
パソコンワープロ可
35歳以下 月給

秋田県大館市長倉町１０６番１

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

05030- 4018301

(1)8時10分～17時10分

正社員 150,000円～
400,000円

定年を上限

◆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・
健康・厚生・
財形

143,000円～
150,000円

(1)8時30分～18時30分

(2)14時00分～18時30分

(3)8時30分～14時00分

キャリア形成

時給
雇用・労災・
健康・厚生不問

(1)9時00分～17時00分

14

酒本興業　株式会社 工場作業員 ◆当社、工場にて下記に業務に従事していただ
きます
・溶接作業
・組立作業他
・その他付随する作業
※やる気のある方は未経験者でも指導していき
ます

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

02030- 7879101

不問 147,000円～
147,000円

13 2人

12

株式会社　オールクリア 包装作業（大館市） きりたんぽの包装作業、その他付随する業務
派遣期間：令和２年１０月１日～令和２年１１
月３０日までですが、以降は２ヶ月更新となり
ます。（※令和３年１月１５日までの短期のお
仕事です。）
雇用期間：派遣期間と同じになります。
抵触日：令和３年１０月１日以降は無期雇用社
員、別の派遣先での就業等雇用安定措置の対応

2人
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）

有期雇用派遣労働者

普通自動車免許一種
不問 月給

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生59歳以下 月給

05020- 3676401

(1)8時30分～17時30分

定年を上限無期雇用派遣労働者 155,000円～
178,500円

株式会社　ＫＡＣテクノ　能代事業所 品質管理に関する分析
業務

◇大手製薬会社の工場内での業務になります
＊内容は、医薬品の資材及び原料の分析です。
健康を支える大切なお仕事です。分析したデー
タをもとに医薬品の製造を行います。
＊パソコンの操作はデータの入力のみなので、
難しい業務ではありません。
＊環境が整った綺麗な職場でのお仕事です。
＊現場教育が充実しておりますので、安心して

秋田県能代市万町２－２０　ＴＫビル２階 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

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

正社員

05030- 4019601就業場所 秋田県大館市

雇用期間の定めなし

10

株式会社　小滝電機製作所 生産技術（機構設計）
【Ａターン併用求人】

◆技術部門における下記の生産技術業務に従事
していただきます
・車載用ＬＥＤ基板組立製造に必要な治工具や
機械装置の開発設計、組立全般
※機構設計製作経験者を希望します
【Ａターン併用求人】

1人

9

株式会社丸五急送　大館営業所 運転手 ◆２ｔ～４ｔ車を使用し、酒類等の配達業務に
従事して頂きます
＊能代山本地区以北の県内配送、又は秋田県内
までの配送を担当していただきます
＊台車を使用しての手作業による倉庫内出荷作
業を伴います（手作業による出荷作業の最重量
物はビールの大瓶ケース程度）


2人
秋田県大館市比内町扇田字伊勢堂岱２９ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市釈迦内字上袋６－６ 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

定年を上限 156,500円～
170,900円

(1)6時30分～15時30分

05030- 4016501

雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
35歳以下 月給

パソコン表計算可
岩手県奥州市水沢佐倉河字中田６９－１ 雇用期間の定めなし

普通自動車免許ＡＴ

キャリア形成

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

就業場所 秋田県大館市

8

ＤＯＷＡ通運　株式会社 事務員（大館営業所） ・車両、ドライバーの運行管理
・システム入力業務
・現場での作業補助
＊応募希望の方は、本社（事務所所在地）宛に
応募書類を郵送してください。書類選考後、ご
連絡いたします。

1人

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員 156,500円～
163,500円

03060- 4097101

(1)8時00分～17時00分

(1)9時00分～18時00分

不問正社員以外 151,800円～
151,800円

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

05030- 4029101

(2)9時00分～13時00分

7

武内外科医院 清掃員 ●院内外（植込み・駐車場含む）の清掃業務及
び夏期の草取りや冬期の除雪作業に従事してい
ただきます
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）


1人

6

大館市役所 除雪車等運転及び除雪
用準備・撤収作業

◆除雪車等の運転、除雪用準備・撤収作業（ス
ノーポールの設置及び撤去作業等）等に従事し
ていただきます
＊大館市内一円の市道における除雪、排雪
※雇用期間：令和２年１２月１日～令和３年３
月３１日迄（契約更新の可能性なし）

2人
秋田県大館市字中城２０ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

正社員以外

秋田県大館市字長倉１１９ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 日給

秋田県大館市字水門前９１－３ 雇用期間の定めなし

定年を上限

大型自動車免許
不問 日給

大型特殊自動車免許

(1)8時30分～17時00分 公災

車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

不問 238,840円～
238,840円

05030- 4028901

5

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）

◎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
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）

2人

その他

正社員 138,240円～
151,200円

05030- 4026301
又は6時00分～18時00分の
間の8時間

(1)8時30分～17時30分

定年を上限

64歳以下

普通自動車免許ＡＴ

不問正社員以外 143,000円～
163,000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

05030- 4023201

05030- 4022801

普通自動車免許一種
日給

4

株式会社　タクト 事務員【デイサービス
センターあったかサロ
ン】

◆「デイサービスセンターあったかサロン」に
おいて、下記の業務に従事していただきます
◎事務業務全般
◎受付及び来客・電話応対
◎パソコン入力作業（売上・請求書発行・買掛
金関係他）
◎在庫管理
◎外出用務を行って頂く可能性あり（主に市

1人

3

株式会社　大森土木 作業員（土壌処理） ◆汚染土壌（放射能ではありません）の処理場
内での作業に従事して頂きます
◎主にダンプ荷降ろし時の補助、土壌運搬用
シートの洗浄、フレコンパック（土壌の入った
袋）の開梱作業、場内清掃など
※試用期間：３ヶ月間（その間、賃金等同条
件）
※未経験者歓迎します

1人
秋田県大館市花岡町字泉田４７ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所 秋田県大館市

151,200円～
216,000円

(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

秋田県大館市花岡町字泉田４７ 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

株式会社　大森土木 土木作業員 ◆一般土木作業員としての業務全般に従事して
いただきます
◎現場は主に、大館市内
◎現場までは、社用車に乗り合わせて移動しま
す
※試用期間：３ヶ月間（その間、賃金等同条
件）
※未経験者歓迎します

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 一般事務【大館市】

151,200円～
216,000円

05030- 4021701

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

請求書処理・資料作成・データ入力・電話・郵
送物対応・お茶出し、ファイリング
※２０２１年４月末までの就業予定
※穏やかな環境でのお仕事です。パソコン入力
ができれば事務／業界経験問わず
※オフィスカジュアル勤務となります

1人

03010-17722301

雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下 日給

就業場所 秋田県大館市

（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）

不問有期雇用派遣労働者 141,000円～
141,000円

パソコンワープロ可
不問 時給

(1)8時30分～17時00分

秋田県大館市比内町扇田字押切１５－３６ 雇用期間の定めなし

不問正社員 200,000円～
360,000円

05030- 4002901

15

酒本興業　株式会社 鍛冶エ・溶接工 ・工事現場での鍛冶及び溶接作業員として従事
していただきます。
・県外（東北全域、まれに関東方面）への出張
があります。その際の宿泊費は会社負担となり
ます
・１０ｍ以上の高所作業があります。
※やる気のある方は未経験者でも指導していき
ます

1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
不問 月給

秋田県大館市比内町扇田字押切１５－３６ 雇用期間の定めなし

不問正社員 200,000円～
360,000円

05030- 4004401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

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

新栄精工　株式会社 金属部品製造 ◆金属部品加工の業務に従事していただきます
・２Ｄ図面を見ながら、マシニングセンターの
プログラミング及び機械操作をしていただきま
す
＊男性・女性共に活躍できる仕事です

1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ＡＴ
63歳以下 月給

秋田県大館市比内町笹館字小森山３３－８ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 168,000円～
235,200円

05030- 3995101就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市字馬喰町２５ 雇用期間の定めなし

不問正社員 150,000円～
180,000円

雇用・労災・
健康・厚生不問 月給

(2)8時30分～19時30分

05030- 3993601

神成歯科医院 歯科助手 ◆当院において、診療助手業務に従事していた
だきます
・歯科診療補助業務
・その他、一般雑務（準備・後片付け他）
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）

1人

(1)8時30分～18時00分

(3)8時30分～13時00分

就業場所 秋田県大館市

定年を上限 166,533円～
258,483円

(1)9時00分～18時00分

05010-15919101

雇用・労災・
健康・厚生

株式会社　かんきょう 営業サポート社員
「大館支店」

・商品の回収および配送業務（社用車使用）
・福祉介護用品の販売サポート
・福祉介護用品の在宅へのレンタル販売サポー
ト
・書類作成

1人
秋田県秋田市土崎港東４丁目６番６１号 雇用期間の定めなし

正社員
拠出

就業場所 秋田県大館市

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－３３

第２日本オフィスビル７階

雇用期間の定めなし

定年を上限

パソコンワープロ可
59歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ

04010-44429401就業場所 秋田県大館市

定年を上限正社員 142,100円～
182,500円

雇用・労災・
健康・厚生59歳以下 月給

(2)8時30分～17時30分

05030- 3982501

28

社会福祉法人　水交苑 調理員 ◎特別養護老人ホーム等の入居者に関わる調理
業務に従事します
※試用期間；６ヶ月間あります（その間、賃金
等は同条件） 2人

(1)6時00分～15時00分

27

イワコー　株式会社 技術職 環境測定の技術専門職
（１）温湿度、風量、リーク、清浄度、気流な
ど各種測定・調整
（２）測定要領書、報告書の作成
＊チームで働いていただきます
＊ＰＣ操作あり（ワード・エクセル）
＊現場は大館にある工場内のクリーンルームと
なります

2人
宮城県仙台市青葉区栗生５丁目７－８ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市下代野字中道南３６－１ 雇用期間の定めなし
(3)10時30分～19時30分

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

04010-44196101

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

(2)8時40分～15時00分 パソコン表計算可

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限 300,000円～
420,000円

(1)8時40分～17時40分

普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 月給

青森県弘前市大字末広１丁目６－８ 雇用期間の定めなし

定年を上限

就業場所 秋田県大館市

26

株式会社　弘前中央魚類 販売員（加工作業およ
び陳列）【比内店】

○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

(1)7時30分～16時30分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員 155,000円～
200,000円 又は7時00分～18時00分

の間の8時間程度02030- 7825501

不問正社員 190,000円～
195,500円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
不問 月給

(2)8時45分～17時45分

05030- 3999201

25

大館ケアサポート企業組合　ショートステ
イさくら

介護職員養成コース２
【有期実習型訓練】

◆施設内において、介護職のノウハウを学びな
がら実務を通じて、業務を習得する事ができま
す
・介護利用者様（定員３０名）の生活援助（食
事、入浴、排泄、掃除、送迎等）に従事します
・送迎の際は乗用車；ＡＴ車を使用（主に大館
市内）
・介護職員初任者研修を受講し、資格を取得し

2人

(1)7時00分～16時00分

24

株式会社　デラックスウエア 企画及び出荷作業員
（内勤）

◆当社において下記業務に従事して頂きます
・企画業務（主に社内での電話営業）
・受注管理
・当社取扱い商品及びメンズカジュアル衣料品
の検品、タグ取付等の出荷作業
・取扱店からの電話対応など
※パソコン操作できる方（ワード・エクセル）
※経験者優遇

1人
秋田県大館市字桂城８－３ 雇用期間の定めなし

正社員

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

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限 138,000円～
254,000円

(1)9時00分～17時30分

05030- 3996401

雇用・労災・
健康・厚生

20

22

21

23

パソコンワープロ可
69歳以下 月給

パソコン表計算可

株式会社　オンサイト 現場監督補助（建築分
野）

建築工事における管理業務補助（現場監督）を
行っていただきます。
・工事における写真撮影及び管理業務
・作業員への作業内容の伝達及び確認
・現場での安全管理・ミーティング
※未経験・ブランクのある方も歓迎します。
※配属現場は経験やスキル、本人の希望を考慮
致します。

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 246,760円～
466,275円

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下

法令の規定に
より年齢制限

がある
無期雇用派遣労働者 218,400円～

218,400円

雇用・労災・
健康・厚生18歳以上 日給

27150-14684101

月給

19

株式会社　川瀬商店 医薬品の品質管理 医薬品（点滴・注射剤など）の分析業務。
機器を使って分析していただきます。

5人

(1)8時30分～17時30分

18

株式会社　川瀬商店 医薬品の目視検査 クリーンルームでの医薬品（点滴・注射剤な
ど）の目視検査および製造補助。
その他付帯業務。
※視力が１．０以上の方（メガネ・コンタクト
可）

5人
大阪府高槻市三島江１－３－１

高槻市営バス　西面口バス停から　徒歩２

雇用期間の定めなし

無期雇用派遣労働者

大阪府高槻市三島江１－３－１

高槻市営バス　西面口バス停から　徒歩２

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

27150-14681301

雇用・労災・
健康・厚生18歳以上 日給

(2)21時00分～9時00分

法令の規定に
より年齢制限

がある
218,400円～
249,600円

(1)9時00分～21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

18歳以上 日給
(2)21時00分～9時00分

大阪府高槻市三島江１－３－１

高槻市営バス　西面口バス停から　徒歩２

雇用期間の定めなし

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

17

株式会社　川瀬商店 医薬品の製造補助 クリーンルームでの医薬品（点滴・注射剤な
ど）の目視検査および製造補助。
その他付帯業務。
※視力１．０以上の方（メガネ・コンタクト
可）

5人

(1)9時00分～21時00分 雇用・労災・
健康・厚生

無期雇用派遣労働者

16

（株）文化（Ｂ－ＧＡＬ大館店） ホール・カウンター係

218,400円～
249,600円

27150-14680001

年齢 賃金 就業時間 加入保険等

(1)8時30分～16時30分 雇用・労災・
健康・厚生18歳以上 月給

(2)16時00分～0時00分

必要な免許資格

秋田県大館市餌釣字大杉１６７ 雇用期間の定めなし

法令の規定に
より年齢制限

がある
正社員 160,000円～

270,000円就業場所 秋田県大館市

◆ホール・カウンター係として、下記の業務に
従事します
・カウンターでのお客様への接客サービス
・整理整頓等の店内管理
・その他店内業務全般に従事します
◎３ヶ月間の研修期間がありますので、初心者
の方の応募も歓迎します

1人

05030- 4010901

29

焼肉館トラジ　ラフィーネ店
（有限会社　三旺商会）

ウェイター・ウェイト
レス

◆大館市餌釣：焼肉トラジラフィーネにおい
て、下記の業務に従事していただきます
・ホールでの接客、注文受付
・配膳、食器の後片付け等
・調理補助

2人

(1)10時30分～19時30分 雇用・労災・
健康・厚生64歳以下 月給

(2)12時30分～19時30分
秋田県大館市餌釣大杉２５２ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 150,000円～
180,000円

05030- 3983001就業場所 秋田県大館市

30

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

(1)7時30分～16時30分 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
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
(3)9時30分～18時30分

定年を上限正社員 139,000円～
255,000円

05030- 3984301就業場所 秋田県大館市

31

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 雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
40歳以下 月給

秋田県大館市清水４－４－２０ 雇用期間の定めなし

キャリア形成正社員 145,000円～
185,000円

05030- 3988401就業場所 秋田県大館市

32

合資会社　近江商店 一般廃棄物収集業務助
手【トライアル雇用併
用求人】

◆一般廃棄物収集業務の補助作業
＊ゴミ収集作業車に添乗補助作業
＊収集には、中型トラック（パッカー車）使用
◎作業は主に大館市内です
※男女共に活躍中です
【トライアル併用求人】求人条件特記事項欄参
照

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

５トン限定準中型自動車免許
44歳以下 月給

秋田県大館市水門町７－３８ 雇用期間の定めなし

キャリア形成正社員 145,520円～
154,080円

05030- 3990501就業場所 秋田県大館市

33

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

08040-15972401就業場所 秋田県大館市


