
　　 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。

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

06010-20164301

(1)8時30分～17時30分

正社員 180,000円～
280,000円

定年を上限

パソコン表計算可
不問 時給

(3)21時00分～9時00分

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

パソコンワープロ可
月給

雇用・労災・
健康・厚生 普通自動車免許ＡＴ

18歳～45歳
(1)8時30分～17時30分

(2)9時00分～21時00分

【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59歳以下 月給

05030- 5333601

02030-10554701
又は0時00分～23時59分
の間の8時間程度

(1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～16時30分

キャリア形成 200,000円～
200,000円

定年を上限正社員 140,000円～
170,000円

13

ながはしデンタルクリニック 歯科助手及び受付 ◆当院にて歯科助手及び受付業務に従事して
いただきます
◎診療介助、治療準備、器具・器材管理、衛
生管理業務
◎受付業務
◎後片付け、清掃業務等
＊試用期間：２ヶ月
（その間、時給＠８００円、通勤手当のみ支

2人

12

ＵＴエイム株式会社　弘前キャリアセン
ター

注射剤キット製剤など
の製造

〇クリーンルーム内での医薬品各種製剤製造
の装置オペレーション・検査及び梱包作業。
・目視による医薬品（プレフィルドシリン
ジ）による外観及び異物混入等の検査工程、
ライン補助業務。
【派遣期間】３ヶ月毎更新
【雇用期間】定め無し

5人
青森県弘前市大字城東中央５丁目４－２
５　グリーンアイ城東中央１階テナント
Ｃ

雇用期間の定めなし

無期雇用派遣労働者

秋田県大館市字大田面３９３－１ 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

11

株式会社　オールクリア 経理業務 経理帳票のチェック、入出金管理、与信管
理、月次・年次決算業務等、その他付随する
業務。
※！！！急募！！！
＊直接雇用前提での採用になります。
派遣期間：令和３年１月１２日～令和３年３
月３１日までですが、以降は２か月更新とな
ります。

1人

雇用・労災・
健康・厚生

有期雇用派遣労働者 188,160円～
219,520円

02030-10534901

(1)8時15分～17時15分

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市

10

株式会社　山形部品 自動車整備士・カー用
品の取付【大館市・正
社員】

＊エンジニアとしてスキャンツール各種、三
次元ボディ計測器、３Ｄホイールアライメン
トテスターなどを活用してエーミング作業、
メンテナンス、テクニカルサポートを行って
いただきます。
＊カー用品（カーオーディオ、ナビ、ＥＴＣ
など）の取付　
※応募の際は、ハローワークから『紹介状の

1人

9

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（日
勤）【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：２０２１年１月１６日～２０２
１年３月１５日
※上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派

3人
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）
有期雇用派遣労働者

山形県山形市流通センター３丁目９－３ 雇用期間の定めなし

就業場所

就業場所 秋田県大館市

不問 210,000円～
210,000円

(1)8時30分～17時30分

05040- 5304601

雇用・労災・
健康・厚生

不問 月給

秋田県大館市東台７丁目４－１０ 雇用期間の定めなし

不問

不問 時給

8

株式会社　スフィーダ　ショートステイ
まごころ

調理職員 ◆ショートステイ（定員３３名）において、
介護利用者などに対する食事の調理及び提供
業務に従事します　　　　　　
◎献立表に基づく食事の調理、盛付、食器洗
浄等、その他、食材の買出しの手伝いや職員
の食事提供等の業務もあります
◎３名体制での業務です

1人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員 161,000円～
174,000円

05030- 5356201

(1)6時00分～15時00分

(2)10時00分～19時00分

就業場所 秋田県大館市

(1)8時30分～17時00分

定年を上限正社員 166,000円～
166,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下 月給

05030- 5355801

7

医療法人　仁慈会　東台病院 洗濯業務 ◆入院患者さん約５０名程度の衣類の洗濯業
務に従事していただきます
＊１名での作業（看護助手の方が補助しま
す）
＊洗濯をする場所２ヶ所あり（廊下でつな
がっています）
※試用期間：３～６ヶ月（その間、賃金等同
条件）

1人

6

二井建設　有限会社 土木施工管理技士 ◆一般土木工事の建設現場作業において、施
工管理業務全般に従事していただきます
※試用期間：１ヶ月（その間、賃金等同条
件）
※１級又は２級土木施工管理技士資格をお持
ちで、実務経験のある方を希望します

1人
秋田県大館市花岡町字神山７７ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市柄沢字稲荷山下６９ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

18歳以上 日給

秋田県大館市下代野字天下道下４０－３
４

雇用期間の定めなし

法令の規定に
より年齢制限

がある

１級土木施工管理技士
不問 月給

２級土木施工管理技士

(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

不問 240,000円～
300,000円

05030- 5354701

5

株式会社　男塾　能代営業所　大館出張
所

警備員（交通誘導警備
員）

◇大館及び北秋田地区における道路、電気通
信、建築工事現場、各種イベント会場におけ
る交通誘導、雑踏警備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
＊現場での警備業務従事のみならず、希望す
る方は資質に応じて長期現場、イベントなど
においてプランニング、業務管理、販売管理

10人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員 159,840円～
216,000円

05030- 5350601

(1)8時00分～17時00分

(1)8時00分～17時00分

不問

不問

不問正社員 160,000円～
160,000円

雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許
不問 月給

05030- 5363801

05030- 5362701

中型自動車免許
月給

195,000円～
195,000円

(1)8時00分～17時00分

4

有限会社　大瀧運輸 貨物自動車運転手【大
型】

◆お客様から依頼を受けた品物を、大型ト
ラック（４～５ｔ半）で輸送する業務に従事
します
◎手作業による荷物の積み下ろし作業もあり
ます　　　　　　　　
◎輸送先は、主に北東北地区【秋田・青森・
岩手方面】
◎輸送先により、高速道の使用指示がありま

1人

3

有限会社　大瀧運輸 貨物自動車運転手【中
型：２ｔ車】

◆２ｔトラックにて、管材・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
※試用期間：３ヶ月（その間、日給制＠６，
３３６円）

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

秋田県大館市道目木字中谷地４７－２ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生

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

定年を上限

就業場所 秋田県大館市

一般；週刊求人情報 

2

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）

1人

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員

1

株式会社　弘前中央魚類 販売員（加工作業およ
び陳列）【大館店】

152,200円～
174,900円

05030- 5366001

青森県弘前市大字末広１丁目６－８ 雇用期間の定めなし

(1)8時30分～17時30分

○スーパーのバックヤードにおいて作業に従
事
・魚を切り身それに伴う加工作業
・ラッピング作業
・商品の陳列作業
・その他付随する作業
＊土・日・祝日勤務できる方歓迎
＊就業時間に関しては相談に応じます。

1人

02030-10673101

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

就業場所 秋田県大館市

（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）

定年を上限正社員 160,000円～
225,000円

普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 月給

(1)8時00分～17時00分

又は7時00分～18時00分
の間の8時間程度

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/


不問 日給

秋田県大館市字一心院南１ 雇用期間の定めなし

不問正社員 154,000円～
220,000円

05030- 5349501就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市釈迦内字街道上１０１－２
（就労継続支援事業所パッソアパッソ）

雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 150,000円～
150,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

05030- 5348201

株式会社　フィールライフ 職業指導員 ◆就労継続支援事業所において、職業指導員
として下記の業務に従事していただきます
・利用者の生活習慣（マナー等）の習得及び
コミュニケーション能力向上についての指
導、支援
・一般就労への移行についての指導、支援
・上記業務に伴う事務及び利用者募集活動、
送迎業務（社有車あり⇒主にワンボックスＡ

1人

(1)8時00分～17時00分

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

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 135,000円～
170,000円

(1)8時45分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

定年を上限正社員 195,000円～
225,000円

雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケアマネージャー）
59歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ

05030- 5328401

26

株式会社　タクト 介護支援専門員 ◆「ふれあいの里ありうら」において、利用
者に対する介護支援専門員の業務全般に従事
していただきます
◎介護サービス計画（ケアプラン）の策定
◎介護に係る相談業務
☆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～17時30分

25

医療法人　光智会 介護職員【介護福祉士
／グループホームおお
だて】

◆当施設は、認知症対応型共同生活介護施設
であり（入居者１８名）家庭的な環境の中で
入居者の食事、入浴、トイレ等の生活全般を
サポートしていただく業務になります
※試用期間：２ヶ月（その間、賃金等同条
件）
※事情により、夜勤勤務ができない方は相談
に応じます。

1人
秋田県大館市片山町３－１４－１４ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

05030- 5327101

介護福祉士
64歳以下 月給

(2)8時30分～17時10分 普通自動車免許ＡＴ

(3)9時30分～18時10分

定年を上限 181,000円～
240,800円

(1)6時45分～15時25分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護職員初任者研修修了者
64歳以下 月給

(2)8時30分～17時10分 ホームヘルパー２級
秋田県大館市片山町３－１４－１４ 雇用期間の定めなし

(3)9時30分～18時10分 普通自動車免許ＡＴ

定年を上限

24

医療法人　光智会 介護職員【グループ
ホームおおだて】

◆当施設は、認知症対応型共同生活介護施設
であり（入居者１８名）家庭的な環境の中で
入居者の食事、入浴、トイレ等の生活全般を
サポートしていただく業務になります
※試用期間：２ヶ月（その間、賃金等同条
件）
※事情により、夜勤勤務ができない方は相談
に応じます。

1人

(1)6時45分～15時25分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員 173,500円～
223,800円

05030- 5326901就業場所 秋田県大館市

定年を上限正社員 180,000円～
240,000円

雇用・労災・
健康・厚生64歳以下 月給

(2)9時15分～16時15分

05030- 5325601

キャリア形成 340,000円～
409,000円

(1)8時30分～17時30分

05030- 5322501

雇用・労災・
健康・厚生

23

アクサ生命保険株式会社　大館営業所 商工会議所共済・福祉
制度推進スタッフ（大
館）

◆主に大館商工会議所が実施する共済・福祉
制度を通じた保険加入・脱退等の営業推進業
務
※営業経験のない方でも充実した研修制度で
安心して勤務できます
※小さいお子様がいる方も、子育てがひと段
落された方も、「仕事と家庭」を両立させて
います。勤務調整もしやすい環境なので、学

3人

(1)9時15分～17時00分

22

しろくまファーマシー株式会社　さとう
調剤薬局

薬剤師 ◆薬局の薬剤師業務に従事していただきます
◎調剤業務、渡薬業務、在庫管理、市販薬の
販売
◎無菌調剤室あり
※職場見学してから就職検討も可能です
※未経験の方でも歓迎します
※国家試験浪人生の方も事務職給＋αで相談
に応じます

1人
秋田県大館市豊町２－１５ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市御成町２－８－１４　大館
商工会館内

雇用期間の定めなし

18

20

19

21

薬剤師
40歳以下 月給

(2)9時00分～13時00分

有限会社　奥羽測量設計事務所 測量助手 ■測量補助業務全般に従事します
＊スタッフ及びミラーポール立て等
＊杭打ち
＊伐採
＊会社又は集合場所に就業してから、社用車
を使用し作業場所へ移動します
＊現場は、県内及び他県（東北内）


1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外 184,000円～
207,000円

05030- 5345401

20歳以上 日給

不問正社員以外 124,000円～
124,000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- 5340001

17

東北電力株式会社　秋田県北営業所 一般事務補助（短期） ◆一般事務補助として、下記業務に従事して
いただきます
・ＯＡ機器での各種データ入力業務
・電話応対
・書類整理、保管
・各種帳票の発行
・その他、庶務業務


1人

(1)8時40分～17時20分

16

株式会社　アオキ秋田工場 裁断工【トライアル雇
用併用求人】

◆主に婦人服のパジャマ等製造に伴う下記業
務に従事していただきます
・原反等など重量物（１０～１５ｋ）の移動
有り　　　　
・コンピュータ（ＣＡＤ・ＣＡＭ）システム
を操作しての裁断業務
※試用期間：１～３ヶ月（その間、賃金等同
条件）（試用期間は能力等により期間の変動

1人
秋田県大館市比内町扇田字中島本道端３
６－５

雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市字長倉１２６番地 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

秋田県大館市字中町３８ 雇用期間の定めなし

キャリア形成

就業場所 秋田県大館市

59歳以下 時給
雇用・労災・
健康・厚生

定年を上限 137,808円～
137,808円

(1)8時10分～17時10分

05030- 5339201

必要な免許資格

又は7時00分～19時00分
の間の8時間

◆幼保一体型の認定こども園において教育・
保育業務全般に従事していただきます
◎０～５歳児の教育及び保育
・園児の安全に関する事項
・園児の保健衛生に関する事項等

2人

05030- 5336401

15

有限会社　栗久 曲げわっぱ製造 ◆当社において、曲げわっぱ製造業務に従事
していただきます
・曲げわっぱの組立
・接合（糊付け、糊のふき取り）
・仕上げ等（ペーパーがけ等）
＊最初は手作業から覚えていただきます
＊もの作りが好きで、意欲的に仕事に取り組
む方を希望します

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員

14

学校法人　富沢学園　扇田こども園 保育教諭（正職員）

135,500円～
135,500円

05030- 5337701

50歳以下 月給

№ 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

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
秋田県大館市比内町扇田字町尻１０８－
１

雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 140,000円～
207,000円就業場所 秋田県大館市

27

コナン販売　株式会社 ルートセールス／大館
店

【トライアル雇用併用求人】
既存の取引先へ定期的に訪問し、新商品や新
サービスの御案内、新料金プラン説明など
＊社有車使用
＊活動エリア：主に県北

1人

(1)9時30分～18時30分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
34歳以下 月給

茨城県つくば市東新井３２－６　コナン
東新井ビル２Ｆ

雇用期間の定めなし

キャリア形成正社員 199,150円～
235,550円

08040-21120401就業場所 秋田県大館市

28

コナン販売　株式会社 モバイルプランナー／
大館店

ドコモショップでの携帯電話等販売
＊ご来店いただいたお客様に対して窓口での
各種受付（新規契約、機種変更、故障及び商
品プラン等の説明）をし、販売業務に携わり
ます。また顧客管理や在庫管理のためＰＣ入
力作業有り

2人

(1)9時30分～18時30分 雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
34歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ
茨城県つくば市東新井３２－６　コナン
東新井ビル２Ｆ

雇用期間の定めなし

キャリア形成正社員 201,830円～
225,280円

08040-21123201
拠出

就業場所 秋田県大館市

29

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 損害保険事務員／大館
市

損害サービス部門
事故報告の受付から保険金の支払いまでを担
い、事故の迅速・円満な解決にむけたクオリ
ティの高いサービス提供を行います。 1人

(1)9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 月給

パソコン表計算可
東京都渋谷区恵比寿１－２８－１ 雇用期間の定めなし

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限正社員 181,000円～
181,000円

13070-73050901
厚生

就業場所 秋田県大館市

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

就業場所 秋田県大館市

就業場所

秋田県大館市池内字上野２３１ー２ 雇用期間の定めなし

05030- 5347801

医療法人　和成会 事務職員 ◆当院において事務業務に従事していただき
ます
・窓口受付、電話対応
・一般事務
・その他付帯業務
＊パソコン操作出来る方（ワード・エクセ
ル）

1人
秋田県大館市片山町３－１２－３０ 雇用期間の定めなし

正社員

就業場所 秋田県大館市

拠出
就業場所 秋田県大館市

佐々木興業 一般土木作業【トライ
アル雇用併用求人】

◎現場での土木作業に従事していただきます
◎現場は、主に県北地区となります
※現場までは、社有車にて移動します
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条
件）
※体力に自信のある方を希望します

2人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災


