
　　 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

不問有期雇用派遣労働者 154,140円～
154,140円

パソコンワープロ可
不問 時給

(1)8時40分～17時00分

就業場所 秋田県大館市

（8月21日8月28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9月4日発行予定]

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

週刊求人情報；一般 
〒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

～8月27日受付分）

2

有限会社　大館ファーム 肥料工場作業員 ◎有機肥料の製造・出荷のお仕事です
・鶏糞の受け入れ、製造、製品化（機械による
袋詰め）
・製品の配達
※使用車両：ショベルローダー、フォークリフ
ト、２ｔダンプ、４ｔダンプ
※主に車両を使用しての作業が大部分です

1人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員

1

アデコ　株式会社　盛岡支社 受付事務【大館市／期
間限定】

177,080円～
279,600円

05030- 3571201

岩手県盛岡市盛岡駅前通１５－２０　東日
本不動産盛岡駅前ビル　６Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

(1)8時00分～17時00分

金融機関にて受付（預金・税金関連諸手続き／
納付処理）、伝票起票、データ入力、ファイリ
ング、電話応対、お茶だし、窓口顧客対応等。
※未経験でも教えていただける環境です。２０
２１年１月末までの就業予定です。
※駐車場は自己確保となります。制服貸与あり
※営業や外出業務はありません

1人

03010-16133301

雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下 日給

秋田県大館市釈迦内字稲荷山下２６３ 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

140,000円～
145,000円

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許ＡＴ

4

昭和木材株式会社　東北支店 配送 ◆各種木材木製品、輸入木製品、住宅建材、資
材等の配送に従事して頂きます
・配送先は、当社得意先となります（工務店、
建設会社等）
・配送範囲は、北秋地区が主体となります
・移動には、社有車使用します
※試用期間：６～１２ヶ月（その間、賃金等同
条件）

1人

3

ナガハマコ－ヒ－株式会社　大館営業所 定期納品業務【ルー
ト】

○事業所へコーヒーの定期納品業務をしていた
だきます
（機械のメンテナンス及び材料の補充等）
＊社用車使用（オートマ限定可）
＊研修期間がありますので、安心して取り組め
ます
＊納品地域は大館市・鹿角市・北秋田市・弘前
市及び能代市の一部　となります

1人
秋田県大館市字大田面１９ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市字松木境４－２ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

(1)8時00分～17時15分

キャリア形成

38歳以下

定年を上限正社員 160,000円～
180,000円

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

05030- 3581001

05030- 3578401

普通自動車免許ＡＴ
月給

5

昭和木材株式会社　東北支店 工場作業員 ◆工場作業員として、当社プレカット工場にお
いて下記の業務に従事します
・客先より受注の住宅一棟分に合わせた木材の
加工の為の機械操作
・木材投入、梱包作業
・加工中の木材の方向転換や、機械で出来ない
細かい部分の処理等
※試用期間：６～１２ヶ月（その間、賃金等同

1人

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員 150,000円～
180,000円

05030- 3582301

(1)8時00分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

秋田県大館市字松木境４－２ 雇用期間の定めなし

定年を上限

自動二輪車免許
不問 時給

原動機付自転車免許

(1)8時00分～16時45分 雇用・労災・
健康・厚生

不問 162,432円～
248,832円

05030- 3585101

7

医療法人　谷本歯科医院 歯科衛生士 ◆当医院において、歯科衛生士業務に従事して
いただきます
・歯科診療補助業務
・歯科予防及び歯科保健衛生指導
・診療前後準備及び後片づけ
※パート（短時間）勤務希望の方相談に応じま
す
◎当院は、歯周病専門医の副院長を中心に予防

1人

6

日本郵便株式会社　郵便事業総本部　大館
郵便局

郵便外務員（原付又は
自動二輪）

◆原付バイク（他に自動二輪もあります）で管
轄地域内の郵便配達の業務に従事していただき
ます
◎入社後、研修（訓練）が１週間程あります
＊雇用期間は、採用日～令和２年９月３０日ま
で
（期間終了後の更新の可能性有り、６ヶ月毎の
更新）

2人
秋田県大館市字中城１２－３ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

正社員以外

秋田県大館市有浦１丁目６－２３ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

(1)8時30分～18時30分

定年を上限正社員 141,000円～
240,000円

雇用・労災・
健康・厚生

歯科衛生士
59歳以下 月給

05030- 3588801

(2)8時30分～12時30分

8

アサヒ産業　株式会社 土木建築資材及び環境
製品の営業【大館支
店】

○地元、大手建設元請業者への土木建築資材等
の販売をする業務
○役所及び土木建築コンサルタントへの製品、
工法提案をする営業
＊即戦力の方、応募お待ちしております。
＊採用後の通勤・営業は基本的に社用車を使
用。

1人

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員 200,000円～
300,000円

05040- 3594501

(1)8時30分～17時30分

就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許一種
不問 月給

秋田県大仙市高関上郷字田中６１ 雇用期間の定めなし

不問

35歳～54歳 日給

高齢者等の特
定年齢層の雇

用促進
150,500円～
182,750円

(1)8時00分～17時00分

05010-14358101

雇用・労災・
健康・厚生

10

株式会社　笹谷建設 重機オペレーター兼運
転手

◆重機オペレーター兼運転手として、下記の業
務に従事していただきます
・各工事現場で、建設機械（バックホー）の運
転業務
・ダンプでの、土砂の運搬業務
・現場は、主に県北地域です
◎冬期間は除雪機械による除雪作業もあります
◎資格⇒大型自動車免許及び大型特殊免許あれ

2人

9

株式会社　出羽警備 警備員（大館市近郊）
【就職氷河期世代限定
求人】

○警備全般の業務です。
・ＪＲ関係の列車見張り員の業務
・交通誘導警備業務
・イベント警備業務
・駐車場警備業務
＊現場までの移動は自家用車使用（直行直帰、
手当あり※特記事項参照）
＊資格者優遇、未経験者は研修します。

5人
秋田県秋田市新屋天秤野３－１４ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市根下戸新町５－１ 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

オピシステム通信工業株式会社 パン製造工 ◆当社パン製造事業部において、下記の業務に
従事していただきます
・パンの製造（ライ麦９０％黒パン）や新商品
の開発等
・パン工房の片付け作業や商品（パン）の袋詰
め作業
☆経験がなくても『パン作り』に興味があり、
意欲的に取組める方歓迎します！！

1人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員 140,000円～
200,000円

05030- 3562801

(1)8時00分～17時00分

13

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　管理に参

10人

12

医療法人　谷本歯科医院 歯科助手 ◆当院にて下記業務に従事していただきます
・歯科医師アシスタント
・器具の洗浄
・診療前後の準備及び後片づけ
◎当院は、歯周病専門医の副院長を中心に予防
歯科に重点を置き、お子様からお年寄りまで家
族みんなで通える医院を目指しています（他の
歯科医院とは少しシステムが違うかもしれませ

1人
秋田県大館市有浦１丁目６－２３ 雇用期間の定めなし

正社員

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

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生18歳以上 日給

05030- 3554801

05030- 3553701

(1)8時00分～17時00分

定年を上限 136,000円～
190,000円

法令の規定に
より年齢制限

がある
正社員 159,840円～

216,000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
45歳以下 月給

秋田県大館市幸町１３－２３ 雇用期間の定めなし

キャリア形成

月給
雇用・労災・
健康・厚生59歳以下

(1)8時30分～18時30分

(2)8時30分～12時30分

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の定置・建設機械の運転関係資格
65歳以下 日給

普通自動車免許一種

05030- 3560401

(1)8時00分～17時00分

又は8時00分～16時30分の
間の7時間程度

正社員 195,500円～
207,000円

定年を上限
厚生

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


30

秋田工営　株式会社 事務全般（労務・給与
計算、経理、安全衛生
を含む）

◆建設業における事務
１）給与計算、年末調整手続き（会計知識必
要）
２）社会保険手続き等（ハローワーク、健康保
険・厚生年金等）
３）行政官庁手続き及び対応（労働基準監督署
等）
４）安全衛生管理（医療機関との健康診断手続

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
59歳以下 月給

パソコン表計算可
秋田県大館市花岡町字前田１２３－１ 雇用期間の定めなし

普通自動車免許一種

定年を上限正社員 210,000円～
250,000円

05030- 3523501

29

　孝百 ホール接客係 ◆店舗にてホール接客業務に従事していただき
ます
◎ホール接客業務全般
◎ホール清掃
◎その他、付随作業
※未経験者応募可
≪増員による急募≫

1人

雇用・労災
不問 月給

秋田県大館市城西町１－５３ 雇用期間の定めなし

不問正社員 140,000円～
160,000円 又は10時00分～21時00分

の間の8時間程度05030- 3522201

28

佐々木板金工業　株式会社 板金工 ◆主に一般住宅の屋根工事施工及びその他、金
属工事等の業務に従事していただきます
・社有車；２ｔ、４ｔ軽トラック車（ＭＴ車）
を使用します
・高所作業がありますので、それに対応できる
方
＊増員による募集

3人

(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
64歳以下 月給

秋田県大館市花岡町字前田９９－１ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 170,000円～
300,000円

05030- 3521801

27

株式会社　さいとう自動車機械整備工場 自動車整備工 ◆当社工場内において、自動車整備業務（小型
車～大型車などの点検作業・部品交換等）に従
事していただきます
＊即戦力を求める為、自動車整備経験３年以上
の方を募集します
※試用期間：３～６ヶ月（その間日額＠６，５
００円となります）
※日額は、資格や経験等を考慮の上決定します

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

三級自動車整備士
不問 日給

普通自動車免許一種
秋田県大館市十二所字中野９６ 雇用期間の定めなし

不問正社員 159,810円～
179,970円

05030- 3512701

秋田県大館市字裏町１５ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 154,648円～
212,368円就業場所 秋田県大館市

年齢 賃金 就業時間 加入保険等

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

保育士
59歳以下 月給

必要な免許資格

又は7時00分～19時00分
の間の8時間

◆保育士として下記業務に従事していただきま
す
・０歳～２歳までのお子さん（現在園児；５８
名）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
・保育士１５名体制で業務に従事

1人

05030- 3556501

15

株式会社　小滝電機製作所 製造業務（夜勤） ◆当社工場内において、電子部品の製造業務に
従事していただきます
◎製造業務⇒組み立て、ハンダ付け、検査等の
業務
※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

2人

(1)20時00分～5時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外

14

社会福祉法人　大館感恩講 保育士

132,720円～
134,400円

05030- 3557001

№ 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
18歳以上 時給

(2)17時20分～2時20分
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） 法令の規定に
より年齢制限

がある就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 時給

(2)14時00分～22時00分

(3)22時00分～6時00分法令の規定に
より年齢制限

がある
176,400円～
176,400円

(1)6時00分～14時00分

17

株式会社　花輪魚市場 商品品出し（５：００
～１３：３０）

◎商品のピッキング作業
◎倉庫内作業
・商品の搬入・搬出・整理
・店舗別に商品の仕分けをする作業等
※試用期間：２ヶ月（その間、通勤手当なし）

1人

(1)5時00分～13時30分

16

株式会社　小滝電機製作所 実装部　マシンオペ
レーター

◆実装機オペレーターとして下記の業務に従事
していただきます
◎細かな電子部品を基板へ搭載する機械の操作
をします
※交代制勤務の為、夜勤対応可能な方希望しま
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

1人
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）
正社員以外

秋田県大館市清水４－４－２０ 雇用期間の定めなし

18歳～64歳

キャリア形成正社員 145,000円～
185,000円

雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
40歳以下 月給

05030- 3559601

不問 165,000円～
244,100円

(1)8時40分～17時20分

05030- 3538701

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18

20

19

21

看護師
不問 月給

准看護師

日本マニュファクチャリングサービス株式
会社　岩手支店

医療機器の製造 ◆医療機器の製造業務全般となります
・検査試薬の製造装置の操作、裁材料投入
・外観検査、梱包作業など
・その他、上記に付随する業務となります 2人

(1)8時15分～17時15分 雇用・労災・
健康・厚生

無期雇用派遣労働者 176,000円～
176,000円

23

日景温泉
（株）割烹きらく　プラザ杉の子

調理師 ■宿泊客（定員６０名）に対するお食事提供等
の業務に従事して頂きます
・調理、盛り付け（朝食、ランチ、夕食）
・食材採取などの作業もあります
※就業時間（１）（２）どちらも対応出来る方
を希望します

1人

(1)5時00分～14時00分

22

医療法人　光智会 看護職員【嘱託職員】
西大館病院

◆西大館医院（診療所外来）において、看護業
務全般に従事していただきます
※試用期間：２ヶ月（その間、賃金等同条件）

1人
秋田県大館市片山町３－１４－１４ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

正社員以外

秋田県大館市字長走３７ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 195,000円～
275,000円

雇用・労災・
健康・厚生

調理師
59歳以下 月給

(2)12時00分～21時00分 普通自動車免許ＡＴ

05030- 3541601

24

（株）割烹きらく　プラザ杉の子 調理師 ◆料理の調理作業に従事します
・一般宴会料理、法要料理、結婚式料理の調理
・現在４名での分担作業です
◆雑務の指示等もあります
＊調理の適性のほか、立ち仕事の為、体力と忍
耐力のある方を希望しています
※試用期間３ヶ月間あります（その間、賃金等
同条件）

1人

(1)9時00分～18時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 195,000円～
275,000円

05030- 3543101

調理師
59歳以下 月給

(2)5時00分～14時00分 普通自動車免許ＡＴ
秋田県大館市有浦１ー７－５５ 雇用期間の定めなし

定年を上限

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生

保育士
59歳以下 月給

(2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

定年を上限 139,000円～
255,000円

(1)7時30分～16時30分

26

秋田比内や株式会社　大館本店 厨房及びホール接客係 ◆厨房及びホール接客係として下記の業務に従
事していただきます
◎厨房業務⇒調理、盛り付け、調理場の清掃等
◎ホール接客係⇒ホールでの注文受け、料理運
び、食器の片付け、洗浄、レジ操作
※勤務時間は相談に応じます

1人

(1)9時00分～17時30分

25

Ｂａｍｂｉ－ｎｉ 保育士 ◆大館桂工業企業主導型保育施設『バンビー
ニ』において、下記の業務に従事していただき
ます
・年間、月間指導計画に基づき、保育業務全般
に従事
☆０才児９名、１才児９名、２才児９名　定員
２７名

1人
秋田県大館市御成町３丁目７番１７号
大館桂工業企業主導型保育施設『Ｂａｍｂ
ｉ－ｎｉ』

雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市大町２１ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 155,000円～
160,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
18歳～59歳 月給

(2)14時00分～22時30分

05030- 3510101

岩手県一関市東台１４－４３ 雇用期間の定めなし
(3)0時00分～9時00分

定年を上限

第二種電気工事士
18歳～59歳 月給

(2)22時00分～6時30分 ２級電気工事施工管理技士

03050- 4628801

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限 180,000円～
250,000円

(1)8時30分～17時00分

04010-40528601

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

東日本電気エンジニアリング株式会社　仙
台支店

技術職／大館市 ＪＲ東日本のパートナー会社で、鉄道電気設備
の保守及び工事施工が主な業務です。
※入社後は自社研修施設（ＴＥＭＳ技術学園）
にて、各種教育や訓練、資格取得の支援を行っ
ています。

1人
宮城県仙台市宮城野区岩切分台一丁目７－
１

雇用期間の定めなし

正社員

宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－３　
仙台マ－クワン１９Ｆ

雇用期間の定めなし
普通自動車免許ＡＴ

不問無期雇用派遣労働者 240,000円～
320,000円

雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
不問 月給

パソコン表計算可

04010-40639001

東日本スターワークス株式会社　仙台テク
ニカルセンター

電気設備の施工管理 電気設備の施工管理業務をご担当頂きます。
安全管理・工程管理・資料作成なども含まれま
す

1人

(1)9時00分～18時00分

パソコンワープロ可
59歳以下 月給

パソコン表計算可
宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－３　
仙台マ－クワン１９Ｆ

雇用期間の定めなし
普通自動車免許ＡＴ

定年を上限無期雇用派遣労働者 250,000円～
350,000円

04010-40641101

31

貴山　株式会社 土木作業員（秋田県秋
田市・大館市・横手
市）

◇造成、河川、海岸、道路、除草、維持管理、
一般土木工事等における一般作業に従事しま
す。なお、車両系建設機械、玉掛等の有資格者
は優遇しますが、資格無くても応募可能です。
（資格取得制度あり）
◇その他一級・二級土木施工管理技士の有資格
者には、土木建設現場における現場監督及び施
工管理業務に、従事していただきます。

4人

(1)8時15分～16時45分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
63歳以下 日給

香川県善通寺市善通寺町１８７８ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 172,800円～
324,000円

37020- 5933401

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

拠出
就業場所 秋田県大館市

時給
(2)16時00分～1時00分

05030- 3558301

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

東日本スターワークス株式会社　仙台テク
ニカルセンター

プラント設計業務 化学系のプラン設計・配管設計業務をご担当頂
きます

1人

(1)9時00分～18時00分 雇用・労災・
健康・厚生

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

05030- 3547201

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

厚生
就業場所 秋田県大館市


