
　　 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。

法令の規定に
より年齢制限

がある
パート労働者 1,000円～

1,000円

18歳以上 時給
(1)7時00分～8時50分

(2)16時50分～21時00分

（12月4日12月11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12月18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

～12月10日受付分）パート；週刊求人情報 

2

九嶋税務会計事務所 会計補助業務 ◎当会計事務所において、会計伝票のパソコン
入力作業に従事していただきます
※雇用期間：１年（条件付きで更新あり）

1人

労災

パート労働者

1

株式会社　男塾　能代営業所　大館出張所 施設警備員

900円～900円

05030- 5368601

秋田県大館市下代野字天下道下４０－３４ 雇用期間の定めなし

(1)9時00分～12時00分

◇施設への人や車両の出入管理及び施設内巡回
業務に従事していただきます
＊現場へは直行直帰となります
＊イベント等の際には、付随する警備業務があ
ります
＊制服２組貸与いたします

2人

05030- 5367301

労災

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市釈迦内字家後２９－１３ 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

就業場所 秋田県大館市

又は8時15分～17時15分の
間の5時間以上

雇用・労災

日商簿記３級
不問 時給

全商簿記２級

4

株式会社　タクト シーツ交換業務（大館
市餌釣地区）

◆各部屋のシーツ交換業務に従事していただき
ます
※就業時間１５：００～１７：００（１日２時
間）
※月１５日程度の勤務
※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

1人

3

比内時計工業　株式会社 軽作業【製品箱の組立
作業】

◆製品用の段ボール箱を組み立てる簡単な作業
に従事して頂きます
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）

2人
秋田県大館市比内町新館字野開６９－３ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
パート労働者

秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所 秋田県大館市

(1)15時00分～17時00分

不問

不問

不問パート労働者 792円～792円

労災
不問 時給

05030- 5371801

05030- 5370701

普通自動車免許ＡＴ
時給

792円～792円

5

株式会社　タクト 清掃業務（扇田病院） ◆院内の清掃業務に従事していただきます
◎トイレ、風呂清掃もあります
※週３～４日程度の勤務となります
※月稼働１２０時間程度 2人

雇用・労災

パート労働者 792円～792円

05030- 5372201

(1)7時30分～16時30分

(2)9時00分～16時30分

(3)7時30分～15時00分

普通自動車免許ＡＴ
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

不問 時給
(1)8時00分～15時00分 雇用・労災・

健康・厚生

不問 811円～811円

05030- 5373501

就業場所 秋田県大館市

7

アビリティーズジャスコ　株式会社 レジ、ＣＤ・書籍販売 レジ
品出し
商品荷受け
売場メンテナンス
他

1人

6

丸大堀内株式会社　大館支店 倉庫内の品出し ◆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
・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
◎初心者でも仕事をされている方が多数おりま
す
※別時間帯での募集も行っております

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

宮城県仙台市青葉区中央３丁目３－３　三
丸ビル７Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問パート労働者 830円～830円

雇用・労災
不問 時給

04010-59726401
又は10時00分～18時00分
の間の5時間程度

8

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、ひとりひとりを大切に介護出来る
方を歓迎します

1人

労災

パート労働者 818円～1,000
円

05030- 5353401

(1)8時30分～13時30分

(2)12時30分～17時30分

又は8時30分～17時30分の
間の5時間程度

不問 時給

秋田県大館市泉町８－３０ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師
不問 時給

准看護師

就業場所 秋田県大館市

不問 1,500円～
1,500円

(1)8時30分～12時30分

05030- 5334901

雇用・労災

10

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

9

たものき内科クリニック 看護師 ◆当クリニックにおいて、看護業務に従事して
いただきます
◎就業時間：８：３０～１２：３０（１日４時
間勤務）
◎週５日勤務（火～土曜日）
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）

1人
秋田県大館市常盤木町２１－８ 雇用期間の定めなし

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

11

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（農産物の加工販売・屋内外の作業
指導）
＊カフェふもとの運営等

2人

雇用・労災

パート労働者 850円～850円

05030- 5338801

(1)7時30分～11時30分

(2)11時30分～15時30分

13

有限会社　菅原餅店 餅製造補助及び配達準
備【短期アルバイト】

◆お餅の製造作業補助や配達準備作業に従事し
ていただきます
※雇用期間：令和２年１２月２９～１２月３１
日（３日間）
※就業時間：午前２時～６時（休憩無し）
※製造補助：２名
◎配達準備：２名、合計４名の募集
　　　　　　

4人

12

有限会社　菅原餅店 餅製造作業助手及び袋
詰め【短期アルバイ
ト】

◆お餅の製造作業補助や袋詰め作業に従事して
いただきます
※雇用期間：令和２年１２月２８～１２月３１
日（４日間）
※就業時間：８時～１５時（休憩６０分）９名
募集
１３時～１８時（休憩無し）９名募集
◎高校生アルバイト可

18人
秋田県大館市有浦１－９－２４ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

パート労働者

秋田県大館市有浦１－９－２４ 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
18歳以上 時給

05030- 5342601

05030- 5341301

(1)2時00分～6時00分

不問 792円～792円

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

【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。

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

秋田県大館市比内町扇田字長岡４５番地 雇用期間の定めなし

不問

時給
労災

不問
(1)8時00分～15時00分

(2)13時00分～18時00分

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災
不問 時給

05030- 5335101

(1)8時00分～15時30分

パート労働者 820円～820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/


パソコンワープロ可
不問 時給

(2)16時00分～19時00分

必要な免許資格

秋田県大館市餌釣字前田１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問パート労働者 800円～1,000
円就業場所 秋田県大館市

◆販売に伴う店内作業全般業務に従事します
（レジ作業、商品陳列、商品整理、荷受、荷出
し、清掃、接客等）
・パソコンを使用した簡単な業務もあります
＊土・日・祝日も交替で勤務出来る方を希望し
ています

1人

05030- 5346701

雇用・労災・
健康・厚生

パート労働者

14

株式会社西松屋チェーン　アクロスプラザ
大館南店

販売及びレジ業務

800円～930円

05030- 5324301

年齢 賃金 就業時間 加入保険等

(1)15時00分～19時00分 労災

№ 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

秋田県大館市餌釣字大杉１１８ 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

15

株式会社ケアヴィレッジ　ショートステイ
おこう

介護職員 ●施設利用者様（定員；４０名）の介護業務全
般に従事していただきます
・着替え、食事、排せつ、入浴等の介助業務
・余暇活動のサポート業務
・送迎業務
・その他、付随する業務
※送迎業務（社用車使用）は主に大館市内が中
心となります

1人

(1)8時30分～17時30分

労災 看護師
不問 時給

准看護師

不問 1,170円～
1,170円

17

大館市立総合病院 事務補助（会計年度任
用職員）

◆当院、医療安全推進室において事務補助に従
事していただきます
＊雇用期間：令和３年４月１日～令和４年３月
３１日迄
（契約更新の可能性なし）

1人

(1)9時00分～17時00分

16

株式会社　タクト 看護職員【デイサービ
スセンターあったかサ
ロン】

◆「デイサービスセンターあったかサロン」に
おいて、下記の業務に従事していただきます
◎検温、血圧測定等の健康状態のチェック及び
健康相談
◎医師の指示による服薬指導及び薬の管理
◎定期巡回
◎その他、介護業務全般
※月１５日程度の勤務となります

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

秋田県大館市豊町３－１ 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

臨床検査技師
不問

不問パート労働者 6,239円～
6,239円

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

05030- 5330501

18

19

大館市立総合病院 血液検査補助（会計年
度任用職員）

◆当院、臨床検査科において血液検査補助業務
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
３１日迄
（契約更新の可能性あり→条件付きで更新あ
り）

1人

(1)8時30分～16時30分 雇用・労災・
健康・厚生

パート労働者 8,093円～
8,093円

05030- 5331001

秋田県大館市豊町３－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

05030- 5332301

大館市立総合病院 血液検査補助（会計年
度任用職員）

◆当院、臨床検査科において血液検査補助業務
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
３１日迄
（契約更新の可能性あり→条件付きで更新あ
り）

1人
秋田県大館市豊町３－１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

パート労働者

就業場所

不問

不問 日給

不問 6,239円～
6,239円

(1)8時30分～16時30分 雇用・労災・
健康・厚生

秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

日給

又は8時30分～17時30分
の間の3時間以上05030- 5329701


