
　　 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- 4428501

(1)8時00分～14時00分

パート労働者 810円～820円不問

不問 時給

秋田県大館市片山字中通６－２ 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)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時30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。

雇用・労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

05030- 4397801

05030- 4372501

又は8時00分～17時00分の
間の5時間以上

不問 800円～800円

不問パート労働者 850円～950円

13

株式会社　ダスキン北秋 清掃スタッフ ◆定期顧客及び契約顧客への清掃業務に従事し
て頂きます
・モップ掛け清掃
・拭き上げ清掃
・その他
＊試用期間中は、必ず社員が同行しひとつひと
つ丁寧に指導します
＊制服は、支給となります

2人

12

株式会社　タクト 清掃・洗濯業務（ふれ
あいの里　ありうら）

◆有料老人ホーム『ふれあいの里ありうら』に
おいて施設内の清掃及び洗濯業務に従事してい
ただきます
・施設内全般の清掃（床・トイレ・居室等他日
常的な清掃）
・入居者の衣服、タオル、バスタオル等の洗濯
※就業時間：（１）～（２）の勤務に対応でき
る方

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）

パート労働者

秋田県大館市字大田面３７６－２ 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

11

東北ビル管財　株式会社 調理及び配送業務【城
西地区学校給食セン
ター】

◆学校給食の調理及びトラック配送業務に従事
して頂きます
＊トラック配送には、２ｔ箱車を使用します
（ＡＴ車使用、走行距離７ｋｍ未満）
＊運転免許のない方は助手として同乗します
（大館第一中、城西小学校）
＊食材受入、下処理、調理等の各工程を１週間
交替で行います

1人

労災

パート労働者 820円～820円

05030- 4429001

(1)8時00分～15時30分

10

東北ビル管財　株式会社 調理業務（森田泌尿器
科医院）

◆病院の調理業務（調理・盛り付け・配膳）に
従事して頂きます
◎昼食を約１５～２０食分調理します
◎月７５時間程度の勤務となります
（月就業日数１２～１４日程度）
※試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）
※調理経験、調理師免許ある方優遇します


1人

9

東北ビル管財　株式会社 調理及び配送業務【大
館比内学校給食セン
ター】

◆学校給食の調理業務として下記の業務に従事
していただきます
＊食材の受入、下処理、調理等の各工程を１週
間毎交替で行います
＊比内地区３校への給食の配送・回収業務
（運転免許のない方は、助手として同乗しま
す）
＊春休み・夏休み・冬休み期間は、施設内で食

1人
秋田県大館市片山字中通６－２ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

秋田県大館市片山字中通６－２ 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 820円～820円

(1)8時00分～15時30分

05030- 4427201

雇用・労災

幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）
不問 時給

保育士
秋田県大館市釈迦内字館６８－１ 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

学校法人　日景学園 保育補助（有資格者） ◎未満児（０～３歳）のクラスにおける保育補
助に従事していただきます
※就業時間及び日数相談に応じます
※保育に関心のある方希望します
※保育士又は幼稚園教諭のいずれかの資格をお
持ちの方

1人

雇用・労災

パート労働者 850円～920円

05030- 4425701
又は7時30分～18時30分の
間の6時間

(1)8時00分～17時00分

不問パート労働者 900円～900円

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

05030- 4444501

7

株式会社　北鹿 酒造作業員（仕込み） ◆お酒の仕込み作業の補助業務に従事していた
だきます
◎雇用期間：採用日～令和３年６月３０日まで
（期間の更新予定はありません）
◎週５～６日程度の勤務となります（１日７．
５時間勤務）
※土・日も勤務できる方希望

1人

6

株式会社　北鹿 酒造作業員（酒粕） ◆お酒の仕込み作業の補助業務に従事していた
だきます
◎雇用期間：採用日～令和３年６月３０日まで
（期間の更新予定はありません）
◎週２～３日程度の勤務となります（１日３～
６時間勤務）
※土・日も勤務できる方希望

2人
秋田県大館市有浦２－２－３ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

秋田県大館市有浦２－２－３ 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ＡＴ
不問 時給

秋田県大館市字桜町３５ 雇用期間の定めなし

不問

不問 時給
(1)9時00分～12時00分 労災

(2)9時00分～16時00分

不問 900円～900円

05030- 4443201

5

株式会社　エーアイエム 介護職員 ◆「グループホーム縁ゆくり」内における、共
用型デイサービス担当と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
・日常生活支援及び介護全般
・送迎（デイサービス）
◎入居：定員１８名

1人

雇用・労災

パート労働者 900円～950円

05030- 4442801

(1)8時30分～17時00分

(1)8時30分～17時30分

不問

不問

不問パート労働者 1,240円～
1,300円

雇用・労災 看護師
不問 時給

准看護師

05030- 4441701

05030- 4438301

時給

4

有限会社　ほのぼの　ショートステイ　ほ
のぼの

看護師又は准看護師 ◆看護職・介護職として下記の業務に従事して
いただきます
◎入居利用者（入居定員２０名）の看護・介護
業務全般
◎バイタルチェック・健康管理・機能訓練等の
業務
◎介護利用者の食事、入浴、排泄等の介護業務


1人

3

有限会社　祐康 介護職員（受診対応専
門）

◆入所者の病院受診対応業務に従事していただ
きます
◎月・火・金曜日と水又は木曜日の勤務となり
ます（週４日勤務）
※資格のない方も応募可能です
※試用期間：２週間～３ヶ月（その間、賃金等
同条件）

1人
秋田県大館市櫃崎字大道下２７－３ 雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県大館市根下戸新町１－１５ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

870円～870円

(1)9時00分～16時00分 雇用・労災

秋田県大館市櫃崎字大道下２７－３ 雇用期間の定めなし

不問

就業場所 秋田県大館市

パート；週刊求人情報 №①

2

有限会社　祐康 介護職員（入浴対応専
門）

◆入所者の入浴における介護業務に従事してい
ただきます
◎月・火・木・金・日曜日の勤務となります
◎就業時間：１３時～１６時（１日３時間勤
務）
※資格のない方も応募可能です
※試用期間：２週間～３ヶ月（その間、賃金等
同条件）

1人

雇用・労災

パート労働者

1

太平ビルサービス　株式会社　秋田支店 クリーンクルー（北都
銀行扇田支店）

900円～900円

05030- 4437001

秋田県秋田市山王６丁目１４番１２号 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(1)13時00分～16時00分

○銀行における清掃業務全般を担当していただ
きます。
・行内日常清掃、男女トイレ掃除
・掃除機かけ、モップかけ等
＊１人での対応となります。
＊直行直帰です。
＊制服は貸与します。

1人

05010-17693201

労災

不問 時給

就業場所 秋田県大館市

（10月2日10月9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16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8日受付分）

不問パート労働者 820円～820円

不問 時給
(1)8時30分～10時30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

山王食品　株式会社 工場作業員 ◆きりたんぽ及びとうふ製造に従事していただ
きます
◎米の量の測定
◎機械使用による練り作業
◎だまこ作り等
◎その他製造に関わる業務全般

1人

雇用・労災
不問 時給

秋田県大館市柄沢字山王台２１－２ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問パート労働者 800円～800円
又は8時00分～17時00分
の間の4時間以上05030- 4291201就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市池内字田中２７８－２ 雇用期間の定めなし

不問パート労働者 850円～850円
又は8時00分～19時00分
の間の4時間以上

労災
不問 時給

05030- 4261601

株式会社　真弓商事（ワークマンプラス大
館池内店）

品出し及び陳列（日曜
日・祝日）

◆『ワークマン大館池内店』において、品出し
及び陳列作業に従事していただきます
◎日曜日・祝日のみの勤務となります

1人

就業場所 秋田県大館市

不問 830円～900円
又は6時00分～19時00分
の間の4時間05030- 4255901

労災ショートステイとんぼ新町〔（有）バスケ
の街能代企画〕

調理員 ◆ショートステイ（定員２０名）において、介
護利用者などに対する食事提供業務に従事しま
す
◎調理・盛付・食器洗浄等
◎食材の品出しの手伝い
◎職員の食事提供等業務　
※月８０時間以内の勤務となります


1人
秋田県大館市字新町３３ 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

秋田県大館市字観音堂７３７ 雇用期間の定めなし

不問

不問 時給

05030- 4225801就業場所 秋田県大館市

不問パート労働者 800円～800円

労災
不問 時給

(2)12時00分～17時00分

05030- 4348501

26

ファミリーマート　大館中道店 販売員 ◆コンビニエンスストアの販売員として、下記
のコンビニ店舗業務全般に従事して頂きます
・レジ、接客応対
・商品の陳列、発注
・店舗内外の掃除
＊就業時間帯は面談時に希望を伺います（交代
制ではありません）
＊就業時間及び日数は相談に応じます

1人

(1)8時00分～12時00分

25

株式会社　大館ハチ公ファーム 農作業員（稲刈り） ◆稲刈り作業に従事していただきます
※２トントラックの運転があります。主に大館
市内【必須】
※雇用期間は、採用日～１０／３０迄（更新な
し）
※作業スケジュールにより、雇用期間が多少延
長される場合があります

2人
秋田県大館市比内町八木橋字板戸７３－５ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

パート労働者

秋田県大館市中道２－３－４２ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） (3)17時00分～22時00分

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

05030- 4328101

労災 普通自動車免許一種
不問 時給

不問 1,000円～
1,000円

(1)8時00分～17時00分

不問 時給
(2)7時00分～12時00分

秋田県大館市館下１３－１ 雇用期間の定めなし

不問

就業場所 秋田県大館市

24

丸大堀内株式会社　大館支店 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
（ビール・チューハイ等）
・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
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）

1人

(1)7時00分～16時00分 雇用・労災・
健康・厚生

パート労働者 861円～861円

05030- 4306201

不問パート労働者 911円～911円

雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許
不問 時給

05030- 4304701

23

丸大堀内株式会社　大館支店 配送・庫内品出し（８
時～１３時）

◎市内倉庫（二井田）までの配送業務（３ｔト
ラック使用）
◎倉庫内において、商品の出し入れ作業及び検
品作業
・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


1人

(1)8時00分～13時00分

22

丸大堀内株式会社　大館支店 配送・庫内品出し ◎市内倉庫（二井田）までの配送業務（３ｔト
ラック使用）
◎倉庫内において、商品の出し入れ作業及び検
品作業
・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


1人
秋田県大館市館下１３－１ 雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県大館市館下１３－１ 雇用期間の定めなし

不問 911円～911円

(1)7時00分～16時00分

05030- 4303401

雇用・労災・
健康・厚生

18

20

19

21

中型自動車免許
不問 時給

(2)7時00分～12時00分

株式会社　宮崎ドライ 工場内作業員（９：０
０～１２：００）

◆工場内にてクリーニング品の包装及び機械プ
レス作業に従事していただきます
※週３日～６日の勤務です
（日数又は土曜日休み希望の方は相談に応じま
す）
※試用期間有り：１ヶ月（その間、時給＠７９
２円）


1人

(1)9時00分～12時00分 労災

パート労働者 900円～900円

普通自動車免許ＡＴ
不問

不問パート労働者 850円～900円
又は17時00分～22時00分
の間の2時間以上

労災
不問 時給

05030- 4409401

時給

17

株式会社　ヒツジヤ ホール・キッチンス
タッフ【きはちらくは
ち】

◆【きはちらくはち本店】において、下記の業
務に従事していただきます
◎お客様を席へご案内、注文聞き、料理の提供
などホール全般の担当
◎キッチンでの補助作業
＊就業時間は１７時～２２時の間の２～３時間
＊週２日から相談に応じます
※試用期間：２ヶ月（その間、時給＠８５０

1人

16

株式会社　伊徳　いとく大館東店 日配部門（８：００～
１２：００）

◆日配部門において商品補充及び陳列等の業務
に従事していただきます
※１日４時間、週５日の勤務となります
＊１２ヶ月毎の契約更新 1人

秋田県大館市東台２－１－９ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）
パート労働者

秋田県大館市字長倉　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- 4408101

雇用・労災
不問 時給

不問 800円～800円

(1)8時00分～12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

普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 時給

秋田県大館市清水４－４－８２　コートビ
レジ清水　Ｂ－１０２

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

15

有限会社　漢商事 特殊景品交換業務（大
館市）

◆遊技業（パチンコ店）における特殊景品交換
業務に従事していただきます（機械操作です）
◎月１０日勤務
◎土曜、日曜、祝日も勤務可能な方を希望しま
す
※研修期間；３ヶ月間あります（その間、賃金
等同条件）
※機械操作経験者優遇

1人

(1)18時50分～23時00分 労災

パート労働者

14

有限会社　小田切車体 事務職

850円～850円

05030- 4401801

年齢 賃金 就業時間 加入保険等

(1)9時00分～16時00分 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

必要な免許資格

秋田県大館市立花字山田渡１９６ 雇用期間の定めなし
普通自動車免許ＡＴ

不問パート労働者 850円～970円

就業場所 秋田県大館市

◆当社において、事務職として下記業務に従事
していただきます
◎総務事務全般
◎伝票処理
◎電話・来客応対

1人

05030- 4400701

27

カッパ・クリエイト　株式会社 （障）調理補助【秋田
／大館店】

かっぱ寿司の調理補助をお任せします。
【業務内容】
・洗い場作業（調理器具、食器等の洗浄）
・キッチン内の清掃（床や作業台等の清掃やゴ
ミ捨て等）
・調理補助（野菜等のカットや舎利炊き等）
・開店・閉店作業（仕込み等）
いずれも適性や希望をみて作業をお任せしま

1人

雇用・労災
18歳以上 時給

神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－
１　ランドマークタワー１２Ｆ

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

パート労働者 792円～792円
又は9時00分～23時59分
の間の4時間程度14010-44282101就業場所 秋田県大館市

28

株式会社　オールクリア 食品製造【夜勤】（大
館市）

炊きあげた白飯の補充作業、きりたんぽの成形
補助及び異物確認作業、袋詰め・パック作業、
設備清掃業務等、その他付随する業務。
派遣期間：令和２年１１月２日～令和２年１２
月３１日までですが、以降は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

1人

(1)1時00分～8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- 8437701就業場所 秋田県大館市

29

株式会社　オールクリア 出荷業務（大館市） きりたんぽの殺菌、箱詰め、その他付随する業
務
派遣期間：令和２年１１月２日～令和２年１２
月３１日までですが、以降は２ヶ月更新となり
ます
（※令和３年１月１５日までの短期のお仕事で
す。）
雇用期間：派遣期間と同じになります。

2人

(1)15時00分～22時00分 雇用・労災・
健康・厚生不問 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）

不問有期雇用派遣パート 1,000円～
1,000円

02030- 8445401就業場所 秋田県大館市

30

秋田県教育庁高校教育課 学校司書（会計年度任
用職員）

○県立高等学校の図書館に関する業務を担当し
ていただきます。
・図書の貸し出し
・書籍の整理
・教員の必要図書準備
・チラシ、書類作成
・その他付随する業務


12人

雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
不問 日給

パソコン表計算可
秋田県秋田市山王３丁目１－１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問パート労働者 5,170円～
6,483円 又は8時00分～17時00分

の間の5時間以上05010-16941501就業場所 秋田県大館市



　　 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

※ 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】

又は8時30分～18時30分の
間の4時間05030- 4223401

34

医療法人　白鳳会　柏葉寿 調理員 ◆小規模多機能型居宅介護施設『柏葉寿』（定
員２９名）において下記業務に従事していただ
きます
◎食材の下ごしらえ、調理、盛り付け
◎食器、調理用具の洗浄（食洗機あり）
◎調理室の掃除
※約２０～２５食分程度の調理となります
※職員２名体制

1人
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）

パート労働者

雇用・労災・
財形不問 時給

不問 800円～900円

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

秋田県大館市釈迦内字街道上２９－５ 雇用期間の定めなし

不問

就業場所 秋田県大館市

33

株式会社ケアサポート　グリーン・ライフ
（みどりの丘）

介護職員 ◆デイサービスセンターにおいて、利用者に対
する介護業務全般に従事していただきます
◎食事・入浴・排泄介助等
◎レクレーション・機能訓練
◎送迎業務

1人

労災

パート労働者

32

800円～1,000
円 又は8時00分～17時30分の

間の6時間程度05030- 4199601

(1)9時00分～15時00分 雇用・労災

就業場所 秋田県大館市

不問 時給

05030- 4165301

株式会社　タクト 内視鏡洗浄業務（大館
市立総合病院）

◆大館市立総合病院『消化器血液腫瘍内科』に
おいて、下記の業務に従事していただきます
◎内視鏡の洗浄業務（消毒・洗浄機による作
業）
◎病院内での伝票配送等
＊未経験の方には研修指導（１週間程度）があ
りますので、安心してご応募ください
※雇用期間終了後、契約更新となった場合は、

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）

不問パート労働者 840円～840円

05030- 4168101

31

有限会社　祐康 調理員 ◆『グループホーム鮎乃里』において、調理業
務に従事していただきます
◎入所者１８名分の食事提供
・調理、盛付、食器洗浄等
・その他付随する業務
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）

1人

(1)10時00分～15時00分 雇用・労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

秋田県大館市櫃崎字大道下２７－３ 雇用期間の定めなし

不問パート労働者 820円～820円

就業場所 秋田県大館市

№ 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　

10月9日発行 （10月2日

～10月8日受付分）
[次回10月16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

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

