・
健康・厚生 パソコン表計算可

64歳以下
(1)8時00分～17時00分

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災 車両系建設機械（整地・運搬・
不問 日給

普通自動車免許一種

05030- 4539201

(1)8時00分～17時00分

正社員 172,500円～
299,000円

不問

不問 131,200円～
131,200円

(1)8時30分～17時00分

(2)10時00分～19時00分

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


30

有限会社　トータルケア　一心堂 訪問リハビリ業務 ◆１１月より新規オープンする事業所におい
て、訪問リハビリ業務に従事していただきます
◎電子カルテ使用し、業務の効率化を図ってい
ますのでｉＰａｄの操作を行っていただきます
◎訪問看護の範囲は大館市内
※移動には社有車：ＡＴ車又は自己所有車を使
用、自己所有車を使用した場合は距離に応じて
ガソリン代支給します

3人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

理学療法士
64歳以下 月給

作業療法士
秋田県大館市東台２丁目１番７５－２号 雇用期間の定めなし

言語聴覚士

定年を上限正社員 244,000円～
254,000円

05030- 4502401

普通自動車免許ＡＴ

就業場所

29

有限会社　トータルケア　一心堂 看護師又は准看護師 ◆１１月より新規オープンする事業所におい
て、訪問看護業務に従事していただきます
◎電子カルテを使用し、業務の効率化を図って
いますのでｉＰａｄの操作を行っていただきま
す
◎訪問看護の範囲は大館市内
※移動には社有車：ＡＴ車又は自己所有車を使
用、自己所有車を使用した場合は距離に応じて

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

看護師
64歳以下 月給

准看護師
秋田県大館市東台２丁目１番７５－２号 雇用期間の定めなし

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限正社員 244,000円～
254,000円

05030- 4501101就業場所 秋田県大館市

28

秋北バス　株式会社 大型バス運転士【大館
営業所】

◆路線バスの運転業務に従事していただきます
※採用後、半年間は試用期間。半年経過した時
点で当社規定により正社員への登用となります
◎男性及び女性の方も活躍できる仕事です
※大型二種免許のない方は、内定後先に免許の
取得をしていただきます（教習所の費用の全額
を会社が負担します）
詳細は面接時に説明いたします

1人

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

秋田県大館市御成町一丁目１１番２５号 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 160,000円～
220,000円 又は6時30分～19時00分

の間の7時間05030- 4522501

27

有限会社　西村鉄工所 製缶工及び旋盤工 ◆下記の業務等に従事して頂きます。
＊製缶加工及び溶接作業
＊旋盤による金属加工作業
＊ねじ切り作業など
※機械金属切削加工経験者歓迎します
※未経験者の方も応募可能です
※仕事に積極的な方希望します
※試用期間、１ヶ月（その間賃金等同一条件）

1人

(1)8時15分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

秋田県大館市御成町３丁目４－２９ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 160,000円～
250,000円

05030- 4521201

パソコンワープロ可
40歳以下 月給

(2)9時30分～18時00分 パソコン表計算可

必要な免許資格

秋田県大館市字長倉町７９番地 雇用期間の定めなし
(3)10時30分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ

キャリア形成正社員 155,000円～
202,800円就業場所 秋田県大館市

・広告等に関する事務（製作除く）
・編集補助（校正等）
・集金業務を行っていただく場合もあります
※試用期間：３ヶ月間あり（その間：賃金等同
一条件）

2人

05030- 4526901

加入保険等

(1)8時30分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

№ 求人者名・所在地・就業場所 職種 仕事の内容 採用
人数

15

14

株式会社　北鹿新聞社 総合職

136,000円～
160,000円 又は7時00分～19時00分

の間の8時間05030- 4529701

年齢 賃金 就業時間

保育士
不問 時給

幼稚園教諭免許（専修・１種・２
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

就業場所 秋田県大館市

学校法人　大館ホテヤ学園 保育教諭 ◆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：７時００分～１９時００分の間の
８時間勤務 2人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外

雇用・労災・
健康・厚生

看護師
64歳以下 月給

准看護師

定年を上限 176,000円～
236,800円 又は7時00分～19時00分

の間の8時間05030- 4530501

17

学校法人　大館ホテヤ学園 保育補助 ◆０～５歳児（定員；５０名）の保育補助及び
時間外保育に従事していただきます
◎就業時間：７時００分～１９時００分の間の
８時間勤務 2人

16

学校法人　大館ホテヤ学園 看護師又は准看護師 ◆０～３歳未満児の保育及び園児の体調管理等
の業務に従事していただきます
＊病後児、病児のケア
＊その他、保育補助業務
◎就業時間：７時００分～１９：００の間の８
時間勤務

1人
秋田県大館市片山町１－３－１０ 雇用期間の定めなし

正社員

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）

128,000円～
144,000円 又は7時00分～19時00分

の間の8時間

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

05030- 4531001

不問 158,400円～
231,800円

(1)8時00分～17時00分

05030- 4536401

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ

パソコンワープロ可
64歳以下 日給

パソコン表計算可

18

20

19

21

普通自動車免許一種
不問 日給

社会福祉法人　比内ふくし会 総務職員 ◆総務・会計業務全般に従事していただきます
・会計業務
・契約関係
・職員の勤怠・労務管理、給与計算
・施設利用者関係
・電話・窓口応対
・その他、付随する業務
◎業務において社有車（ＡＴ車）を運転する場

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員 156,900円～
254,800円

キャリア形成 160,050円～
198,000円

(1)8時30分～17時10分

05030- 4533601

23

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

有料老人ホーム　夜勤
専従スタッフ（大館
市）

夜勤専従の介護員を募集します。
有料老人ホームに入居されている方々の介護や
見守りを主に行っていただきます。
※１ヵ月１３回の夜勤勤務となります。 1人

(1)18時00分～9時00分

22

有限会社　アグリ川田 農作業員 ◆農作業員として、下記の業務に従事します
・大豆、米、枝豆の生産に関する農作業全般
◎農業未経験者の方でも、丁寧に指導します
◎各種機械・車両操作に関する資格取得助成も
行っています
◎正社員登用あり
※軽トラック（ＡＴ車、ＭＴ車）を運転して移
動する作業もあります（大館市内）

1人
秋田県大館市東字宮袋１１１番地１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

正社員以外

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

定年を上限正社員 244,000円～
244,000円

雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了者
18歳～64歳 月給

02030- 8972701

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） 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

24

株式会社　タクト 交通誘導警備業務【大
館・鹿角・北秋田市地
域】

◆各種イベント会場等の駐車場管理、道路及び
工事現場での人・車両などの誘導業務に従事し
ます
◎各現場までは、自家用自動車使用となります
◎未経験者歓迎します
◎研修期間：４日間あります
（その間、日額＠６，３３６円）
＊資格取得制度有り（全額会社負担）

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外 190,080円～
216,000円

05030- 4517601

指定自動車教習所指導員
21歳以上 月給

(2)9時50分～17時50分 普通自動車免許一種

普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 時給

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

不問 171,000円～
188,100円

26

北部自動車興業（株） 自動車教習指導員 ◆自動車教習所での運転指導業務に従事します
◎運転違反のない方を希望します
◎休日は自動車学校が年中無休（年末年始を除
く）
営業のため、勤務割表によります
◎土曜日、日曜日、祝日の勤務ができる方を希
望
※外国語話せる方優遇します（中国語・タガロ

2人

(1)8時50分～17時50分

25

ラーメン　味よし亭大館店 ホール担当及び調理補
助

◆当店において、主にホール業務に従事してい
ただきます
◎お客様を席へのご案内、注文聞き、料理や飲
み物の説明、提供、下げ膳等業務
◎業務状況に応じて、調理の補助業務もありま
す
（野菜等の仕込み・盛り付け等）
◎概ね日中の勤務となります

1人
秋田県大館市字大田面４５－１　大館樹海
モール内

雇用期間の定めなし

正社員以外

秋田県大館市根下戸新町１－４５ 雇用期間の定めなし
(3)10時50分～19時50分

株式会社　ｓｕｉ カッタースタッフ ◆洋服工場でのお仕事になります
◎原反と呼ばれる生地のかたまりから、カット
機材で生地を敷き洋服のパーツごとにカット、
仕分ける作業に従事していただきます
※簡単な作業から少しづつ慣れていただくので
未経験者歓迎です
※勤務年数に関わらず、技術スキルアップに伴
い賃金アップしていきます

2人
秋田県大館市長坂字坂地家後１００ 雇用期間の定めなし

正社員

就業場所 秋田県大館市

45歳以下 時給

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
不問 時給

05030- 4534901

株式会社コジマ商会　大館営業所 ルート配送 〇既存得意先への配送
〇社用車（ワゴン～２ｔ冷凍車を使用）

1人

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし
普通自動車免許ＡＴ

定年を上限

05030- 4532301

パソコンワープロ可
59歳以下

秋田県大館市水門町５－４７－１ 雇用期間の定めなし
普通自動車免許ＡＴ

定年を上限正社員 137,160円～
137,160円

05030- 4535101

秋田県大館市釈迦内街道上９３－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問正社員以外 163,400円～
163,400円

不問正社員以外

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

有限会社　トーホーメンテック 事務員 ◆当社において、事務員として下記業務に従事
していただきます
◎一般事務
・各種データ作成
・各種伝票等の作成
・電話及び来客応対
・社会保険等の手続き、関連事務作業
・その他、雑務等

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

就業場所 秋田県大館市

月給
パソコン表計算可

秋田県大館市比内町新館字真館２１－６

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

厚生
就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

法令の規定に
より年齢制限

がある
正社員 202,000円～

204,000円

雇用・労災・
健康・厚生

05030- 4520801

又は10時00分～22時00分
の間の7時間程度05030- 4519101



　　 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。

※ 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

　　　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】

定年を上限正社員 179,000円～
228,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

(2)8時15分～17時15分

05010-18037301
拠出

05030- 4512801

35

秋田東和電材　株式会社 資材管理業務及びルー
ト営業（一般電設資材
卸業）大館・能代

・入社後、１～３年は、配送や在庫管理業務を
担当します。
・商品知識と取引先を覚えた後にルート営業を
担当し、商談しながら営業活動を行います
・取引品目は、ＬＥＤ照明や電線、配・分電
盤、太陽光発電パネルなど多種多品目です。
・社用車使用
※働き方改革関連認定企業

1人

(1)8時00分～17時00分

34

Ｂａｍｂｉ－ｎｉ 保育士 ◆大館桂工業企業主導型保育施設『バンビー
ニ』において、下記の業務に従事していただき
ます
・年間、月間指導計画に基づき、保育業務全般
に従事
☆０才児９名、１才児９名、２才児９名、定員
２７名

1人
秋田県大館市御成町３丁目７番１７号
大館桂工業企業主導型保育施設『Ｂａｍｂ
ｉ－ｎｉ』

雇用期間の定めなし

正社員

秋田県秋田市八橋新川向１０－２０ 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

保育士
59歳以下 月給

(2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

定年を上限 139,000円～
255,000円

(1)7時30分～16時30分 雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
59歳以下 日給

パソコン表計算可
秋田県大館市釈迦内字二ツ森３１－１ 雇用期間の定めなし

普通自動車免許一種

定年を上限

秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員

32

164,480円～
201,700円

05030- 4511701

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

就業場所 秋田県大館市

就業場所

正社員 148,800円～
297,600円

05030- 4505201

33

ＡＩＡ環境科学有限会社　大館営業所 営業及び営業管理 ◆自動車整備・板金塗装のよろず営業及びホテ
ルの運営管理に従事していただきます
・パソコン（ワード・エクセル）を使用し、文
書作成等あり
・営業範囲は、主に県北地域となります
・営業車（ＭＴ車・ＡＴ車）がありますが、自
己所有車を使用して頂く場合もあります
※自己所有車を使用した場合は、別途会社規定

1人

(1)8時00分～17時00分

31

重寿し 寿し職人及び和食板前
見習い

◆握り寿司、割烹料理、創作コース料理、仕出
しなどの調理を担当します
＊厨房内での調理補助、食器洗浄、厨房や洗い
場の清掃
＊接客、配達などの業務もあります
◎配達は、主に大館市内で軽自動車のＡＴ車を
使用します


2人

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
35歳以下 月給

秋田県大館市中町４５－２ 雇用期間の定めなし

キャリア形成正社員 190,000円～
190,000円就業場所 秋田県大館市

又は11時00分～22時00分
の間の8時間程度05030- 4503701

10月23日発行 （10月16日

～10月22日受付分）
[次回10月30日発行予定]

〒017-0046　　秋田県大館市清水1丁目５－２０

一般；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

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　

普通自動車免許一種
不問 日給

株式会社　斎藤建設 鳶工（足場組立）及び
手元・一般土木作業又
は軽作業・清掃

◆仮設作業に伴う建物の足場組立、解体工事
一般建築基礎工事
土木・外構工事
・現場は主に大館市内及び近郊です
（現場へは、社有車で移動します）
◆軽作業、清掃作業員
・材料の移動（材料を運ぶ、片付け等）
・現場の清掃等

2人
秋田県大館市池内字道上１－４０ 雇用期間の定めなし

不問

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

