
　　 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。

不問パート労働者 850円～900円

不問 時給
(1)17時00分～20時30分

就業場所 秋田県大館市

（10月23日10月30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11月6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29日受付分）パート；週刊求人情報 

2

株式会社　キャリアフォレスト　秋田オ
フィス

キャリアコンサルティ
ング業務

○職業訓練受講希望者等に対してキャリアコン
サルティング及びジョブ・カード作成の支援を
行っていただきます。
○キャリアコンサルティング予約が入ったハ
ローワークに約束の時間に出向き、ジョブ・
カードを用いたキャリアコンサルティングを
行っていただきます。
○ハローワークにて定期的に実施されるジョ

1人

労災

パート労働者

1

きりたんぽ専門店　むらさき ホール及び調理補助

3,300円～
13,200円

05010-18409701

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）

(1)8時00分～12時00分

◆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


1人

05030- 4605601

雇用・労災

秋田県秋田市川尻大川町２－１６　ＧＳビ
ル２階　２０５号室

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

(2)13時00分～17時00分

(3)8時30分～17時30分

又は8時00分～12時00分の
間の2時間程度就業場所 秋田県大館市

又は8時00分～16時00分の
間の5時間程度

雇用・労災

キャリアコンサルタント
不問 日給

普通自動車免許ＡＴ

4

一般社団法人　敬友 職業指導員 ◆障害者の方と「比内ヒルズ・ふもとの家」の
運営などを主に担って頂きます
◎計画に基づいての職業指導、日常生活上の支
援、相談、介護を行います
＊利用者の送迎等
＊農業指導
＊カフェふもとの運営等

1人

3

学校法人福原学園　大館八幡こども園 保育補助 ◆当園において、保育補助業務に従事していた
だきます
◎園児と仲良く遊び、教育に熱中出来る方で、
明るく明朗活発に対応できる方を希望します
※雇用期間：採用日～令和３年３月３１日迄
（その後、１年毎の契約更新となります）
＊小さいお子様への配慮の為、園内外は禁煙と
なっております

1人
秋田県大館市字八幡１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
パート労働者

秋田県大館市比内町扇田字長岡４５ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

(1)7時30分～13時30分

不問

不問

不問パート労働者 900円～900円

労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

05030- 4589801

05030- 4585901

時給

792円～792円

5

ＤＣＭホーマック（株）ホーマック大館西
店

レジ担当者（４時間勤
務）

◆お客様が快適にお買い物ができるように、下
記業務に従事していただきます
◎レジ操作
◎接客業務等
※レジ操作未経験者でも指導致しますので、安
心して応募し下さい
※土・日曜日勤務可能な方希望

1人

雇用・労災

パート労働者 815円～815円

05030- 4590301

(1)16時00分～20時00分
不問 時給

秋田県大館市根下戸新町２１４－１ 雇用期間の定めなし

不問

18歳以上 時給
労災

法令の規定に
より年齢制限

がある
900円～900円

又は17時00分～0時00分の
間の6時間程度05030- 4592901

就業場所 秋田県大館市

7

やきとり　津軽のもつけ 調理スタッフ ◆当店において調理及び調理補助として従事し
ていただきます
◎調理及び調理補助
◎飲み物作り
◎食器・グラスの洗浄等

1人

6

やきとり　津軽のもつけ ホールスタッフ ◆当店において下記業務に従事していただきま
す
◎料理・飲み物の提供
◎オーダー聞き取り
◎後片付け等

2人
秋田県大館市字馬喰町１５　平喜ビル１Ｆ 雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県大館市字馬喰町１５　平喜ビル１Ｆ 雇用期間の定めなし

法令の規定に
より年齢制限

がある
パート労働者 900円～900円

労災
18歳以上 時給

05030- 4596801
又は17時00分～0時00分の
間の6時間程度

8

やきとり　津軽のもつけ 清掃及び雑務 ◆当店において下記業務に従事していただきま
す
◎店内清掃
◎予約席の準備
◎おしぼりの準備等
※６０歳以上の方歓迎します

1人

労災

パート労働者 800円～800円

05030- 4597201

(1)15時00分～17時00分
不問 時給

秋田県大館市字馬喰町１５　平喜ビル１Ｆ 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

不問 850円～850円

(1)11時00分～15時00分

(2)17時00分～21時00分

05030- 4600801

労災

10

カーサービス秋田　石田自動車 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
◎電話・来客応対
◎各種書類作成（パソコン使用）
◎その他事務作業全般

1人

9

株式会社　エーアイエム ホールスタッフ ◆１１／１新規オープンする「庭ｃａｆｅ　く
ら」にて下記業務に従事していただきます
◎ホール業務全般
・食事提供、下膳
・食器洗い
・清掃等
※接客業務初めての方も歓迎します

2人
秋田県大館市字桜町３５ 雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県大館市有浦２丁目１－１７ 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　エスポワール ホール・キッチンス
タッフ（とりでん大館
店）

◆『とりでん大館店』において下記の業務に従
事していただきます
◎お客様を席へのご案内、注文聞き
◎料理や飲み物の提供等、ホールでの接客全般
◎調理及び調理補助等キッチンでの業務全般
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）
＊１日３時間～、週１日～相談に応じます

2人

労災

パート労働者 900円～1,000
円

05030- 4565501
又は10時00分～23時00分
の間の3時間以上

13

ヤマト運輸（株）大館センター 構内仕分け作業（短期
アルバイト）

◆構内において、宅急便の仕分け作業に従事し
て頂きます
◎配達方面別に荷物の仕分けをする
◎最大重量物は約３０ｋｇですが、重い荷物は
２人体制で運びます
※雇用期間：１１月下旬～１２月末迄
＊就業時間帯・日数は相談に応じます
＊土・日休みも希望があれば可

7人

12

株式会社　エスポワール ホール・キッチンス
タッフ（牛角大館店）

◆『牛角大館店』において、下記の業務に従事
していただきます
◎お客様を席へのご案内、注文聞き
◎料理や飲み物の提供等、ホールでの接客全般
◎調理及び調理補助等キッチンでの業務全般
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）
＊１日３時間～、週１日～相談に応じます

2人
秋田県大館市字三ノ丸１０２番地３ 雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県大館市池内字田中２８０番地 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

労災
不問 時給

05030- 4568601

05030- 4566001
又は10時00分～23時00分
の間の3時間以上

(1)6時00分～9時00分

(2)16時00分～19時00分

不問 900円～1,000
円

不問パート労働者 900円～1,000
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

秋田県大館市字三ノ丸１０２番地３ 雇用期間の定めなし

不問

時給
労災

不問

就業場所 秋田県大館市

労災 パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可

05030- 4562701

(1)10時00分～15時00分

又は9時00分～17時00分の
間の3時間程度

パート労働者 900円～900円不問

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/


秋田県大館市池内字田中２８０番地 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問パート労働者 900円～900円

就業場所 秋田県大館市

年齢 賃金 就業時間 加入保険等

(1)10時00分～18時00分 雇用・労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

必要な免許資格

◆指定先での計上作業として、下記の業務に従
事していただきます
◎端末の機械を使用し、バーコードを読み取り
必要項目を入力し、行先別のシールを貼る作業
※雇用期間：１１月下旬～１２月末迄
＊就業時間帯・日数は相談に応じます
＊土日休みの希望があれば可

5人

05030- 4569901

15

ヤマト運輸（株）大館センター 構内仕分け作業（短期
アルバイト）

◆構内において、宅急便の仕分け作業に従事し
て頂きます
◎配達方面別に荷物の仕分けをする
◎最大重量物は約３０ｋｇですが、重い荷物は
２人体制で運びます
※雇用期間：１１月下旬～１２月末迄
＊就業時間帯・日数は相談に応じます
＊土・日休みも希望があれば可

2人

(1)10時00分～14時00分 労災

パート労働者

14

ヤマト運輸（株）大館センター 計上業務（短期アルバ
イト）

900円～900円

05030- 4570701

№ 求人者名・所在地・就業場所 職種 仕事の内容 採用
人数

不問 時給

秋田県大館市池内字田中２８０番地 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災 普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 日給

法令の規定に
より年齢制限

がある
7,500円～
7,500円

17

株式会社　やたて 客室清掃及び雑務【大
館矢立ハイツ】

◆『大館矢立ハイツ』において下記の業務に従
事していただきます
＊客室清掃及びその他付随する雑務
※試用期間１ヶ月間あり（その間、賃金等同一
条件）

1人

(1)9時00分～14時00分

16

株式会社　やたて 浴場清掃及び雑務 ◆『大館矢立ハイツ』において下記の業務に従
事していただきます
＊当施設のお風呂掃除、他付随する業務全般
※雇用期間：採用日～令和３年３月３１日まで
（その後、６ヶ月毎の契約更新となります）
※試用期間１ヶ月間あり（その間、賃金等同一
条件）


1人
秋田県大館市長走字陣場３１１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）
パート労働者

秋田県大館市長走字陣場３１１ 雇用期間の定めなし

不問

不問パート労働者 800円～800円

雇用・労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

05030- 4572201

不問 830円～900円

(1)9時30分～15時00分

05030- 4557501

雇用・労災

18

20

19

21

不問 時給

社会福祉法人　大館市社会福祉事業団 調理補助 ◎大館市特別養護老人ホームつくし苑の厨房に
おいて調理に係る補助的業務を行います

2人

(1)5時00分～14時15分 雇用・労災・
健康・厚生

パート労働者 800円～850円

23

ラーメン　味よし亭大館店 ホール担当（アルバイ
ト）

◆当店においてホール担当業務全般に従事して
いただきます
・お客様を席へのご案内、注文聞き、料理や飲
み物の提供等
・片付け、食器洗い等もあります
＊土曜・日曜・祝日のみの勤務となります
＊主に立ち仕事で機敏な動作が必要となります
ので、それに対応できる方

2人

(1)11時30分～15時00分

22

株式会社　大館ロイヤルホテル 客室清掃係 ◆当ホテルにおいて、客室清掃の業務に従事し
ていただきます
◎客室の清掃
・ベッドメイキング、ユニットバス及びトイレ
の清掃等の作業
※試用期間：３ヶ月あります
（その間、時給＠８００円）


3人
秋田県大館市字長倉９３－２ 雇用期間の定めなし

パート労働者

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

不問パート労働者 1,050円～
1,050円

労災
不問 時給

05030- 4559301

24

株式会社　ハニーズ 婦人服販売員（ハニー
ズ大館東店）

○上記店舗でのカジュアル婦人服の販売
接客、販売、レジ、在庫補充などの商品管理等
販売ノルマは有りません。
※１０代前半から４０～５０代の女性向けの商
品を扱っています。
※販売未経験の方でも丁寧に指導しますので、
安心して就労できます。


1人

雇用・労災・
健康・厚生

パート労働者 850円～850円
又は8時30分～21時15分
の間の7時間07021- 4528001

不問 時給

福島県いわき市鹿島町走熊字七本松２７－
１
（株式会社　ハニーズホールディングス

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

就業場所 秋田県大館市

不問 時給

不問 850円～850円

25

株式会社　ハニーズ 婦人服販売員（ハニー
ズ大館東店）

○上記店舗でのカジュアル婦人服の販売
接客、販売、レジ、在庫補充などの商品管理等
販売ノルマは有りません。
※１０代前半から４０～５０代の女性向けの商
品を扱っています。
※店舗の状況により、長時間勤務（社会保険等
適用）での契約更新の機会もあります。
※販売未経験の方でも丁寧に指導しますので、

1人
福島県いわき市鹿島町走熊字七本松２７－
１
（株式会社　ハニーズホールディングス

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

パート労働者

労災

秋田県大館市十二所字大水口４－５ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

中型自動車免許
不問 時給

05030- 4577901

不問 800円～850円

(1)8時00分～17時00分

05030- 4579401

雇用・労災シャイン国際貿易　株式会社 運転手（４ｔ平ボ
ディ）

◆４ｔ平ボディ車を使用し、商品の運搬業務に
従事します
・フォークリフトを使用し、海上コンテナへ商
品積込みする作業もあります
・主に大館から青森・岩手・秋田地域間の運搬
業務（日帰り業務が主です）
◎体力を要する業務ですので、それに対応でき
る方

1人
秋田県大館市比内町新館字野開１３０－１ 雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県大館市有浦６－３－４２ 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

05030- 4583301

たかのはしクリーニング 仕上げ作業 ◆当店工場内において、下記の業務に従事して
いただきます
・お客様からお預かりしたクリーニング物の仕
上げ作業
※業務、作業の状況により、終業時間の変動が
あります
※試用期間：１ヶ月（その間、時給＠７９２
円）

1人

(1)9時00分～14時30分

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

秋田県大館市東台２丁目１番７５－２号 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問パート労働者 1,000円～
1,200円

05030- 4552101

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

就業場所 秋田県大館市

時給
(2)9時00分～18時15分

又は22時00分～10時00分
の間の8時間05030- 4571801

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

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

有限会社　トータルケア　一心堂 介護職員 ◎デイサービスにおける入浴介助がメインの仕
事となります
（一部、身体介助の業務もあります）
※試用期間３ヶ月間（その間、賃金等同条件）
※１年毎の契約更新となります

1人

(1)9時00分～12時30分 労災

又は8時30分～21時15分
の間の4時間以上07021- 4529301


