
　　 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

拠出

　　　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

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

(2)0時00分～9時00分

定年を上限
218,750円～
337,500円

13

エヌピーエス　株式会社 製造技術・設備保全
（総合職）

◆当社試薬製品の製造技術・設備保全及び製造
に従事していただきます
◎クリーンルーム内における設備保全
◎クリーンルーム内における試薬製造作業
◎夜勤交替勤務
※試用期間６ヶ月（その間、賃金等同条件）
【若年雇用促進法に基づくユースエール認定企
業】

2人

(1)16時00分～1時00分

秋田県大館市花岡町字前田４０－１６ 雇用期間の定めなし

正社員
就業場所 秋田県大館市

05030- 1437901

普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 月給

(2)8時45分～17時45分
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
定年を上限

12

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 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 194,000円～
214,000円就業場所 秋田県大館市

05030- 1435301

法令の規定に
より年齢制限

がある

正社員 215,000円～
215,000円就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
18歳～40歳 月給

05010- 6008001

秋田県大館市
05030- 1611601

11

株式会社　センティスト　秋田営業所 納棺士 ○故人様を心を込めて送り出すお仕事です。
・車両にて故人様が安置されている自宅や斎場
に向い、着付けやメイクなどを行って頂きま
す。
・その他、葬儀関連のお仕事もあります。



1人

(1)9時00分～18時00分

10

有限会社　祐康 看護職員（ショートス
テイ鮎乃里）

◆入所者（定員３２名）の看護業務全般に従事
していただきます
・バイタル測定
・健康管理
・嘱託医との連携
・機能訓練等
※一部送迎介助、介護業務も含みます

1人
秋田県大館市櫃崎字大道下２７－３ 雇用期間の定めなし

正社員
就業場所

秋田県秋田市土崎港東４丁目６－１

　

雇用期間の定めなし

雇用・労災・
健康・厚生

看護師
64歳以下 月給

准看護師

普通自動車免許ＡＴ
定年を上限

200,000円～
300,000円

(1)8時30分～17時30分

パソコンワープロ可
40歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ
秋田県大館市御成町一丁目１１番２５号 雇用期間の定めなし

キャリア形成
9

秋北バス　株式会社 総合職（事務系） ◆当社の各就業先において、総合職（事務系）
として従事していただきます
◎幹部候補として仕事内容は多岐にわたり、営
業・企画・人事・経理・総務・法務・バス運行
管理等の事務に従事します
○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

2人

(1)8時30分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 170,000円～
220,000円就業場所 秋田県大館市

05030- 1606101

キャリア形成
正社員 140,200円～

220,000円就業場所 秋田県大館市 又は6時00分～21時00分の
間の7時間以上

雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
45歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ

05030- 1604601

秋田県大館市
05030- 1567101 厚生

8

秋北バス　株式会社 総合職（事務系） ◆当社の各就業先において、総合職（事務系）
として従事していただきます
◎幹部候補として仕事内容は多岐にわたり、営
業・企画・人事・経理・総務・法務・バス運行
管理等の事務に従事します
○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

(1)8時30分～17時00分

7

ニプロファーマ株式会社　大館工場 製造技能職（正社員） ◆当大館工場内において、製造業務全般に従事
していただきます
◎マシンオペレーター、製品の検査、その他製
造に関連する業務全般
◎配属部署により、交替勤務があります　
＊正社員としての募集
＊年齢厳守願います　　


5人
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

正社員
就業場所

秋田県大館市御成町一丁目１１番２５号 雇用期間の定めなし

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

定年を上限
141,500円～
285,000円

(1)9時00分～21時00分

准看護師
62歳以下 月給

パソコンワープロ可
秋田県大館市泉町９番１９号 雇用期間の定めなし

普通自動車免許ＡＴ
定年を上限

6

社会福祉法人　大館圏域ふくし会 看護職員（一般職員） ◆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
・障害者及び高齢者の方の看護、支援及び通院
業務
【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）
＊特別養護老人ホーム（長慶荘、神山荘、大館

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員 178,800円～
199,500円就業場所 秋田県大館市

05030- 1546501

普通自動車免許ＡＴ
定年を上限

正社員 162,700円～
216,300円就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師
62歳以下 月給

パソコンワープロ可

05030- 1544801

秋田県大館市
05030- 1542401

5

社会福祉法人　大館圏域ふくし会 看護職員（総合職職
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
・障害者及び高齢者の方の看護、支援及び通院
業務
【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）
＊特別養護老人ホーム（長慶荘、神山荘、大館

1人

(1)8時30分～17時30分

4

株式会社　緑てい 現場作業員 ◆造園工事及び土木工事の現場作業に従事して
いただきます
◎現場は大館市周辺となります
※未経験の方も応募歓迎します 1人

秋田県大館市御成町４丁目８－３５ 雇用期間の定めなし

正社員
就業場所

秋田県大館市泉町９番１９号 雇用期間の定めなし

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

定年を上限
180,000円～
200,000円

(1)8時00分～17時00分

不問 時給

秋田県大館市下代野３８－１ 雇用期間の定めなし

不問

秋田県大館市
05030- 1534401

3

株式会社　光輪技研 電子部品のテーピング ◎約５ｍｍ位の大きさの電子部品をテープ状の
トレイに入れて検査・テーピングする軽作業で
す
※専用のテーピング機械を使用するため、椅子
に座っての作業となります（立ち仕事ではあり
ません）
※作業はマンツーマンで指導します


2人

(1)8時30分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員以外

2

123,240円～
123,240円就業場所 秋田県大館市

05030- 1535701 厚生

(1)8時00分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許
不問 日給

玉掛技能者

就業場所 秋田県大館市
02030- 3184901

若松コンクリート　株式会社 ３０トントレーラー運
転手

◆３０トントレーラーでコンクリート製品運搬
業務を行っていただきます
＊主に岩手県・宮城県など被災地への運搬とな
ります
＊宿泊を伴う場合もあります
＊運搬業務がない場合は、コンクリート製品の
工場内での移動・補修作業等に従事していただ
きます

2人
秋田県大館市比内町笹館字細越１－１ 雇用期間の定めなし

牽引免許
不問

正社員以外 207,360円～
311,040円就業場所

1

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

有料老人ホーム看護職
員（大館市）

有料老人ホームの入居者様の健康管理等の看護
業務を行っていただきます。
・入居者様のバイタルチェック
・入居者様の投薬管理及び指導
・入居者様の受診援助や往診対応等
「看護」

1人

(1)9時00分～18時00分 雇用・労災・
健康・厚生

看護師
不問 月給

准看護師
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
正社員 270,000円～

270,000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

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　

週刊求人情報；一般 №１ 4月3日発行 （3月27日

～4月2日受付分）
[次回4月10日発行予定]

〒017-0046　　秋田県大館市清水1丁目５－２０

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


普通自動車免許ＡＴ

幼稚園教諭免許２種

保育士

秋田県大館市

05030- 1384801

看護師
64歳以下 月給

准看護師
秋田県大館市字中城７－１ 雇用期間の定めなし

定年を上限
30

久保脳神経外科クリニック 看護師又は准看護師 ◆当クリニックにおいて、診察介助等の看護業
務に従事していただきます
◎パート求人も公開中（求人番号０５０３０－
１００９３０１） 1人

(1)9時00分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員

秋田県大館市小館花字萩野台４－１ 雇用期間の定めなし

定年を上限
正社員 148,000円～

217,000円就業場所 秋田県大館市 又は7時00分～19時00分
の間の8時間程度

雇用・労災・
健康・厚生59歳以下 月給

148,000円～
266,400円就業場所 秋田県大館市

05030- 1413401

29

学校法人　月居学園　南が丘こども園 保育教諭 ◆認定こども園での乳・幼児の日常的な保育全
般に従事していただきます
◎０歳～就学時前までのお子さんを担当します
・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

1人

28

生活協同組合　コープあきた　北センター 灯油配達ドライバー ◆組合員宅に灯油の配達と、組合員の対応業務
に従事していただきます
・灯油の配達範囲は、大館市内、鹿角、北秋田
市、北秋田郡方面
※就業時間：夏期（５／１～９／３０）８時～
１７時・冬期（１０／１～４／３０）７時～１
６時
※灯油配達が主な業務となりますが、夏期期間

1人
秋田県大館市釈迦内字山神社後３０－１２ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
正社員以外

就業場所

05030- 1416201

雇用・労災・
健康・厚生

危険物取扱者（丙種）
不問 月給

(2)7時00分～16時00分 普通自動車免許一種

不問
175,000円～
175,000円

(1)8時00分～17時00分

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

秋田県大館市釈迦内字上袋６－６ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 不問

27

株式会社　小滝電機製作所 設備保全業務 ◆当社工場内において、使用する治具・機械装
置・設備等の保全業務全般に従事していただき
ます
※契約社員として２ヶ月毎の更新となります
※勤務成績・能力等評定の上、入社１年後正社
員として採用となる可能性もあります

1人

(1)8時10分～17時10分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外 132,720円～
134,400円就業場所 秋田県大館市

05030- 1412101

定年を上限
正社員 146,880円～

146,880円就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 時給

05030- 1411901

秋田県大館市
05030- 1410601 厚生

26

特定非営利活動法人　ｋｕｒａｓｕ 生活相談員 ◆当デイサービスにおいて介護業務に従事して
いただきます
・利用者様の食事、入浴、排泄介助
（利用者定員１８名）
・送迎業務もあります
※試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）

1人

(1)8時30分～17時30分

25

有限会社　小笠原自動車 自動車販売（営業） ◆新・中古車の販売業務に従事していただきま
す
◎店頭販売業務
◎新車・中古車の管理業務
◎書類関係出先機関（自家用車協会・整備振興
会・大館警察署内安全協会等）への書類書類作
成や手続き等


1人
秋田県大館市岩瀬字谷地の平４－３９ 雇用期間の定めなし

正社員
就業場所

秋田県大館市十二所字町頭４９番地 雇用期間の定めなし

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
30歳以下 月給

キャリア形成
130,000円～
150,000円

(1)9時30分～18時30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

24

株式会社　オールクリア ドアの製造（秋田県大
館市）

・ドアの組立作業
・仕上げ（ドアへガラスや格子をはめる作業）
・タッチアップ（ドアの汚れの拭き取り作業）
・ＮＣでのドア加工
※いずれかの業務選べます。

派遣期間：令和２年４月２７日～令和２年６月
３０日までですが、以降は２か月更新となりま

4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 149,105円～
149,105円就業場所 秋田県大館市

02030- 2955101

キャリア形成
正社員 239,862円～

245,344円就業場所 秋田県大館市 又は9時00分～0時00分の
間の8時間程度

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
18歳～45歳 月給

14010-16571001 拠出

秋田県大館市
05030- 1430701 厚生

23

カッパ・クリエイト　株式会社 総合職 かっぱ寿司の仕事を知って頂くために、店舗へ
配属、ＯＪＴを中心として店舗運営ノウハウを
学びます。
店舗運営スキルを習得後、１つの店舗の経営を
担当します。（副店長、店長）
その後は、エリアマネージャー、営業部長へと
キャリアアップできます。

1人

22

株式会社　光輪技研 電子部品の試作や検査 ◆小型コイルの試作製造作業に従事していただ
きます
◎流れ作業ではなく、巻線作業・ハンダ付け作
業・組立作業検査等それぞれ独立した作業にな
ります
※作業は椅子に座っての作業となります、マン
ツーマンで指導しますので初めての方でも簡単
に習得できます

1人
秋田県大館市下代野３８－１ 雇用期間の定めなし

正社員以外
就業場所

神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－
１　ランドマークタワー１２Ｆ

雇用期間の定めなし

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

不問
123,240円～
123,240円

(1)8時30分～17時00分

不問 時給
(2)7時30分～16時00分

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） (3)11時00分～19時30分

不問
21

株式会社　タクト 給食調理（大館園） ◆給食調理として、下記の業務に従事します
・施設入居者の給食の調理（栄養士が作成した
メニューに基づいた調理）、盛り付け、配膳業
務、洗浄作業等
・その他それに付随する業務全般
◎試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）
※男性・女性共に多数活躍しています
※初心者研修有り、未経験の方も安心して働け

1人

(1)5時30分～14時15分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外 138,000円～
155,250円就業場所 秋田県大館市

05030- 1429901

不問
正社員以外 131,200円～

131,200円就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

(2)10時00分～19時00分

05030- 1428601

秋田県大館市
05030- 1427301 厚生

20

株式会社　タクト メッセンジャー業務及
び滅菌業務

◆病院内において下記業務に従事していただき
ます
◎メッセンジャー業務
・各種検査検体の提出、検査データ受領、仕分
け
・カルテ、レントゲン写真等の配送
・内服薬、薬品、注射液の配送
◎中央材料室滅菌業務

1人

(1)8時30分～17時00分

19

株式会社　光輪技研 コイルの設計・試作・
量産移管業務

◆当社技術部において、電子部品（コイル等）
の設計から量産までの業務全般に従事していた
だきます
※専門的な知識は不要です（但し、理数系の初
級知識を有する事）
※試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）

1人
秋田県大館市下代野３８－１ 雇用期間の定めなし

正社員
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）

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

普通自動車免許ＡＴ
定年を上限

123,240円～
150,000円

(1)8時15分～17時00分

パソコンワープロ可
59歳以下 月給

(2)7時00分～16時00分 パソコン表計算可
秋田県大館市釈迦内字狼穴７９ 雇用期間の定めなし

(3)10時00分～19時00分 介護職員初任者研修修了者
定年を上限

介護福祉士

普通自動車免許ＡＴ

18

社会福祉法人　成寿会 介護職員 ◆当法人における介護業務全般に従事していた
だきます
・食事介助、トイレ介助、入浴介助他
・上記に伴うパソコン操作（ワード、エクセル
以外にも専用ソフトを使用）あり
※試用期間：６ヶ月（その間、特殊業務手当な
し）


1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 140,664円～
190,165円就業場所 秋田県大館市

05030- 1424201 拠出

法令の規定に
より年齢制限

がある

正社員 161,250円～
193,500円就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生

その他の保安関係資格
18歳以上 日給

普通自動車免許ＡＴ

05030- 1423801 厚生

秋田県大館市
05030- 1422701

17

東アジア警備保障　有限会社
大館営業所

列車見張員（大館市・
北秋田市）

◆ＪＲ近接工事等における列車見張員の業務に
従事していただきます
・列車の確認
・列車の有無の連絡
・現場は主に大館市内、北秋田市内
※１～２人での勤務となります（ベテランの方
と組みます）


1人

(1)8時00分～17時00分

16

秋田グルーラム　株式会社 検収検品及び設計補助
員

◆工場内において、下記業務に従事していただ
きます
◎完成品の寸法チェック
◎金物等在庫チェック
◎建築設計補助業務等
○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

2人
秋田県大館市花岡町字七ッ館１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
正社員以外

就業場所

秋田県大館市釈迦内字二ツ森３１－１ 雇用期間の定めなし

雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可

普通自動車免許ＡＴ
不問

137,020円～
137,020円

(1)8時00分～17時00分

44歳以下 月給

秋田県大館市花岡町字前田４０－２８ 雇用期間の定めなし

キャリア形成
15

株式会社　フレックス 工場作業員（組立） ◆当社工場内において、木製ドア製造に伴う下
記の業務に従事していただきます
◎ドアの芯材カット及び組立
※試用期間中は、建具ドアの製造から出荷まで
の流れを把握して頂く為下記作業に従事します
・プレス作業（化粧版のプレス）
・寸法決め、テープ張り、仕上げ作業
・タッチアップ及び検品

1人

(1)8時15分～17時15分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 141,100円～
147,000円就業場所 秋田県大館市

05030- 1421401 厚生

秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
64歳以下 月給

05030- 1449801

賃金 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

14

有限会社　工藤鉄工 鉄工作業員 ・鉄骨及び鋼構造物の工場製作及び現場での取
付作業等に従事していただきます
・鉄道関係業務が主体ですので、現場作業が主
となります⇒主に秋田・青森県内
・業務の状況により夜間作業が発生します
※６５歳以上の方相談に応じます

1人

(1)8時00分～17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

年齢

秋田県大館市川口字横岩岱３５ 雇用期間の定めなし

定年を上限
正社員 138,000円～

200,000円就業場所



　　 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。

　　　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】

※ 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

64歳以下 月給
(2)10時00分～19時00分

秋田県大館市釈迦内字家下９－８ 雇用期間の定めなし

定年を上限
36

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人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 140,000円～
230,000円就業場所 秋田県大館市

05030- 1401301

定年を上限
正社員 150,000円～

200,000円就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 月給

(2)7時30分～16時30分

05030- 1390401

秋田県大館市
05030- 1389601

35

株式会社　本家比内地鶏 食肉処理・加工 ◆当社において下記業務に従事していただきま
す
◎肉の解体
◎カット肉の袋詰め
◎焼き鳥用くし刺し他

1人

(1)8時00分～17時00分

34

株式会社　タクト メッセンジャー業務 ◆病院内において下記業務に従事していただき
ます
◎メッセンジャー業務
・各種検査検体の提出、検査データ受領、仕分
け
・カルテ、レントゲン写真等の配送
・内服薬、薬品、注射液の配送


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）
正社員以外

就業場所

秋田県大館市比内町大葛字芦内口道下６９ 雇用期間の定めなし

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

(2)10時00分～19時00分

不問
131,200円～
131,200円

(1)8時30分～17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

秋田県大館市
05030- 1386501

33

株式会社　栄進工業 事務員 ◆下記の事務作業に従事して頂きます
・各種伝票等の作成、整理
・伝票等のパソコン入力
・電話対応や来客の応対業務
・総務、経理事務業務の補助
※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

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外

32

136,512円～
155,520円就業場所 秋田県大館市

05030- 1387001

(1)9時00分～19時00分 雇用・労災・
健康・厚生

歯科衛生士
64歳以下 月給

(2)10時00分～12時30分

就業場所 秋田県大館市
05030- 1385201

比内根田歯科医院 歯科衛生士 ◆歯科衛生士として下記の業務に従事します
・来院した患者さんへの歯科予防処置及び歯科
保健指導等
・医師歯科診療の補助
・その他診療準備や片付け等を含めた院内業務
全般
※試用期間３ヶ月間（その間；同一賃金）
※短時間勤務（パート）等相談に応じます

1人
秋田県大館市比内町扇田字長岡下１４－１
１

雇用期間の定めなし
(3)9時00分～12時45分

定年を上限
正社員 157,000円～

200,000円就業場所

31

羽後運送（株）大館支店 運行管理兼一般事務 ◆当支店において、下記業務に従事していただ
きます
＊運行管理・労務管理
＊電話対応・データ入力
＊その他、一般事務
※管理・指導力を認められた方は、管理職とし
て登用します
※意欲、向上心のある方歓迎します

1人

(1)8時15分～16時45分 雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
59歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ
秋田県大館市二井田字前田野３７－２４ 雇用期間の定めなし

定年を上限
正社員 180,000円～

300,000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

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　

週刊求人情報；一般 №2 4月3日発行 （3月27日

～4月2日受付分）
[次回4月10日発行予定]

〒017-0046　　秋田県大館市清水1丁目５－２０

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

