
　　 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。

拠出
就業場所 秋田県大館市

拠出
就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許ＡＴ

不問正社員以外 150,000円～
180,000円

パソコンワープロ可
不問 月給

パソコン表計算可

(1)8時00分～17時00分

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）一般；週刊求人情報№① 

2

東光鉄工　株式会社 設備機器のメンテナン
ス

◆クレーン、立体駐車場、プラント設備などの
各種設備機器の保守及び点検業務に従事して頂
きます
※電気、機械、溶接関係の経験者希望します
※有資格者は優遇します
※経験により試用期間があります（３ヶ月～
６ヶ月）
＊増員による募集です

1人

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員

1

東光鉄工　株式会社 事務

160,000円～
220,000円

05030- 4445001

秋田県大館市釈迦内字稲荷山下１９－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(1)8時00分～17時00分

・経費伝票、勤怠の入力処理
・パソコンを使用しての書類作成（ワード・エ
クセル・パワーポイント）
・電話応対、来客応対 1人

05030- 4439601

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下 月給

秋田県大館市釈迦内字稲荷山下１９－１ 雇用期間の定めなし

定年を上限
拠出

就業場所 秋田県大館市

155,000円～
200,000円

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許一種

拠出

4

東光鉄工　株式会社 建築技術者 ◆建築物の設計（建築確認申請図書の作成）か
ら施工管理（工程・品質・安全）までの業務に
従事していただきます
●有資格者優遇
●実務経験者優遇
＊経験により試用期間があります（３ヶ月～
６ヶ月）


1人

3

東光鉄工　株式会社 ＮＣマシンオペレー
ター

◆ＮＣ旋盤、マシニングセンター等の工作機械
のオペレーター業務を行います。オーダー毎の
パーツの種類に応じて都度プログラミングをし
て、機械を動かします。
※入社後はスキルに合わせて外部研修やＯＪＴ
を通じて機械の知識や材料、刃物の知識を身に
着けていただきます。
☆働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキ

2人
秋田県大館市釈迦内字稲荷山下１９－１ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市釈迦内字稲荷山下１９－１ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

(1)8時00分～17時00分

不問

不問

定年を上限正社員 200,000円～
400,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

05030- 4447601

05030- 4446301

普通自動車免許ＡＴ
月給

5

株式会社　伊藤住研 建設作業員（見習い
可）

◎基礎工事・外構工事・建築工事
◎主に、大館市内での作業となります
＊未経験者の応募も歓迎します

1人

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員 147,000円～
294,000円

05030- 4448901

(1)8時00分～17時00分 普通自動車免許一種
不問 日給

秋田県大館市二井田字寺後１０６ 雇用期間の定めなし

不問

普通自動車免許一種
不問 月給

(1)9時30分～18時30分 雇用・労災・
健康・厚生

不問 171,300円～
204,200円

03010-19055701
厚生

7

社会福祉法人　成寿会 保育士 ◆託児所において、保育業務全般に従事してい
ただきます
・当法人内の職員又は地域のお子様（乳幼児数
名）の保育
・食事、着替え、午睡のお世話
・乳幼児の安全に気を配りながらの保育業務
（遊ぶ、見守り等）
※試用期間：６ヶ月（その間、特殊業務手当な

1人

6

株式会社　ホンダ四輪販売北・東北 営業スタッフ（大館市
内／嘱託社員）

ＨｏｎｄａＣａｒｓ秋田の店舗において、下記
の業務に従事していただきます。
・新車、中古車の販売
・お客様の車の修理・点検等の車両の引取り、
納車
・販売活動に付随する事務（書類作成他）
＊正社員への登用制度あり。

1人
岩手県盛岡市北山二丁目２７番１１号 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

正社員以外

秋田県大館市釈迦内字狼穴７９ 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

(1)8時30分～17時30分

定年を上限正社員 149,256円～
167,221円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

保育士
59歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ

05030- 4420301

(2)7時30分～16時30分

(3)8時00分～17時00分

拠出

8

社会福祉法人　成寿会 看護師又は准看護師 ◆看護師として、下記の業務に従事して頂きま
す
・入所者様への看護、介護等日常生活における
ケア及び支援
・その他付随する業務
※試用期間：６ヶ月間（その間、特殊業務手当
なし）
＊勤務日数等相談に応じます

2人

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員 154,809円～
231,235円

05030- 4421601

(1)8時30分～17時30分

(2)17時00分～10時00分

拠出
就業場所 秋田県大館市

看護師
59歳以下 月給

准看護師
秋田県大館市釈迦内字狼穴７９ 雇用期間の定めなし

定年を上限

看護師
59歳以下 月給

准看護師

定年を上限 150,277円～
206,206円

(1)8時30分～17時30分

05030- 4422901

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

拠出
秋田県大館市

10

有限会社　桜庭組 土木作業員及び重機オ
ペレーター

◆主に、大館市内及び周辺地域の建設現場にお
いて、土木作業及び重機オペレーター業務に従
事していただきます
・会社へ出勤し、現場へ移動します（社用車で
移動）
＊土木作業・重機オペレーター経験者は優遇し
ます

2人

9

社会福祉法人　成寿会 看護師又は准看護師
（日勤）

◆看護師として、下記の業務に従事していただ
きます
・入所者様への看護、介護等日常生活における
ケア及び支援
・その他付随する業務
※試用期間：６ケ月間（その間、特殊業務手当
なし）


1人
秋田県大館市釈迦内字狼穴７９ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市字鉄砲場３２ 雇用期間の定めなし

就業場所

就業場所 秋田県大館市

11

秋田日産自動車（株）大館店 自動車整備士（有資格
者）

●自動車整備業務全般を行っていただきます
・車検、点検、一般整備
・引き取り、納車業務あり
・その他付随する業務
※６０歳以上の方も応募歓迎します

1人

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員以外 160,000円～
180,000円

05030- 4431101

(1)9時15分～18時05分

就業場所 秋田県大館市

13

株式会社　タクミ電機工業 電気工事士【トライア
ル雇用併用求人】

◆当社において、電気工事作業に従事していた
だきます
・一般企業及び一般家庭の電気工事全般
◎現場は、大館市及び県北地区が主体となりま
す
◎移動には、社有車を使用します
※作業補助をしながら現場経験を積み、資格取
得をめざしていただきます

1人

12

秋田日産自動車（株）大館店 自動車整備士（有資格
者）

●自動車整備業務全般を行っていただきます
・車検、点検、一般整備
・引き取り、納車業務あり
・その他付随する業務 1人

秋田県大館市根下戸新町１９－７１ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市櫃崎字大道下１４－３ 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

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許一種
35歳以下 月給

05030- 4434801

05030- 4433701

(1)8時00分～17時00分

定年を上限 168,000円～
253,800円

キャリア形成正社員 149,400円～
149,400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。

三級自動車整備士
不問 月給

普通自動車免許一種
秋田県大館市根下戸新町１９－７１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問

三級自動車整備士
月給

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許一種
59歳以下

(1)9時15分～18時05分

雇用・労災・
健康・厚生

車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者
不問 日給

普通自動車免許一種

05030- 4430901

(1)8時00分～17時00分

正社員 186,400円～
221,350円

不問

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

有限会社　北秋カッター興業 技術員 ◆現場作業
アスファルト、コンクリート等の切断及び穿孔
工事作業
◎取引先との打ち合わせ等の営業もあります
◎現場は主に大館市及び北秋地域
※試用期間；３ヶ月　　　　　　　　　　　　
（その間、日給月給制、通勤手当のみ支給）

2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

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市二井田字小石台１４－６ 雇用期間の定めなし

05030- 4399501

株式会社秋田中央機工　大館営業所 ヤード管理スタッフ ◆足場資材の整理整頓
○資材置き場における整理整頓
○その他付随する業務

1人
秋田県大館市二井田字小石台１４－６ 雇用期間の定めなし

正社員以外

30

ささき塗装 塗装作業員 ◆現場において、建築塗装・鉄骨塗装作業に従
事していただきます
・現場は、主に大館市内
・現場へは、社有車（ＭＴ車）で移動します
※現場作業及び高所作業につき体力を要するた
め、それに対応できる方を求めます
※未経験の方も歓迎します

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災 普通自動車免許一種
不問 日給

秋田県大館市字八幡沢岱８－６ 雇用期間の定めなし

不問正社員 161,000円～
230,000円

05030- 4283201就業場所 秋田県大館市

29

わたなべ歯科医院 歯科助手 ◆歯科助手としての業務および受付業務
◆診療報酬請求事務などの業務
◎試用期間；３～６ヶ月間あります
（その間、日給月給制となります。基本給額は
同額ですが、通勤手当以外の手当等の支給はあ
りません）

1人

(1)8時45分～18時45分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

(2)8時45分～13時15分
秋田県大館市豊町９－３２ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 135,000円～
150,000円

05030- 4273701就業場所 秋田県大館市

28

ＣＯＣＯＨＡＩＲ 美容師 ◆当店において、美容師業務全般に従事してい
ただきます
◎お客様のカット、パーマ、セット、ブロー、
カラーリング等
☆当店は、まつげエクステも行っております
☆歩合もありますので、遣り甲斐を感じる仕事
です！！　　
☆希望する場合は店長候補としての採用も可能

1人

(1)9時00分～18時00分 雇用・労災 美容師
不問 月給

秋田県大館市御成町２丁目１９－２６ 雇用期間の定めなし

不問正社員 160,000円～
160,000円

05030- 4272401就業場所 秋田県大館市

27

東北ビル管財　株式会社 営業係 ◆下記営業品目の営業業務に従事して頂きます
・営業の範囲は、主に大館地区です
・営業車を使用して、お客様へ訪問します
・パソコンを使用しての見積り作成あり
※営業ノルマは有りません
※営業経験は問いません
【営業品目】＊産業廃棄物、一般廃棄物の収
集・運搬・処分・建物解体

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

パソコンワープロ可
59歳以下 日給

普通自動車免許ＡＴ
秋田県大館市片山字中通６－２ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 171,400円～
211,600円

05030- 4245301就業場所 秋田県大館市

(1)8時00分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許
64歳以下 月給

秋田県大館市柄沢字丸山下１７７ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 145,000円～
240,000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

◆トラック運転手として下記の業務に従事して
いただきます
・主に、重機、建設資材の輸送
・大館近郊より県内、東北地区の運行
※業務により就業時間の変動があります
※試用期間：３ヶ月（その間、時給制＠８００
円）

1人

05030- 4435201

15

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」において、利用
者様に対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
◎入居：定員１８名

1人

(1)7時30分～16時15分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員

14

株式会社　八森運輸大館営業所 大型トラックの中・短
距離運転手

184,500円～
200,500円

05030- 4436501

61歳以下 月給
(2)9時30分～18時15分

秋田県大館市字桜町３５ 雇用期間の定めなし
(3)13時15分～22時00分

定年を上限

就業場所 秋田県大館市

社会福祉士
35歳以下 月給

その他の福祉・介護関係資格

精神保健福祉士

キャリア形成 154,700円～
200,000円

(1)8時30分～17時30分

普通自動車免許ＡＴ

05030- 4358301

雇用・労災・
健康・厚生

17

ニプロファーマ株式会社　大館工場 製造技能職（正社員） ◆医薬品の製造及び製品の検査（原則として交
替勤務です）
◎生産設備のオペレーター
主に、生産設備の監視・部材供給・メンテナン
ス等を行い、製造工程に従事する
◎製品の検査
出来上がった製品に不具合がないかを目視によ
り確認し、製品数を集計する

5人

(1)9時00分～21時00分

16

社会福祉法人　大館市社会福祉協議会 地域福祉事業等事務局
職員

◆地域福祉事業等事務局職員として下記業務に
従事していただきます
◎ひきこもり相談
◎ボランティア活動の支援を行うボランティア
センター事業
◎配食サービス推進
◎地域の高齢者の閉じこもり予防事業
◎その他、地域福祉事業

1人
秋田県大館市池内字大出１３５　
大館市立上川沿公民館内（旧大館市交流セ
ンター）

雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市二井田字前田野５番７ 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 141,500円～
285,000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)21時00分～9時00分

05030- 4369101

18

20

19

21

パソコンワープロ可
不問 時給

株式会社秋田中央機工　大館営業所 仮設現場の営業兼作業
員

◎地元工務店、ハウスメーカー、建設、建築会
社への営業
◎現場での足場組み立て、解体
◎その他付随する業務
※社用車使用

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 157,000円～
320,000円

05030- 4396701

普通自動車免許一種
45歳以下 月給

不問 157,500円～
157,500円

(1)9時00分～17時30分

02030- 8530601

雇用・労災・
健康・厚生

23

株式会社　ＳＴＡＧＥＵＰ 組立機のマシンオペ
レーター（大館市）

◆基板実装機のマシンオペレーター
・基板実装機マシンオペレーター業務
・基板へ部品が実装されているかどうか目視検
査
・その他ライン作業の補助業務
＊日勤にて１，２週間の研修をし夜勤専属業務
となります。
《週払い制度あり！！》

1人

(1)8時10分～17時10分

22

株式会社　オールクリア 一般事務 電話応対、受発注、パソコン入力、見積書作
成、その他付随する業務
派遣期間：採用日～令和２年１１月３０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４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
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）

有期雇用派遣労働者

岩手県北上市鬼柳町都鳥１２１番地３ 雇用期間の定めなし
(3)20時00分～5時00分

法令の規定に
より年齢制限

がある
無期雇用派遣労働者 154,280円～

170,520円

雇用・労災・
健康・厚生18歳以上 時給

(2)17時20分～2時20分

03070- 4411101

24

（株）カワサキ 釦付け及び内職回り ◆当社において、下記の業務に従事していただ
きます
○主に、婦人服のブラウス、シャツの釦付け作
業（釦付けは機械を使用）
○その他、内職回り
市内２～４ヶ所程度（その際、社用車ＡＴ軽ワ
ゴン使用）
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）

1人

(1)8時15分～17時15分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 136,858円～
136,858円

05030- 4219501就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 時給

秋田県大館市釈迦内字下清水２７ 雇用期間の定めなし

定年を上限

パソコンワープロ可
59歳以下 月給

パソコン表計算可

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限 150,000円～
200,000円

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

26

有限会社　大都 事務 ◆当社において、下記の業務に従事していただ
きます
・文書、資料等の書類作成、伝票作成等（パソ
コン使用）
・電話、来客対応

1人

(1)8時00分～17時00分

25

古家燃料　株式会社 経理事務 ◎経理事務作業
◎伝票仕訳等
◎書類整理・作成等
◎電話・来客応対
◎その他付随業務
※諸資格取得のための試験を奨励しております
補助金制度もあり努力次第では資格手当がアッ
プします

1人
秋田県大館市御成町１丁目１８－１ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市片山町３丁目１－４７ 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- 4220601

普通自動車免許一種

定年を上限正社員 140,400円～
162,000円

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

05030- 4226201

キャリア形成

普通自動車免許一種
不問 時給

不問 127,600円～
135,575円

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

秋田県大館市字八幡１ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 161,500円～
185,500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

幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）
59歳以下 月給

保育士

05030- 4403501

学校法人福原学園　大館八幡こども園 保育教諭 ◆乳幼児の心身の発達に即した保育を行います
＊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
＊令和３年４月１日からの採用となります
＊試用期間：１２ヶ月間（その間、賃金等同条
件）
＊小さいお子様への配慮の為、園敷地内は禁煙

2人

就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許一種
35歳以下 月給

秋田県大館市下代野笹森１２－１１ 雇用期間の定めなし

キャリア形成正社員 220,000円～
220,000円

05030- 4410201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。

※ 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】

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

不問 172,400円～
172,400円就業場所 秋田県大館市

43

株式会社　タクト 調理員補助業務（大館
市立総合病院）

◆大館市立総合病院において、配膳業務に従事
していただきます
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）
※交替勤務できない方や短時間勤務（パート）
１日３時間以上希望の方相談に応じます
※６０歳以上の方も応募歓迎します
○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

3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

又は5時30分～19時45分の
間の7時間以上05030- 4169401

不問 時給

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

就業場所 秋田県大館市

42

株式会社　タクト 調理員（秋北食堂） ◆『秋北食堂』において、調理業務に従事して
いただきます
◎注文メニューの調理、盛り付け、調理に係る
各種下ごしらえ、後片付け等
＊１年毎の契約更新となります
＊試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）
※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)7時30分～16時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外 138,000円～
155,250円

05030- 4167901

定年を上限正社員 200,000円～
220,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 月給

(2)8時45分～17時45分

05030- 4166601

41

大館ケアサポート企業組合　ショートステ
イさくら

介護職員 ◆入居者３０名の食事・入浴・排泄等の介護業
務全般に従事していただきます
・市内の送迎業務も有ります
＊試用期間：６ヶ月（その間、賃金等同条件）
＊採用日については、随時相談に応じます
＊資格取得費用については会社で全額負担致し
ます

2人

(1)7時00分～16時00分

40

有限会社　大館ファーム たまごパッキング工場
の管理者

◎たまごの選別を自動で行う機械（ライン）の
中で工程途中の検査・点検
◎選別後の製品（パックたまごなど）の検査、
選別、箱詰めとそれに関する作業
◎機械の保守、修繕
◎工場業務に関わる事務（起票・電話対応な
ど）

1人
秋田県大館市釈迦内字稲荷山下２６３ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市根下戸新町５－１５－２０ 雇用期間の定めなし
(3)9時45分～18時45分

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

05030- 4163501

雇用・労災・
健康・厚生

パソコン表計算可
40歳以下 日給

普通自動車免許ＡＴ

キャリア形成 172,420円～
279,600円

(1)8時00分～17時00分

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

就業場所 秋田県大館市

39

株式会社　オールクリア 試薬製造及び検査業務 試薬品に使われるプラスチック容器の目視検査
作業及び、梱包・仕分け等その他付随する業
務。
＊クリーンルーム内での作業になりますので、
ゴム手袋を着用します。
※※※急募！！！※※※
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カ月更新となり

2人

(1)8時15分～17時15分 雇用・労災・
健康・厚生

有期雇用派遣労働者 172,480円～
188,160円

02030- 8479401

法令の規定に
より年齢制限

がある
有期雇用派遣労働者 188,160円～

203,840円

雇用・労災・
健康・厚生18歳以上 時給

(2)0時00分～9時00分

02030- 8476601就業場所 秋田県大館市

02030- 8440001

38

株式会社　オールクリア 試薬製造及び自動機オ
ペレーター（大館市）

プラスチック製品のカートリッジを外観検査
し、自動機に設置されたトレーに並べ、完成品
の液量、ラベルの位置ずれ等外観検査作業。そ
の他付随する業務。
＊クリーンルーム内での作業になりますのでゴ
ム手袋を着用します。
※※※急募！！！※※※


3人

(1)16時00分～1時00分

37

株式会社　オールクリア 食品製造（大館市） 炊き上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・パック詰め作
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ヶ月更新になり
ます
（※令和３年１月１５日までの短期のお仕事で
す。）

1人
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）

有期雇用派遣労働者

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）

就業場所 秋田県大館市

不問 時給

不問 168,000円～
168,000円

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

その他の設備・内装工事関係資格
不問 月給

普通自動車免許一種
秋田県大館市片山字浮島９３－１ 雇用期間の定めなし

不問

就業場所 秋田県大館市

36

株式会社　いとだ設備サービス 一般設備工事士 ◆屋内や屋外にて、給排水設備工事及び空調設
備工事等の業務に従事します。
＊現場は、主に大館市内及び県北地区
＊現場へは、社用車にて移動となります
＊２種電気工事士あれば尚可

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 150,000円～
200,000円

05030- 4347201

不問正社員以外 145,000円～
152,000円

雇用・労災・
健康・厚生

医療事務管理士（医科・歯科）
不問 月給

(2)8時30分～12時30分

05030- 4346801

35

東北ビル管財　株式会社 医療事務（森田泌尿器
科）

◆医療事務全般に従事していただきます
・受付業務
・会計入力
・収納
・レセプト確認等
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）
○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～18時00分

34

株式会社ファッションマインド ミシンオペレーター及
び検品

◆婦人服の製造において、下記業務に従事して
いただきます
◎ミシンによる縫製・アイロン（芯貼りなど）
作業
◎検品・検針作業　　
＊取り扱い製品は、ジャケット、コート、ワン
ピース、ブラウス、スカート、パンツ等です


1人
秋田県大館市柄沢字狐台５４－４１ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市片山字中通６－２ 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

05030- 4319901

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

不問 138,260円～
138,260円

(1)8時30分～17時00分

２級土木施工管理技士
不問 月給

(2)8時00分～16時30分 普通自動車免許一種
秋田県大館市花岡町字根井下１２１ 雇用期間の定めなし

不問

就業場所 秋田県大館市

33

有限会社　佐藤財組 土木技術者 ◆土木工事における、現場管理人・主任技術者
の業務に従事
主に丁張り設置、測量、現場写真撮影
（写真管理、出来形管理、品質管理、書類作成
は出来なくてもかまいません）
※試用期間；１ヶ月間有り（その間；日給制で
１万円～経験・能力・資格等考慮して決定しま
す）

2人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員

32

240,000円～
300,000円

05030- 4317301

(1)9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

貸金業務取扱主任者
不問 月給

普通自動車免許ＡＴ

05030- 4294301

株式会社　ＩＳモーゲージ 営業 ◆住宅ローンの営業及び管理、店舗責任者とし
て業務に従事していただきます
・ハウスメーカーのルート訪問となります
・主に、県北地区（自家用車を使用、借上車両
手当、ガソリン手当支給）
＊令和２年４月～盛岡オフィス開所

1人
秋田県大館市御成町１－１８－６ 雇用期間の定めなし

不問正社員 340,000円～
440,000円

05030- 4302101

31

株式会社　プラスチックホンダ 成型工 ◆主にプラスチックの原料を加工し形にして製
品を作る作業に従事します
・プラスチック製品の成型
・製品検査後の箱詰め作業もあります
＊試用期間：３ヶ月間（その間、時給制となり
ます）
就業時間（１）（２）の場合：＠９００円
就業時間（３）の場合：＠１，２００円

1人

(1)7時00分～15時00分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
18歳～40歳 月給

(2)15時00分～23時00分
秋田県大館市二井田字羽貫谷地１－１３ 雇用期間の定めなし

(3)23時00分～7時00分

キャリア形成正社員 200,000円～
200,000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

一般；週刊求人情報№② 

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


定年を上限正社員 123,000円～
123,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 その他

06060- 2152001

50

協同薬品工業　株式会社 家庭薬配置員【秋田営
業所】（一般配置員）

＊試用期間基本給１５万３千円～２０万３千円
＊試用期間終了後、期間中の業績により下記の
賃金となります（モデルケース）
・８０万売上の場合
基礎給１２３，０００円＋歩合給１１２，００
０円※詳細は面接時に説明
＊担当ブロックの顧客を定期巡回、配置薬（置
き薬）の使用分の集金と補充の業務

1人

(1)9時00分～17時00分

49

有限会社　丸石電設 一般電気工事作業員・
土木工事作業員

東北電力ネットワーク（株）
◎送電線（鉄塔）の建設工事及び、保守・点
検・巡視等の業務
◎配電線路（電柱）の建設
◎一般住宅の電柱建込み作業
◎小規模一般土木工事等
◎パソコンを使用しての書類作成業務


2人
秋田県大館市櫃崎字淀市８７ 雇用期間の定めなし

正社員

山形県長井市本町２丁目１０番６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

05030- 4202301

普通自動車免許ＡＴ
50歳以下 月給

パソコンワープロ可

キャリア形成 160,000円～
210,000円

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許
64歳以下 月給

移動式クレーン運転士
秋田県大館市櫃崎字淀市８７ 雇用期間の定めなし

玉掛技能者

定年を上限 パソコンワープロ可

就業場所 秋田県大館市

48

有限会社　丸石電設 一般電気工事作業員・
土木工事作業員

東北電力ネットワーク（株）
◎送電線（鉄塔）の建設工事及び、保守・点
検・巡視等の業務
◎配電線路（電柱）の建設
◎一般住宅の電柱建込み作業
◎小規模一般土木工事等
◎パソコンを使用しての書類作成業務


2人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 240,000円～
280,000円

05030- 4201001

第二種電気主任技術者

定年を上限正社員 250,000円～
300,000円

雇用・労災・
健康・厚生

２級土木施工管理技士
64歳以下 月給

第一種電気主任技術者

05030- 4200501

普通自動車免許ＡＴ

パソコンワープロ可

47

有限会社　丸石電設 一般電気工事作業員・
土木工事作業員

東北電力ネットワーク（株）
◎送電線（鉄塔）の建設工事及び、保守・点
検・巡視等の業務
◎配電線路（電柱）の建設
◎一般住宅の電柱建込み作業
◎小規模一般土木工事等
◎パソコンを使用しての書類作成業務


2人

(1)8時00分～17時00分

46

有限会社　大瀧運輸 貨物自動車運転手【中
型】

◆中型トラック（４ｔ）にて、鋼材・建材等の
近距離輸送業務に従事します
◎手作業による荷物の積卸作業があります
※移動式クレーン又は玉掛け資格がある方は優
遇します

1人
秋田県大館市道目木字中谷地４７－２ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市櫃崎字淀市８７ 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- 4197001

中型自動車免許
不問 月給

不問 190,000円～
190,000円

(1)8時00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

秋田県大館市中道１－４－１ 雇用期間の定めなし

定年を上限
厚生

就業場所 秋田県大館市

45

有限会社　山田政一商店 配管スタッフ【配管
工：正社員】

◆配管スタッフとして下記の業務に従事してい
ただきます
・住宅、店舗等の新築及び改築の配管作業
・上下水道の配管作業、それに伴う機器交換
・冷暖房工事、融雪工事
※現場は大館市内を中心に鹿角・北秋田市・能
代市方面（移動の際は、社有車（５ＭＴ車）を
使用）

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員 156,000円～
260,000円

05030- 4196501

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 月給

05030- 4173301

賃金 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

44

株式会社　ダスキン北秋 総合職（能代地区担
当）

・一般家庭、事業所へのマット、モップ類の交
換業務
・商品の集配、回収業務
・定期顧客及び契約顧客への清掃業務 1人

(1)8時30分～17時30分

№ 求人者名・所在地・就業場所 職種 仕事の内容 採用
人数

年齢

秋田県大館市字大田面３７６－２ 雇用期間の定めなし

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


