
　　 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。

不問
パート労働者 1,200円～

1,200円就業場所

不問 時給
(1)8時30分～11時30分

（3月27日4月3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4月10日発行予定]

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

週刊求人情報；パート 
〒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　

～4月2日受付分）

ハローワークインターネットサービス

2

有限会社　ほのぼの　ショートステイ　ほ
のぼの

介護職員 ◆介護職員として下記の業務に従事して頂きま
す
・ショートステイにおいて、介護利用者（１ユ
ニット１０人）の食事、入浴、排泄、掃除等の
介護業務
※勤務日数は週３～５日程度、日数は相談に応
じます。


1人

労災

パート労働者

1

有限会社　ほのぼの　ショートステイ　ほ
のぼの

介護職員

1,000円～
1,000円就業場所 秋田県大館市

05030- 1537201

秋田県大館市根下戸新町１－１５ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市

◆介護職員として下記の業務に従事して頂きま
す
・ショートステイにおいて、介護利用者（１ユ
ニット１０人）の入浴介助業務
※勤務日数は週３～５日程度、日数は相談に応
じます
※６０歳以上の方も応募可能です

1人

05030- 1536801

労災

不問 時給

秋田県大館市根下戸新町１－１５ 雇用期間の定めなし

不問

又は7時00分～19時00分の
間の3時間以上

普通自動車免許ＡＴ

1,240円～
1,260円 又は8時00分～18時00分の

間の4時間程度

雇用・労災・
健康・厚生

4

社会福祉法人　大館圏域ふくし会 介助員（神山荘） ◆当法人施設『特別養護老人ホーム神山荘』に
おいて下記の業務に従事していただきます
・利用者入浴時の着脱衣の介助、利用者入浴後
（洗髪後）のドライヤーかけ
・施設内の清掃、おしぼり畳み
※雇用期間は、随時～令和３年３月３１日迄
（更新の可能性あり）

1人

3

社会福祉法人　大館圏域ふくし会 訪問介護員 ◆法人内施設いずれかにおいて、下記の業務に
従事していただきます
＊利用者の方の身体介護・生活援助・日常生活
のお世話をします
＊自宅より直行、直帰が主です
＊上記就業場所のいずれかの勤務となります
※雇用期間は、随時～令和３年３月３１日迄
　　　　　　　　　　（更新の可能性あり）

1人
秋田県大館市泉町９番１９号 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
パート労働者

就業場所

秋田県大館市泉町９番１９号 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

不問

不問
パート労働者 840円～858円

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

05030- 1548301
又は8時00分～17時00分の
間の7時間以上

秋田県大館市
05030- 1547001

介護職員初任者研修修了者
時給

介護福祉士

5

秋北バス　株式会社 販売員 ◎秋北バス案内所で、バス乗車券の販売・お客
様の問合せ等への対応に従事していただきま
す。

1人

雇用・労災・
健康・厚生

パート労働者 790円～790円
就業場所 秋田県大館市

05030- 1607401

(1)8時30分～18時00分 パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可
秋田県大館市御成町一丁目１１番２５号 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上） 普通自動車免許ＡＴ
不問

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

雇用・労災・
健康・厚生

不問
830円～830円

又は9時00分～18時00分の
間の5時間

秋田県大館市
05030- 1612901

7

ネムノキ 美容師 ◆当店において美容業全般（主にアシスタント
業務）に従事して頂きます
＊シャンプー・カット・カラー・パーマ等のア
シスタント業務、店内の清掃、レジ他付帯する
業務
※就業時間帯及び時間数、勤務日数は相談に応
じます

1人

6

株式会社　シースマイル ホームヘルパー ◆訪問介護事業所におけるホームヘルパーとし
てお客様のご自宅を訪問し、身の回りのお世話
をしていただきます
◎身体介護、食事介助、入浴介助等
◎生活援助、掃除、洗濯、調理、買い物等
※苦手な分野も丁寧にサポートいたしますの
で、面接時にご相談下さい


1人
秋田県大館市字観音堂５３９－１　カノン
２　１Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）
パート労働者

就業場所

秋田県大館市水門町２－９　グリーンオ
フィス１－Ａ

雇用期間の定めなし

(1)10時00分～16時00分

不問
パート労働者 850円～1,000

円就業場所 秋田県大館市

労災 美容師
不問 時給

05030- 1441501

8

ＤＫ代行 代行運転手 ◆お客様の車を運転し、ご自宅までお送りする
業務に従事していただきます
◎随伴車の運転
お客様を乗せた車に続いて運転し、お客様を目
的地までお送りした後客車の運転手を乗せ戻っ
てきます
※勤務時間：２０時～翌４時の間で５～６時間
で相談に応じます

2人

労災

パート労働者 790円～1,000
円就業場所 秋田県大館市

05030- 1450301
又は20時00分～4時00分の
間の5時間以上

普通自動車免許一種
18歳以上 時給

秋田県大館市川口字洞バミ４５－１１５ 雇用期間の定めなし

法令の規定に
より年齢制限

がある

普通自動車第二種免許
20歳以上 時給

法令の規定に
より年齢制限

がある

800円～1,050
円 又は20時00分～4時00分の

間の5時間以上
秋田県大館市

05030- 1451601

労災

10

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）
＊慣れるまでは、助手として作業して頂きます
＊施設内の清掃等もあります
※学校が春・夏・冬休みの期間は、調理はあり
ませんが施設内での　食器洗浄等があります

2人

9

ＤＫ代行 代行運転手 ◆お客様の車を運転し、ご自宅までお送りする
業務に従事していただきます
◎勤務時間：２０時～翌４時の間で５～６時間
で相談に応じます
◎就業日数：週１日から相談に応じます

2人
秋田県大館市川口字洞バミ４５－１１５ 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

11

東北ビル管財　株式会社 給食調理及び配送業務
【成章学校給食セン
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
＊トラック配送は、２ｔ箱型車を使用し配送補
助として作業して頂きます
※月１５日程度の勤務となります

1人

雇用・労災

パート労働者 820円～820円
就業場所 秋田県大館市

05030- 1419301

(1)8時00分～16時30分

13

株式会社　タクト 給食調理（西地区学校
給食センター）

◆『西地区学校給食センター』にて、学校給食
の調理および配送業務に従事していただきます
＊９名程度で５３０食程を調理
＊配送業務（運転あり）
＊洗い場、清掃、その他付随作業
※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

1人

12

有限会社　島田屋 キッチン内作業（皿洗
い等）

◆定食中心の店舗にて下記の業務に従事してい
ただきます
◎洗い場での皿洗い（食洗機使用）
◎キャベツきざみ（簡単な道具使用：包丁使用
なし）
◎就業前のキッチン内清掃
（フライヤーの清掃も含む為、多少力が必要と
なります））

1人
秋田県大館市有浦２－１－７０ 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

秋田県大館市

雇用・労災 普通自動車免許一種
不問 時給

05030- 1426001

05030- 1420101

(1)8時00分～14時30分

不問
800円～830円

不問
パート労働者 800円～850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
労災

不問
(1)18時30分～22時00分

(2)18時00分～22時00分

雇用・労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

05030- 1418001

(1)8時00分～15時30分

パート労働者 820円～820円
不問

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


28

株式会社　あきた六次会 食肉・食肉加工製造員 ◆当社において、製造員として下記の業務に従
事していただきます
＊食肉（鶏肉）のカット、スライス
＊食肉加工製造
※１日４～６時間、週４～６日程度の勤務とな
ります（勤務時間や週の勤務日数は相談に応じ
ます）

1人

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

秋田県大館市釈迦内字家下９－８ 雇用期間の定めなし

不問
パート労働者 900円～1,000

円就業場所 秋田県大館市 又は8時30分～19時00分
の間の4時間以上05030- 1402601

27

株式会社　栄進工業 建設事務 ◆下記の事務作業に従事していただきます
◎原価管理
◎日報管理
◎安全書類管理
◎各種手続き
※パソコン（ワード・エクセル）操作あり
※自家用車を使用しての銀行等への外出業務も
あります

1人

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
秋田県大館市川口字大人沢１５７－３ 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 790円～900円
就業場所 秋田県大館市 又は8時00分～17時00分

の間の5時間以上05030- 1388301

(1)7時00分～12時00分 雇用・労災
不問 時給

秋田県大館市餌釣字前田２００ 雇用期間の定めなし

不問
パート労働者 800円～800円

№ 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

就業場所 秋田県大館市

◆農産部門において、店内作業員として下記の
業務に従事していただきます
・商品品出し、発注、値引等
＊接客が伴う場合もありますので『明るい接
客』に対応できる方希望
＊試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）
＊長期間勤めることができる方を希望します


1人

05030- 1431801

15

株式会社ツルハホールディングス　ツルハ
ドラッグ大館北店

品出し ◎２～４名体制にて、品出し業務全般を行って
いただきます
※雇用は、３ヶ月毎の自動更新
（６０歳以上の方は１ヶ月毎の自動更新）
☆未経験の方や６０歳以上の方の応募も歓迎致
します

1人

(1)8時00分～12時00分 労災

パート労働者

14

イオン東北（株）ザ・ビッグ大館南店 農産部門（５ｈ）

792円～850円
就業場所 秋田県大館市

05030- 1432201

不問 時給
(2)9時00分～13時00分

秋田県大館市釈迦内字稲荷山下２５７ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 不問

20歳以上 時給

法令の規定に
より年齢制限

がある

1,500円～
1,500円

(1)20時00分～0時00分

秋田県大館市
05030- 1403901

17

株式会社　伊徳　いとく比内店 青果部門（６時間） ◆青果部門において、野菜及び果物のカット・
パック詰め、商品陳列、接客等の業務に従事し
ていただきます。
＊接客を伴う場合もありますので『明るい接
客』に対応できる方を希望します
＊１日６時間、週５日程度の勤務となります
☆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

(1)8時00分～15時00分

16

スナック　レオ 接客サービス ◆お客様への接客サービス業務に従事して頂き
ます
・お客様との会話、お客様の飲み物作り等も含
みます
◎金・土曜日の週２日の勤務です
※未経験の方でも歓迎します

1人
秋田県大館市常盤木町４－２３ 雇用期間の定めなし

パート労働者
就業場所

秋田県大館市比内町扇田字中扇田４１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

労災

不問
パート労働者 800円～800円

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

05030- 1404101

18

20

19

21

不問 時給

株式会社　伊徳　いとく比内店 青果部門（４時間；ア
ルバイト）

◆青果部門において、野菜及び果物のカット・
パック詰め、商品陳列、接客等の業務に従事し
ていただきます。
＊接客を伴う場合もありますので『明るい接
客』に対応できる方を希望します
＊１日４時間、週５日程度（週２０時間未満）
の勤務となります


1人

(1)13時00分～17時00分 労災

パート労働者 800円～800円
就業場所 秋田県大館市

05030- 1405401

不問

不問
800円～800円

秋田県大館市 又は8時00分～15時00分
の間の5時間05030- 1414701

雇用・労災・
健康・厚生

23

社会福祉法人　大館市社会福祉協議会 調理員 ◆通所介護事業（デイサービスセンター）で利
用者の昼食の調理業務に従事して頂きます
＊１日の利用者数は２２人程度
＊１日、２名体制で２２食程度調理して頂きま
す
※雇用期間は、令和２年４月１日～令和３年年
３月３１日迄（更新の可能性あり）
　

1人

22

イオン東北（株）ザ・ビッグ大館南店 日配部門（５ｈ） ◆日配部門において、店内作業員として下記の
業務に従事していただきます
・商品品出し、発注、値引等
＊接客が伴う場合もありますので『明るい接
客』に対応できる方希望
＊試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）
＊長期間勤めることができる方を希望します


2人
秋田県大館市餌釣字前田２００ 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）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 不問
パート労働者 880円～910円

就業場所 秋田県大館市 又は8時30分～17時30分
の間の6時間程度

雇用・労災 調理師
不問 時給

栄養士

05030- 1415801

24

バンドーウエルフェアグループ株式会社介
護サービス事業部

送迎ドライバー（大館
市）

当法人運営の施設入居者様の送迎業務に従事し
ていただきます。
主に、医療機関受診の往復や入居の際のお迎え
などです。
送迎車は、リフト付きワゴン車を運転する事も
あります。
介護職員等が添乗しますので、ドライバーは安
心安全な運転に

1人

雇用・労災・
健康・厚生

パート労働者 950円～950円
就業場所 秋田県大館市 又は8時00分～16時00分

の間の6時間程度02030- 2926501

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

青森県弘前市大字西城北２丁目６－３ 雇用期間の定めなし

不問

介護職員初任者研修修了者
不問 時給

(2)14時00分～18時00分

不問
1,090円～
1,090円

(1)8時00分～12時00分

秋田県大館市
02030- 2927001

26

アースサポート　株式会社　アースサポー
ト仙台

訪問入浴オペレーター
（大館）

３人１組で訪問入浴車に乗って、お客様のお宅
を１日６～８件程ご訪問となります。
お体が不自由でお風呂に入りたくても入れない
お客様へ入浴サービスを提供します。
お仕事の内容は、訪問入浴車の運転・入浴備品
の搬入出・簡単な入浴介助等。
介護の資格が無い方、経験が無い方でも必ず３
人体制で訪問しますので、未経験の方でも安心

1人

(1)8時30分～17時30分

25

バンドーウエルフェアグループ株式会社介
護サービス事業部

訪問介護員（大館市） 有料老人ホーム施設内（秋田県大館市内）で訪
問介護サービスを提供します。
主に身体介護サービスとなります。

2人
青森県弘前市大字西城北２丁目６－３ 雇用期間の定めなし

パート労働者
就業場所

宮城県仙台市太白区向山４丁目１９－１０
共立ビル１階

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

雇用・労災

不問
パート労働者 9,050円～

9,050円就業場所 秋田県大館市

労災 普通自動車免許一種
不問 日給

04010-17290101

時給

秋田県大館市比内町扇田字中扇田４１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 不問

不問 時給

不問
800円～800円

(1)13時00分～17時00分

秋田県大館市
05030- 1406701

労災株式会社　伊徳　いとく比内店 青果部門（４時間） ◆青果部門において、野菜及び果物のカット・
パック詰め、商品陳列、接客等の業務に従事し
ていただきます。
＊接客を伴う場合もありますので『明るい接
客』に対応できる方を希望します
＊１日４時間、週５日程度（週２０時間未満）
の勤務となります


1人
秋田県大館市比内町扇田字中扇田４１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
パート労働者

就業場所

秋田県大館市清水１－５－２０ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 普通自動車免許ＡＴ

不問
パート労働者 7,345円～

8,489円就業場所 秋田県大館市

雇用・公災・
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- 1407801

秋田労働局（大館公共職業安定所） 一般相談員（申請相談
員）

○助成金担当（主に雇用調整助成金）として
・各種助成金の審査や支給決定における支援業
務（申請の受付記録申請書類の保管、申請書類
の形式的な確認、助成金システムへの入
力作業等）を行う。
・助成金申請窓口において、一般的な相談や電
話での応答を行う。
○学校休業等助成金担当として

1人

(1)8時30分～17時15分

有限会社ほのぼの　有料老人ホームほのぼ
の

介護職員 ◆有料老人ホーム（定員；１５名）の介護職員
として下記の業務に従事して頂きます
◎介護業務全般において、日常生活が困難な高
齢者の身体の支援を行って頂きます
◎主に夜勤（その場合は１名体制での業務）で
週３０時間未満の勤務となります

1人

(1)7時00分～16時00分 雇用・労災 介護福祉士
不問 時給

(2)8時30分～17時30分 准看護師
秋田県大館市東台６丁目７番５４号 雇用期間の定めなし

(3)16時45分～8時45分
不問

パート労働者 1,000円～
1,000円就業場所 秋田県大館市

05030- 1409501


