
　　 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。

普通自動車免許ＡＴ

就業場所 秋田県大館市 パソコンワープロ可

(1)8時30分～17時30分

技術士（建設部門）

不問正社員以外 400,000円～
550,000円

雇用・労災・
健康・厚生

１級土木施工管理技士
不問 月給

２級土木施工管理技士

04010-52234101

雇用・労災・
健康・厚生

５トン限定準中型自動車免許
44歳以下 月給

05030- 4587401

(1)8時00分～17時00分

正社員 145,520円～
154,080円

キャリア形成

59歳以下 月給

秋田県大館市山館字田尻１８０ 雇用期間の定めなし

定年を上限

准看護師
月給

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許ＡＴ
62歳以下

(1)8時30分～17時30分

パソコンワープロ可

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。

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護福祉士
18歳～62歳 月給

介護職員初任者研修修了者

05030- 4593101

05030- 4591601

(1)7時30分～16時30分

(2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

定年を上限 184,200円～
204,900円

その他の福祉・介護関係資格

定年を上限正社員 152,100円～
191,000円

普通自動車免許ＡＴ

パソコンワープロ可

13

社会福祉法人　大館圏域ふくし会 生活支援員又は介護職
員（一般職職員）

◆当法人内施設において下記の業務に従事して
いただきます
・障害者の支援
・高齢者の介護
【法人内施設】
＊障害者支援施設（道目木更生園、軽井沢福祉
園、矢立育成園）
＊障害者就労支援施設（白沢通園センター）

4人

12

社会福祉法人　大館圏域ふくし会 看護職員（一般職職
員）

◆当法人内施設において下記の業務に従事して
いただきます
・障害者及び高齢者の方の看護、支援及び通院
業務
【法人内施設】
＊障害者支援施設（道目木更生園、軽井沢福祉
園、矢立育成園）
＊特別養護老人ホーム（長慶荘、神山荘、大館

1人
秋田県大館市泉町９番１９号 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市泉町９番１９号 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

大館北秋田森林組合　大館比内支所 製材機械のオペレー
ター

◆製材機械のオペレーター
・角材、板材の挽割作業
（責任者の指示に従い、二人一組での作業とな
ります）
・清掃、片付け等の業務もあります
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）

1人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員 145,600円～
179,200円

05030- 4588701

(1)8時00分～17時10分

10

合資会社　近江商店 一般廃棄物収集業務助
手【トライアル雇用併
用求人】

◆一般廃棄物収集業務の補助作業
＊ゴミ収集作業車に添乗補助作業
＊収集には、中型トラック（パッカー車）使用
◎作業は主に大館市内です
※男女共に活躍中です
【トライアル併用求人】求人条件特記事項欄参
照

1人

9

社会福祉法人　大館市社会福祉事業団 調理員 ◆介護施設の利用者に提供する食事の調理なら
びに付随する業務
（準備・配膳・後片付け・厨房の清掃等）を行
います 2人

秋田県大館市十二所字大水口４－５ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市水門町７－３８ 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 140,000円～
237,400円

(1)5時00分～14時15分

(2)9時00分～18時15分

(3)10時30分～19時15分

05030- 4586101

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問 時給

秋田県大館市字八幡１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

64歳以下 月給

就業場所 秋田県大館市

8

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、教育に熱中できる方で、
明るく明朗活発に業務に従事できる方を希望し
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、園敷地内は禁煙

1人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外 126,720円～
126,720円

05030- 4584601
又は8時00分～18時00分の
間の8時間

7

株式会社　ファインテクノ　仙台支店 土木技術者（建設コン
サルタント）

発注者支援業務（官公庁・ＮＥＸＣＯ発注）
監督支援・資料作成・積算・点検業務
・工事の施工管理全般（施工・品質・出来高・
工程・安全）、書類の照合、検査臨場、協議・
設計変更及び技術資料作成
・積算及び積算根拠資料の作成
・関係機関との協議、調整、支障物件の整理、
資料の作成

3人

6

株式会社　ファインテクノ　仙台支店 土木技術者（建設コン
サルタント）

発注者支援業務（官公庁・ＮＥＸＣＯ発注）
監督支援・資料作成・積算・点検業務
・工事の施工管理全般（施工・品質・出来高・
工程・安全）、書類の照合、検査臨場、協議・
設計変更及び技術資料作成
・積算及び積算根拠資料の作成
・関係機関との協議、調整、支障物件の整理、
資料の作成

3人
宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１番３１
号　山口ビル８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１丁目１番３１
号　山口ビル８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

普通自動車免許一種
不問 月給

秋田県大館市比内町笹館字小新田３２ 雇用期間の定めなし

不問

１級土木施工管理技士
59歳以下 月給

２級土木施工管理技士

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

技術士（建設部門）

定年を上限 300,000円～
400,000円

04010-52227701

普通自動車免許ＡＴ

パソコンワープロ可

5

菅原水道　株式会社 配管工（技術者） ●配管工として主に「大館市周辺」にて上水
道・下水道の配管工事（一般住宅や公共事業な
と゛）を行います。
＊住宅機器の空調設備工事もあります。 2人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員 160,000円～
250,000円

05030- 4603001

(1)8時00分～17時00分

不問

パソコン表計算可

キャリア形成正社員 135,600円～
200,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
35歳以下 月給

パソコンワープロ可

05030- 4602501

05030- 4601201

普通自動車免許一種
日給

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種

4

大館市土地改良区 総合職 ◆総合職（土地改良に関わる一般事務及び施設
業務管理等）として下記の業務に従事して頂き
ます
・土地改良区運営に関する事務全般
・農業用施設（用排水路、ため池、頭首工、揚
水機等）の管理
・災害等による現場対応（写真撮影、測量等）
＊採用は、令和３年４月１日となります

1人

3

宮崎工業株式会社 作業員 ◆下記の業務に従事していただきます
＊工場内での溶接作業、軽作業、トラックへの
積込み作業等
＊各現場にて溶接や付随する作業
◎近隣の現場は、一旦作業場へ集合してから移
動します
◎県外への出張もあります
＊経験者優遇します

1人
秋田県大館市有浦六丁目３－３３　南側 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市字沼館道南４０－１２ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

(1)8時30分～17時15分

不問

2

有限会社　上等自動車 自動車販売営業員 ◆自動車販売営業に従事していただきます
＊自動車の営業・販売
＊自動車の引取り・納車作業
※営業外出時は私用車を使用（ガソリン代は会
社負担）
※未経験の方でも可能です

1人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員

1

株式会社　ハチヨウ 一般事務

155,400円～
155,400円

05030- 4599001

秋田県大館市花岡町字小坪川１１７ 雇用期間の定めなし

(1)8時30分～17時30分

◆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
・来客、電話対応、雑務
・建設業に関する各種書類の作成、その他申請
手続き等
・給与計算補助
・社会保険、雇用保険、労災保険の手続き
・その他事務所内清掃等もあります

1人

05030- 4598501

雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下 日給

秋田県大館市比内町達子字相善廻１２０－
３

雇用期間の定めなし

定年を上限

（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）一般；週刊求人情報№① 

普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 月給

パソコンワープロ可

(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

パソコン表計算可

定年を上限正社員 150,000円～
170,000円就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

216,000円～
384,000円

(1)8時00分～17時00分

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


秋田県大館市 パソコン表計算可

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

パソコンワープロ可

就業場所 秋田県大館市 パソコン表計算可

不問正社員以外 138,000円～
155,250円

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

(2)7時30分～16時00分

05030- 4578101

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

カーサービス秋田　石田自動車 自動車整備士 ◆自動車整備士として下記業務に従事していた
だきます
◎一般整備
◎納車、引取
◎洗車
◎その他整備業務全般

1人

(1)9時00分～18時00分 雇用・労災・
健康・厚生

二級自動車整備士
不問 月給

三級自動車整備士
秋田県大館市有浦２丁目１－１７ 雇用期間の定めなし

普通自動車免許一種

不問正社員 230,000円～
230,000円

05030- 4561401就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市御成町１丁目１２－２７
わっぱビルヂング２階

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） パソコン表計算可

不問正社員以外 180,000円～
220,000円 又は9時00分～20時00分

の間の8時間程度

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
不問 月給

パソコンワープロ可

05030- 4560101

いしころ合同会社 企画運営スタッフ ポータルサイト制作・運営に向けた調査、企画
等
【主な業種】
●グラフィックデザイン、ウェブデザイン、
ディレクション
●映像撮影、編集、ライブ配信業務
●ライティング、編集
●施設運営・管理

2人

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
213,000円～
213,000円

(1)8時00分～17時00分

05010-18331001

雇用・労災株式会社　テクノ・サービス　秋田営業所 医薬品製造、検査【大
館市】

医薬品、試薬品の製造や検査を行って頂きま
す。
＊クリーンルーム内作業のため整容検査があり
ます
（毛髪やペットの毛等混入防止のため）
＊裸眼による製品の目視検査があります。

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）

有期雇用派遣労働者

就業場所 秋田県大館市

(3)0時00分～9時00分

宮城県仙台市青葉区花京院１丁目１－５
タカノボル第２５ビル１１階

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） パソコン表計算可

不問

18歳以上 時給
(2)16時00分～1時00分

04010-52171401就業場所 秋田県大館市

05030- 4576601

26

株式会社　タクト 給食調理（大館園） ◆給食調理として、下記の業務に従事します
・施設入居者の給食の調理（栄養士が作成した
メニューに基づいた調理）、盛り付け、配膳業
務、洗浄作業等
・その他それに付随する業務全般
◎試用期間；３ヶ月間（その間、賃金等同条
件）
※男性・女性共に多数活躍しています

1人

(1)5時30分～14時15分

25

社会福祉法人　大館市社会福祉事業団 看護職員 ◎福祉施設における看護業務、または機能訓練
業務に従事します
◎対象となる事業所（福祉施設）
・大館市特別養護老人ホームつくし苑
・大館市養護老人ホーム成章園
・大館市ケアハウスほうおう
・大館市デイサービスセンター大滝


2人
秋田県大館市十二所字大水口４－５ 雇用期間の定めなし

正社員

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） (3)11時00分～19時30分

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師
64歳以下 月給

(2)8時45分～17時45分 准看護師

(3)10時00分～19時00分 保健師

定年を上限 163,700円～
254,300円

(1)7時00分～16時00分

普通自動車免許ＡＴ

パソコンワープロ可

介護福祉士
64歳以下 月給

(2)8時45分～17時45分 普通自動車免許ＡＴ
秋田県大館市十二所字大水口４－５ 雇用期間の定めなし

(3)10時00分～19時00分 パソコンワープロ可

定年を上限

就業場所 秋田県大館市

24

社会福祉法人　大館市社会福祉事業団 介護職員 ◆福祉施設における介護業務に従事します
◎対象となる事業所（福祉施設）
・大館市特別養護老人ホームつくし苑
・大館市養護老人ホーム成章園
・大館市ケアハウスほうおう

2人

(1)7時00分～16時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員 143,000円～
246,100円

05030- 4575301

法令の規定に
より年齢制限

がある
正社員 178,000円～

198,000円 又は10時00分～23時00分
の間の6時間以上

雇用・労災・
健康・厚生18歳以上 月給

05030- 4567301

23

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）

2人

(1)15時00分～23時00分

22

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
◎料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）

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

正社員

秋田県大館市字三ノ丸１０２番地３ 雇用期間の定めなし

法令の規定に
より年齢制限

がある
178,000円～
198,000円

(1)15時00分～23時00分

又は10時00分～23時00分
の間の6時間以上05030- 4564201

雇用・労災・
健康・厚生

18

20

19

21

18歳以上 月給

株式会社　ワット・コンサルティング　仙
台営業所

設備ＣＡＤオペレー
ター

建設現場におけるＣＡＤ業務を担当して頂きま
す
＜主な担当業務＞
・図面作成
・書類作成（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄによる）
※建設関連求人

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

有期雇用派遣労働者 180,000円～
280,000円

普通自動車免許ＡＴ
不問

定年を上限正社員 366,200円～
587,955円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

04010-52078001

パソコンワープロ可
月給

17

株式会社　オンサイト 現場監督（土木分野） ダム・トンネル・橋梁・道路舗装等
様々な現場での土木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

(1)8時00分～17時00分

16

株式会社　オンサイト 現場管理補助（空調・
衛生設備課）

※未経験・ブランクのある方も歓迎します。
・空調、衛生設備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


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

04010-52070601

雇用・労災・
健康・厚生59歳以下 月給

定年を上限 244,160円～
452,810円

(1)8時00分～17時00分

№ 求人者名・所在地・就業場所 職種 仕事の内容 採用
人数

栄養士
62歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ
秋田県大館市泉町９番１９号 雇用期間の定めなし

パソコンワープロ可

定年を上限

就業場所 秋田県大館市

15

社会福祉法人　大館圏域ふくし会 栄養士（一般職職員） ◆当法人内施設において下記の業務に従事して
いただきます
・求職栄養事務、給食物品の購入管理等
【法人内施設】
＊障害者支援施設（道目木更生園、軽井沢福祉
園、矢立育成園）
＊障害者就労支援施設（白沢通園センター）
＊特別養護老人ホーム（長慶荘、神山荘、大館

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員

14

社会福祉法人　大館圏域ふくし会 看護職員（総合職職
員）

152,200円～
174,900円

05030- 4595701

年齢 賃金 就業時間 加入保険等

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師
62歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ

必要な免許資格

秋田県大館市泉町９番１９号 雇用期間の定めなし
パソコンワープロ可

定年を上限正社員 162,700円～
216,300円就業場所 秋田県大館市

◆当法人内施設において下記の業務に従事して
いただきます
・障害者及び高齢者の方の看護、支援及び通院
業務
【法人内施設】
＊障害者支援施設（道目木更生園、軽井沢福祉
園、矢立育成園）
＊特別養護老人ホーム（長慶荘、神山荘、大館

1人

05030- 4594401

27

あきた北農業協同組合（介護事業部） 生活相談員 ◆デイサービス内における利用者に対する生活
相談及び一般介護業務に従事していただきます
◎社用車（普通車・軽自動車）による送迎業務
もあります
※雇用期間：採用日～令和３年３月３１日迄と
なり、その後は１年毎の契約更新となります

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケアマネージャー）
不問 月給

その他の福祉・介護関係資格
秋田県大館市根下戸新町７－２２ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上） 普通自動車免許ＡＴ

不問正社員以外 129,280円～
212,700円

05030- 4580201

28

カメイ株式会社　大館営業所 ＬＰガス保安点検員 ◆ＬＰガス部門で、個人・企業へガス設備機器
の保安点検業務に従事していただきます
◎契約先のＬＰガス設備機器の定期保安点検業
務
◎その他、付随する業務
＊各種報告等の事務業務にパソコンを使用しま
す
＊社用車（ＡＴ車）を使用していただきます

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

高圧ガス販売主任者（第２種）
不問 月給

液化石油ガス設備士
秋田県大館市釈迦内字街道上３６番地 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上） 普通自動車免許ＡＴ

不問正社員以外 200,000円～
300,000円

05030- 4581501

パソコンワープロ可

就業場所

29

有限会社　上等自動車 自動車整備士 ◆自動車整備に係わる業務に従事していただき
ます
＊自動車整備
＊自動車引き取り及び納車等（主に県北地区）
＊その他、整備業務に関わる作業全般
※経験者歓迎します
※資格の無い方でも応募可能です。

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
64歳以下 日給

秋田県大館市比内町達子字相善廻１２０－
３

雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 155,400円～
155,400円

05030- 4582001

30

株式会社ジャパンクリエイト　大仙営業所 医薬品の外観検査また
は出荷・梱包業務【大
館市】

○医薬品の検査業務に従事していただきます
・目視による医薬品の外観および異物混入等の
検査業務等
＊検査はクリーンルーム内での座り作業となり
ます
※派遣期間：２０２０年１２月１６日～２０２
０年３月１５日
※上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣

5人

(1)9時00分～21時00分 雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

(2)21時00分～9時00分
秋田県大仙市朝日町１９－３
　　　　　　ヴァンティアンビル２Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問有期雇用派遣労働者 210,000円～
210,000円

05040- 4540901



　　 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30日発行 （10月23日

～10月29日受付分）
[次回11月6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

31

株式会社ジャパンクリエイト　大仙営業
所

木製ドアの製造業務
【大館市】

○木製ドアを組み立てる作業
○木製ドアの仕上げ作業
・その他付随する作業
※派遣期間：２０２０年１１月１６日～２０
２１年２月２８日
※上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派
遣期間が継続される予定です。

1人

(1)8時00分～17時10分 雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

秋田県大仙市朝日町１９－３
　　　　　　ヴァンティアンビル２Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問有期雇用派遣労働者 155,520円～
155,520円就業場所 秋田県大館市

59歳以下 日給

05040- 4545201

株式会社　ＳＳＲ　（から揚げ専門店こ
ばしょぐ）

店長候補【大館店】 ○からあげ販売（レジ、仕入、在庫管理、売
上等の集計）
○調理（フライヤーを使用してから揚げ調
理、お弁当他）
○仕込み
○店内清掃
○従業員のシフト調整

1人
青森県弘前市大字原ケ平字山元１２３－
１

雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 155,520円～
216,000円

02030- 9121601

33

学校法人　ノースアジア大学 図書館事務補助 ○「秋田看護福祉大学」での図書館事務補助
業務に従事していただきます。
・図書の閲覧、貸出業務の他、パソコンへの
入力作業（図書登録等）を行います。
・その他事務補助業務。

1人

(1)8時30分～17時10分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外

32

131,200円～
131,200円

05010-18291401

(1)10時00分～19時00分 雇用・労災・
健康・厚生

厚生
就業場所 秋田県大館市

就業場所

パソコンワープロ可
不問 時給

秋田県秋田市下北手桜守沢４６－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

秋田県大館市

普通自動車免許一種
不問 月給

不問 150,000円～
170,000円

(1)8時30分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

35

医療法人　高徳会　むも耳鼻咽喉科クリ
ニック

看護助手及び受付 ◆当医院において、看護師の補助及び受付業
務に従事していただきます
◎受付・電話応対◎パソコン入力
◎会計業務◎患者様の誘導
◎使用済み器具の洗浄、院内の清掃
◎その他、院長指示による業務
※令和３年１月、いとくショッピングセン

1人

(1)8時30分～18時30分

34

千秋通信建設　株式会社 電気通信工事作業員 ＊移動無線設備の保守、故障修理及び故障統
制作業を行っていただきます。

1人
秋田県秋田市御所野湯本１丁目１－７ 雇用期間の定めなし

正社員以外

秋田県大館市長倉町１０６番１ 雇用期間の定めなし
(3)8時30分～14時00分

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

05010-18322501

キャリア形
成

正社員 143,000円～
150,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

パソコンワープロ可
35歳以下 月給

(2)14時00分～18時30分

05030- 4550601

36

株式会社アサヒセキュリティ　大館営業
所

セキュリティスタッフ ◆売上金・釣銭をお客様へ配送・回収する業
務です
・釣銭作成スタッフより現金を授受し、お客
様に配達します
・お客様より売上金を回収します
・２人一組で行います
＊重量物を扱いますので体力を要します

1人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員 166,600円～
175,400円 又は7時00分～20時00分

の間の8時間以上05030- 4551901就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許一種
18歳～45歳 月給

秋田県大館市根下戸町１－４２　
（旧秋田県酒類卸県北支店様の建物内）

雇用期間の定めなし

キャリア形
成

普通自動車免許ＡＴ
45歳以下 月給

パソコンワープロ可

パソコン表計算可
キャリア形

成
137,000円～
180,000円

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

38

藤和建設　株式会社 建築施工管理（見習い
可）【トライアル雇用

◆建築現場において、現場管理業務に従事し
ていただきます
・現場での施工管理業務全般
・現場は主に秋田県内及び近県（弘前方面・
岩手方面）となります
・大館市外の近県に在住の方の応募も歓迎し
ます

1人

(1)8時00分～17時00分

37

藤和建設　株式会社 一般事務（正社員） ◆建設業における一般事務として、下記の業
務に従事していただきます　　
・電話、来客応対
・伝票整理及び集計、請求書作成
・日報整理集計
・銀行、役所への届け出等外出用務
・パソコン入力作業等

1人
秋田県大館市餅田字前田１０－１ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市餅田字前田１０－１ 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- 4553401

定年を上限正社員 153,000円～
320,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

05030- 4554701

39

藤和建設　株式会社 土木作業員兼重機・車
両オペレーター

◆主に現場で一般作業に従事していただきま
す（手作業が主です）
※会社に出勤後、社用車（ワゴンのＭＴ車）
で各現場へ移動します
＊有資格者（土木または建築の施工管理、大
型等）は優遇します
＊有資格者の場合、それに応じた業務を行っ

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 148,120円～
235,750円

05030- 4555801就業場所 秋田県大館市

車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者
59歳以下 日給

玉掛技能者
秋田県大館市餅田字前田１０－１ 雇用期間の定めなし

普通自動車免許一種

定年を上限

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

雇用・労災・
健康・厚生

41

有限会社　小田切車体 製造職 ◆当社において、製造職として下記業務に従
事していただきます
◎輸送車の架装制作・製造
＊溶接
＊プレス
＊組立

1人

(1)8時00分～16時50分

40

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

秋田県大館市立花字山田渡１９６ 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- 4556201

定年を上限正社員 200,000円～
200,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

05030- 4558001

　　　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/

