
　　 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・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- 4056701

(1)8時30分～16時30分

又は8時30分～17時15分の
間の7時間

パート労働者 6,239円～
6,434円

不問

不問 時給

秋田県大館市芦田子字天下道上２６－６ 雇用期間の定めなし

不問

時給
雇用・労災

不問
(1)9時30分～16時00分

【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- 4034301

05030- 4032501

(1)9時30分～16時00分

不問 792円～792円

不問パート労働者 792円～792円

13

株式会社　Ｈ＆Ｃ 縫製工 ◎白衣・ユニフォームの縫製作業に従事してい
ただきます
＊経験者優遇（年数問わず）、未経験者の方も
歓迎します
＊作業制服支給あり
≪急募≫
☆子育て中の方が働きやすい環境を整えており
ます。

1人

12

株式会社　Ｈ＆Ｃ 仕上げ工及び検品 ◎白衣・ユニフォームの縫製作業における仕上
げ及び検品作業に従事していただきます。
・糸切、出荷、プレス作業他
＊経験者優遇（年数問わず）、未経験者の方も
歓迎します
＊作業制服支給あり
≪急募≫


1人
秋田県大館市下川原字屋布９－１ 雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県大館市下川原字屋布９－１ 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

恵信無線 導通検査（チエッ
カー）

◆自動車部品（ハーネス）の導通検査業務に従
事していただきます
※軽作業にて未経験の方でも問題ありません

1人

雇用・労災

パート労働者 790円～790円

05030- 4057801
又は9時00分～16時00分の
間の4時間以上就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市

10

大館市教育委員会 一般事務補助【パート
タイム会計年度任用職
員】

◆一般事務補助として、下記業務に従事してい
ただきます
◎パソコンによる文書及び資料等の作成
◎パソコンによるデータ入力及び集計
◎文書の収受及び発送
◎課内における庶務全般

1人

9

株式会社　タクト 清掃業務（いとく大館
ショッピングセン
ター）

◆『いとく大館ショッピングセンター』におい
て、惣菜加工室内の清掃業務に従事していただ
きます
◎主にゴミ出し・床洗い・洗い物等
◎その他、付随する作業
※週３～４日程度の勤務となります
※試用期間１ヶ月（その間、賃金等同条件）


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）

パート労働者

秋田県大館市早口字上野４３－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所

就業場所 秋田県大館市

不問 792円～792円

(1)18時00分～21時30分

05030- 4054101

労災

不問 時給

秋田県大館市釈迦内字釈迦内９４ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

不問 時給

8

出羽青岩アグロ株式会社　大館支店 米の検査補助（短期ア
ルバイト）

・米の検査作業補助
・検査における準備作業
＊１日６．５時間、週６日程度の勤務です
※米袋（３０Ｋｇ）を持ってもらうこともあり
ます
【雇用期間】採用日～令和２年１０月３１日ま
でですが、天候や状況により終業日が前後する
場合があります。

1人

労災

パート労働者 900円～900円

05030- 4051301

(1)8時30分～16時00分

就業場所 秋田県大館市

(1)10時00分～12時00分

不問パート労働者 1,000円～
1,000円

労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

05030- 4047701

7

食堂　くるみ 弁当配達 ◆昼食弁当の配達業務に従事していただきます
◎配達先は大館市内が中心となり、社有車にて
配達して頂きます
◎社有車は普通乗用車（ＡＴ車）となります
◎電話取り、調理・片付けの補助をしていただ
くこともあります。
〈　急　　　募　〉

1人

6

株式会社　北鹿 物流スタッフ（短期） ◆当社において、下記業務に従事していただき
ます
◎社内物流部門において、商品のピッキング等
の出荷作業
・ピッキングリストを元に商品の品出しを行う
作業
・出荷に必要な商品を格納倉庫から現場に持っ
てくる作業

1人
秋田県大館市有浦２－２－３ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

パート労働者

秋田県大館市桂城１９－４ 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

秋田県大館市有浦２－２－３ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

フォークリフト運転技能者
不問 時給

(1)8時30分～17時00分 雇用・労災

不問 1,000円～
1,000円

05030- 4046401

5

株式会社　北鹿 製造スタッフ（短期） ◆お酒を詰めた瓶に様々な飾り付けをして、製
品として完成させる作業です
１）瓶を和紙袋や年末用のカートンに入れる作
業
２）製品に合わせた首下げをつける作業
３）瓶を段ボールに入れる作業
４）和紙や段ボール等の資材を補充する作業


1人

雇用・労災

パート労働者 900円～900円

05030- 4045101

(1)8時30分～17時00分

就業場所 秋田県大館市

パート労働者 1,000円～
1,000円

雇用・労災 準中型自動車免許
不問 時給

05030- 4068001

4

有限会社　トーホーメンテック 配送作業員 ◆主に、大館市内へ３ｔ車を使用して資材を配
送する業務に従事していただきます
＊勤務時間は、７時３０分～１１時３０分まで
の１日４時間程度、月２５日程度です
※試用期間２ヶ月（その間、賃金等同条件）
＜欠員補充につき急募＞

1人

3

株式会社　タクト タイヤボイラー業務
（たしろ温泉ユップ
ラ）

◆『たしろ温泉ユップラ』において、下記業務
に従事していただきます
◎タイヤの積み込み作業
◎タイヤボイラーの操作
◎清掃作業
※試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）
☆６０歳以上の方も応募可能です

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）
パート労働者

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）

就業場所 秋田県大館市

(1)7時30分～11時30分

不問

不問

不問

就業場所 秋田県大館市

1,000円～
1,000円

(1)6時00分～8時30分 労災

05030- 4067501

時給

2

株式会社　タクト 建物内清掃（たしろ温
泉ユップラ）夜間

◆『たしろ温泉ユップラ』において下記業務に
従事していただきます
・ホール及び廊下等の清掃
・脱衣場の清掃
※試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）
☆６０歳以上の方も応募可能です

1人

労災

パート労働者

1

社会福祉法人　大館圏域ふくし会 訪問介護員

800円～900円

05030- 4066201

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）

(1)18時00分～22時30分

◆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日まで
　　　　　　　　　　（更新の可能性あり）

1人

05030- 4060601

雇用・労災・
健康・厚生

18歳以上 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） 法令の規定に

より年齢制限
がある

（9月18日9月25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10月2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24日受付分）パート；週刊求人情報 

就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許ＡＴ

不問パート労働者 1,240円～
1,260円

介護職員初任者研修修了者
不問 時給

介護福祉士

又は8時00分～18時00分の
間の4時間程度就業場所 秋田県大館市

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


2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

雇用・労災

就業場所 05030- 4043601

16

株式会社フルキャスト　大館営業課 搬入出並びにそれらに
付帯する業務

◆タイヤ交換の補助
◎お客様の車へのタイヤの積込・タイヤ磨きな
どを行っていただきます

不問 1,100円～
1,100円

(1)8時00分～17時00分
不問 時給

不問

就業場所 秋田県大館市

不問 日給
(1)13時30分～19時00分 雇用・労災

パート労働者

14

スナック　レオ 接客サービス

4,033円～
4,809円

05030- 4040501

秋田県大館市金坂後６ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）15

秋田県立　大館鳳鳴高等学校 給食調理業務（定時制
課程）

◆定時制課程の生徒・職員の給食調理に従事し
ていただきます
［主な業務内容］
◎給食調理
◎食器洗浄等付随する業務
＊雇用期間：令和２年１０月１２日～令和２年
１２月２２日迄（契約更新の可能性あり→条件
あり）

1人

加入保険等 必要な免許資格

◆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

仕事の内容 採用
人数

年齢 賃金 就業時間

就業場所 秋田県大館市

№ 求人者名・所在地・就業場所 職種

05030- 4039701

秋田県大館市

(1)20時00分～0時00分 労災
20歳以上 時給

秋田県大館市常盤木町４－２３ 雇用期間の定めなし

法令の規定に
より年齢制限

がある
パート労働者 1,500円～

1,500円


