
　　 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

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

雇用・公災 パソコンワープロ可
不問 時給

05030- 4967801

(1)9時30分～16時00分

(2)10時00分～16時30分

パート労働者 900円～900
円

不問

パソコンワープロ可
不問 時給

秋田県大館市赤館町２－１６ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

時給
労災

不問
(1)8時30分～13時30分

(2)12時30分～17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。

労災
不問 時給

03040- 4725901

05030- 4973401
又は8時30分～17時30分
の間の5時間程度

(1)8時45分～13時00分

不問 818円～
1,000円

不問パート労働者 800円～800
円

13

株式会社コメリ　東北ストアサポートセ
ンター

品出しアルバイト（パ
ワー大舘店）

◎商品の品出し、陳列、補充
◎職場環境の整備（簡単な清掃等）
※お客様からの質問にお答えしたり、商品の
売り場をご案内することもあります。
◆アルバイトとしての募集です

2人

12

有限会社　まりＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 介護員（無資格者） ◆定員８名の認知症対応型通所介護施設にお
いて、介護員として下記の業務に従事します
◎利用者の入浴、排泄、食事の介助及び介護
業務
上記に伴う、清掃等の施設内業務全般
※明るく思いやりがある対応ができる方、認
知症を理解し、一人一人を大切に介護出来る

1人
秋田県大館市泉町８－３０ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

岩手県花巻市空港南１丁目１番地 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

大館税務署 受付事務補助・一般事
務補助・データ入力事

◆受付事務補助、一般事務補助、パソコンに
よるデータ入力事務補助に従事していただき
ます
＊雇用期間：令和３年１月７日～令和３年３
月３１日（更新はありません）
◎就業時間：（１）９：００～１５：３０
（休憩６０分）

2人

雇用・公災

パート労働者 900円～900
円

05030- 4968201

(1)9時00分～15時30分

(2)10時00分～16時30分

10

大館税務署 一般事務補助・データ
入力事務補助（１／７

◆一般事務補助、パソコンによるデータ入力
に従事していただきます
＊雇用期間：令和３年１月７日～令和３年３
月３１日（更新はありません）
◎就業時間：（１）９：３０～１６：００
（休憩６０分）
（２）１０：００～１６：３０（休憩６０

4人

9

大館税務署 一般事務補助・データ
入力事務補助（２／１

◆一般事務補助、パソコンによるデータ入力
に従事していただきます
＊雇用期間：令和３年２月１０日～令和３年
３月３１日（更新はありません）
◎就業時間：９：３０～１６：００（休憩６
０分）
＊パソコン操作（ワード）できる方

7人
秋田県大館市赤館町２－１６ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

パート労働者

秋田県大館市赤館町２－１６ 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

不問 900円～900
円

(1)9時30分～16時00分

05030- 4966701

雇用・公災

パソコンワープロ可
不問 時給

秋田県大館市赤館町２－１６ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

パソコンワープロ可
不問 時給

就業場所 秋田県大館市

8

大館税務署 パソコン・スマホ操作
補助（１／２７～３／

◆パソコン及びスマホ操作補助に従事してい
ただきます
＊雇用期間：令和３年１月２７日～令和３年
３月１５日（更新はありません）
◎就業時間：（１）９：１５～１３：１５
（休憩なし）
（２）１３：００～１７：００（休憩なし）

10人

雇用・公災

パート労働者 900円～900
円

05030- 4965401

(1)9時15分～13時15分

(2)13時00分～17時00分

(1)9時15分～13時15分

不問パート労働者 900円～900
円

雇用・公災 パソコンワープロ可
不問 時給

05030- 4964101

(2)13時00分～17時00分

就業場所 秋田県大館市

7

大館税務署 パソコン・スマホ操作
補助・提出書類整理補

◆パソコン及びスマホ操作補助、提出書類整
理補助に従事していただきます
＊雇用期間：令和３年１月２７日～令和３年
３月３１日（更新はありません）
◎就業時間：（１）９：１５～１３時１５分
（休憩なし）
（２）１３：００～１７時００分（休憩な

4人

6

大館税務署 確定申告会場案内補
助・一般事務補助

◆確定申告会場案内補助、一般事務補助に従
事していただきます
＊雇用期間：令和３年２月１日～令和３年３
月１５日（更新はありません）
◎就業時間：（１）８：４５～１２：４５
（休憩なし）
（２）１２：４５～１６：４５（休憩なし）

2人
秋田県大館市赤館町２－１６ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

パート労働者

秋田県大館市赤館町２－１６ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問 時給

秋田県大館市御成町２－８－２０ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

パソコンワープロ可
不問 時給

(1)8時45分～12時45分 雇用・公災

(2)12時45分～16時45分

不問 900円～900
円

05030- 4961301

5

東洋建物管理（株）大館営業所 清掃員【大館市立城南
保育園】

◆大館市立城南保育園内の清掃業務に従事し
ていただきます
◎教室・廊下等、トイレ清掃もあります
＊週６日程度の勤務
＊試用期間３ヶ月間（その間、賃金等同条
件）
※雇用契約は、６ヶ月毎の契約更新となりま

1人

雇用・労災

パート労働者 792円～792
円

05030- 4959201

(1)13時00分～17時00分

(1)13時00分～17時00分

不問

不問

定年を上限パート労働者 800円～800
円

雇用・労災 パソコンワープロ可
59歳以下 時給

パソコン表計算可

05010-20024801

又は7時00分～16時00分
の間の8時間程度

雇用・労災

就業場所 秋田県大館市

05030- 4979301

時給

4

秋田水処理　株式会社 事務補助 ・電話対応（主にお客様からの注文受け）
・資材等の発送に関する事務（ＰＣにて専用
ソフトへの入力等）
・事務所内の清掃等
※新規事業所設立（令和３年４月）による求
人のため、採用日は令和３年３月中旬の予定
です

1人

3

株式会社フルキャスト　大館営業課 倉庫内仕分け ◆スーパーマーケット・酒屋の商品の倉庫内
仕分け業務及び付帯業務

1人
秋田県大館市字水門前７５－２　グリー
ンアイ長木川１Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

有期雇用派遣パート

秋田県秋田市新屋豊町１－２８ 雇用期間の定めなし

1,000円～
1,000円

2

社会福祉法人　大館感恩講 調理員（十二所保育
園）

◆保育園における給食調理業務に従事してい
ただきます
◎０歳～就学前までのお子さんを対象とした
給食調理・おやつ作り
（全体の園児数約５０名分の給食を２名で調
理業務を行います）
※雇用期間：令和３年４月１日～令和４年３

1人

雇用・労災

パート労働者

1

株式会社　東武 法務局証明書発行窓口
業務　　【大館】

850円～850
円

05030- 4978001

宮城県仙台市青葉区立町１－２　広瀬通
東武ビル　８階

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(1)8時30分～15時00分

法務局内登記事項証明書等の発行業務
・窓口受付、証明書作成、交付
・電話応対、印紙販売

1人

04010-56351401

雇用・労災

不問 時給

秋田県大館市字裏町１５ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

（11月13日11月20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27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

～11月19日受付分）パート；週刊求人情報 

就業場所 秋田県大館市

不問パート労働者 792円～792
円

不問 時給
(1)9時30分～15時30分

(2)12時15分～17時15分

(3)9時00分～15時00分

就業場所 秋田県大館市

調理師

栄養士

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


秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

時給

05030- 4949701

不問

不問 時給
(2)14時00分～19時00分

不問 820円～850円

(1)8時00分～14時00分 雇用・労災・
財形

18

19

大館市青果魚類卸売　株式会社 トラック運転手（週２
日）

◆取引先への青果、水産物等の荷物の積み下ろ
し、配達業務に従事していただきます
◎２ｔトラック（ＭＴ車）使用
◎取引先への配達
＊試用期間２週間あります（その間、賃金等同
条件）
＊経験者優遇

1人

(1)7時00分～15時00分 労災

パート労働者 900円～900円

05030- 4943001

秋田県大館市釈迦内字街道上１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

05031- 2048101

株式会社シーガルジャパン 受付係【大館有浦店】
★令和３年３月ＯＰＥ
Ｎ予定★

◆クリーニング品の受付及び引渡業務全般
＊お客様からお持込みいただいたクリーニング
品を種類・汚れ・ほつれ等を点検してお預かり
し、仕上がった商品をお渡ししていただきます
＊ＰＯＳレジ（タッチパネルを使用して受付す
るパソコンレジ）の操作があります。
＊３人体制によるシフト勤務を予定していま
す。

3人
秋田県北秋田市綴子字大堤６２－１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

就業場所

普通自動車免許一種
不問

不問パート労働者 940円～940円

労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

05030- 4950501

17

株式会社　ファーマインド大館センター 食品包装等作業員【臨
時】

◆当社において下記の業務に従事していただき
ます
・食品の包装：ビニールによるラッピングおよ
びラベル貼り作業　　　　　　　　　　　　
＊雇用期間：令和２年１２月１４日～１２月２
２日まで
※学生アルバイト不可

4人

(1)9時00分～17時00分

16

十字屋きりたんぽ店 きりたんぽ製造補助 ◆手作りきりたんぽの製造補助作業に従事して
頂きます　
◎きりたんぽを焼く作業
◎その他製造補助
・出荷における箱詰め作業
・洗い物作業
・その他付随する作業


1人
秋田県大館市常盤木町１８－９ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
パート労働者

秋田県大館市二井田字前田野５－６４ 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

不問 800円～800円

(1)7時00分～11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
不問 時給

秋田県大館市字桂城８－３ 雇用期間の定めなし

不問

就業場所 秋田県大館市

15

株式会社　デラックスウエア 管理業務 ◆当社製造のメンズカジュアル衣料に関する企
画及び生産管理業務に従事していただきます
◎製品の納期に合わせた資材や備品の発注・管
理及び担当業者との調整など
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）

1人

(1)10時00分～16時00分 雇用・労災

パート労働者

14

大館市教育委員会 教育支援員（非常勤）

800円～900円

05030- 4947101

年齢 賃金 就業時間 加入保険等

(1)8時05分～14時45分 雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

必要な免許資格

秋田県大館市早口字上野４３－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問パート労働者 919円～919円

就業場所 秋田県大館市

◆教育支援員として下記業務に従事していただ
きます
◎教育的支援を必要とする児童への生活サポー
ト・介助
◎児童の学習への補助・見守り
◎学校行事での児童への補助
◎校外学習同行


1人

05030- 4954901


