
　　 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
18歳以上 時給

05030- 4009001

(1)17時00分～0時00分

有期雇用派遣パート 950円～950円
法令の規定に
より年齢制限

がある

18歳以上 時給

秋田県大館市字水門前７５－２　グリーン
アイ長木川１Ｆ

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

時給
雇用・労災

不問
(1)8時00分～17時00分

就業場所 秋田県大館市

【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
不問 時給

05030- 4013701

05030- 4012401

(1)9時00分～17時00分

不問 950円～950円

不問有期雇用派遣パート 950円～950円

13

株式会社フルキャスト　大館営業課 製造・組み立て・加工
業務（包装）

◆スーパーマーケットで販売される、きりたん
ぽの包装業務を行っていただきます。

1人

12

株式会社フルキャスト　大館営業課 製造・組み立て・加工
業務（きりたんぽ製
造・日勤帯）

◆スーパーマーケットで販売される、きりたん
ぽの製造業務を行っていただきます

1人
秋田県大館市字水門前７５－２　グリーン
アイ長木川１Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

有期雇用派遣パート

秋田県大館市字水門前７５－２　グリーン
アイ長木川１Ｆ

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

11

株式会社フルキャスト　大館営業課 製造・組み立て・加工
業務（きりたんぽ製
造）

◆スーパーマーケットで販売されるきりたんぽ
の製造業務を行っていただきます

2人

雇用・労災

有期雇用派遣パート 950円～950円

05030- 4011101

(1)1時00分～8時00分

10

株式会社フルキャスト　大館営業課 製造・組み立て・加工
業務（炊飯業務）

◆スーパーマーケットで販売される、きりたん
ぽ用の米の炊飯業務を行っていただきます

1人

9

株式会社フルキャスト　大館営業課 製造・組み立て・加工
作業（出荷業務）

◆スーパーマーケットで販売される、きりたん
ぽの出荷作業を行っていただきます。

3人
秋田県大館市字水門前７５－２　グリーン
アイ長木川１Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

有期雇用派遣パート

秋田県大館市字水門前７５－２　グリーン
アイ長木川１Ｆ

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

不問 950円～950円

(1)15時00分～22時00分

05030- 4008501

雇用・労災

パソコンワープロ可
不問 時給

秋田県大館市長倉町１０６番１ 雇用期間の定めなし

不問

不問 時給

就業場所 秋田県大館市

8

医療法人　高徳会　むも耳鼻咽喉科クリ
ニック

看護助手及び受付（午
前）

◆当医院において、看護師の補助及び受付業務
に従事していただきます
◎受付・電話応対◎パソコン入力
◎会計業務◎患者様の誘導
◎使用済み器具の洗浄、院内の清掃
◎その他、院長指示による業務
※令和３年１月、いとくショッピングセンター
向かいに新築移転します。それに伴う新規ス

1人

雇用・労災

パート労働者 800円～850円

05030- 4007201

(1)8時30分～12時00分

(2)8時30分～14時00分

不問パート労働者 800円～850円

労災 パソコンワープロ可
不問 時給

05030- 4020401

(2)14時00分～18時30分

(3)8時30分～14時00分

(1)8時30分～12時00分

7

医療法人　高徳会　むも耳鼻咽喉科クリ
ニック

看護助手及び受付 ◆当医院において、看護師の補助及び受付業務
に従事していただきます
◎受付・電話応対◎パソコン入力
◎会計業務◎患者様の誘導
◎使用済み器具の洗浄、院内の清掃
◎その他、院長指示による業務
※令和３年１月、いとくショッピングセンター
向かいに新築移転します。それに伴う新規ス

1人

6

医療法人　光智会 医療事務職員 ◆保険請求（レセプト業務）及び医師補助業務
（外来クラーク）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）

パート労働者

秋田県大館市長倉町１０６番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

不問 時給

秋田県大館市水門町５－４７－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

不問 時給
(1)8時40分～15時40分 雇用・労災・

健康・厚生

不問 900円～900円

05030- 4017001

5

有限会社　トーホーメンテック 清掃作業員 ◆工場内の日常清掃業務に従事します
（トイレ清掃等もあります）
＊勤務時間、休日については相談に応じます
※６ヶ月毎の契約更新となります（試用期間
２ヶ月終了後から）
※試用期間：２ヶ月（その間、賃金等同条件）

1人

労災

パート労働者 794円～794円

05030- 4015201
又は8時00分～12時00分の
間の2時間就業場所 秋田県大館市

パート労働者 900円～900円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
不問 時給

05030- 4027601

4

大館市青果魚類卸売　株式会社 トラック運転手（大館
市内）

◆取引先への青果、水産物等の荷物の積み下ろ
し、配達業務に従事していただきます
◎２ｔトラック（ＭＴ車）使用
◎大館市内の取引先への配達
＊試用期間２週間あります（その間、賃金等同
条件）
＊経験者優遇

1人

3

株式会社ハートフルケアサポート　宅配
クック１２３大館店

調理及び配達 ◎宅配弁当の調理及び配達業務に従事していた
だきます
＊弁当の調理
＊盛り付け
＊配達
※調理・盛り付けのみ希望の方、相談に応じま
す
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）

6人
秋田県大館市字水門前９１－３ 雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県大館市釈迦内字街道上１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

就業場所 秋田県大館市

(1)5時00分～12時00分

不問

不問

不問

就業場所 秋田県大館市

792円～800円
又は6時00分～18時00分の
間の3時間以上

その他

05030- 4025001

普通自動車免許ＡＴ
時給

2

株式会社　タクト 清掃・洗濯業務（大館
ひかり苑）

◆『大館ひかり苑』にて、館内の清掃及び洗濯
業務に従事していただきます
◎床面清掃、トイレ清掃、洗濯等
＊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

3人

雇用・労災

パート労働者

1

株式会社　アイ・ケアライフ 販売事務員

830円～830円

05030- 4024501

秋田県秋田市山王２丁目１番５４号三交ビ
ル６Ｆ

雇用期間の定めなし

(1)7時30分～16時30分

○コンタクトレンズの発注、販売、在庫管理等
の業務に従事していただきます。
＊銀行への外出業務もあります（マイカー使
用）
＊週４日程度（週３０時間以内に調整）の勤務
となります。
＊就業時間は（１）～（４）の交代制勤務とな
ります。

1人

05010-16149701

雇用・労災・
健康・厚生

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

（9月11日9月18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25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

～9月17日受付分）パート；週刊求人情報 

就業場所 秋田県大館市

不問パート労働者 830円～830円

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

(1)9時00分～18時00分

(2)10時00分～18時30分

(3)9時00分～12時00分

就業場所 秋田県大館市

(2)13時30分～17時00分

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


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

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

カスタード 洋菓子製造補助 ◎洋菓子製造における補助作業
・洋菓子の成型やトッピング、計量等
・その他、指示された工程作業
・使用したボウルやその他器具の洗い物
◎その他、包装・ラッピング等
☆未経験の方でも大丈夫です。お菓子作りに興
味がある方、歓迎します！！

1人

(1)11時00分～16時00分 雇用・労災

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）

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

秋田県大館市御成町１－１８－３ 雇用期間の定めなし

不問パート労働者 900円～900円

05030- 3989701

法令の規定に
より年齢制限

がある
792円～987円

不問パート労働者 1,500円～
1,500円 又は8時40分～17時20分

の間の3時間以上

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

理学療法士
不問 時給

作業療法士

05030- 3981201

栄養士
秋田県大館市釈迦内字狼穴７９
（介護老人保健施設成寿苑内）

雇用期間の定めなし

不問

18歳以上 時給

雇用・労災 管理栄養士

労災株式会社　ティーアンドティー（ＴＳＵＴ
ＡＹＡ大館店）

レンタル業務及び販
売・レジ業務

◆ＤＶＤ、ＣＤ等の貸出、返却等の業務・レジ
業務　　　　
◆ＣＤ、ゲームソフト、書籍等の接客販売及び
それに付帯する業務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）
＊勤務時間、休日については、相談に応じます
＊短時間勤務希望の方も歓迎します
（１日２時間～６時間の間で応相談）

1人
秋田県大館市清水２－１－７３ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

18

20

19

21

株式会社　ＰＯＳＳＯ　秋田支社 栄養士 ○保育園・老人施設内において、下記業務に従
事していただきます
＊献立の作成
＊仕入れ、在庫管理
＊その他、付随する業務




1人

パート労働者 860円～1,200
円 又は8時00分～18時00分

の間の5時間05030- 3998801

不問 時給

又は8時00分～23時30分
の間の6時間程度05030- 4000301

医療法人　光智会 理学療法士又は作業療
法士

◆介護老人保健施設大館ひかり苑において、施
設利用者等に対するリハビリ業務全般に従事し
ていただきます。
Ａターンの方の応募も歓迎します。
※試用期間：２ヶ月（その間、賃金等同条件）

1人

(1)8時40分～15時40分

不問パート労働者 800円～800円

雇用・労災
不問 時給

05030- 3997701

05010-15921201

17

株式会社ジョイフルまるやま　ヴァンタン
秋田サービスセンター

衣類の発送業務及び軽
作業【短期アルバイ
ト】

◆全国４０数店舗の営業店より送られてくる振
袖の契約書の内容を確認し、その内容に沿って
その商品を検品・出荷する業務です
・月に一度、スタッフ全員で、センター内の商
品の棚卸作業を行います
＊重量物（１０～１５ｋｇ）の取扱いあり、そ
れに対応できる方を希望します


1人

(1)10時00分～16時45分

16

株式会社　ニチイ学館　秋田支店 保育士【大館市・元気
ひろば保育園】

主に０～５歳の保育業務全般
＊ミルクやオムツ交換、着替え、食事、遊び、
散歩など、子どもの年齢に合わせて対応
＊保育環境整備、事務業務（保育日誌）、園内
清掃等

1人
秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商工中
金第一生命秋田ビル５Ｆ


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２－１８－２５ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

雇用・労災 保育士
不問 時給

不問 900円～900円
又は7時30分～19時00分
の間の4時間以上

№ 求人者名・所在地・就業場所 職種 仕事の内容 採用
人数

パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可
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

就業場所 秋田県大館市

15

アビリティーズジャスコ　株式会社 （障）事務補助 【障害者専用求人】
備品発注
書類ファイリング
電話応対
清掃他

1人

(1)10時30分～16時30分 雇用・労災

パート労働者

14

オピシステム通信工業株式会社 パン工房の作業員（１
２：００～１６：０
０）

830円～830円

04010-44810601

年齢 賃金 就業時間 加入保険等

(1)12時00分～16時00分 労災
不問 時給

必要な免許資格

秋田県大館市幸町１３－２３ 雇用期間の定めなし

不問パート労働者 850円～850円

就業場所 秋田県大館市

◆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
・パン工房職人の製造作業助手
・パン工房の片付け作業や商品（パン）の袋詰
めやラベル貼り作業
・他、付随する雑務等
＊１日４時間、週４～５日程度（月曜～金曜）
☆パン工房ベーカリー「サンドリヨン」での仕

1人

05030- 4014801


