
　　 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

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

定年を上限 134,838円～
136,200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

(1)8時30分～17時00分

秋田県大館市下川原字屋布９－１

※ 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

05030- 4033001

　　　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】

就業場所 秋田県大館市

雇用期間の定めなし

正社員

150,000円～
160,000円

05030- 4030801

普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 月給

雇用・労災・
健康・厚生64歳以下 日給

秋田県大館市字大田面３７６－２ 雇用期間の定めなし

定年を上限

05030- 4055401

12

株式会社　ダスキン北秋 総合職 ・一般家庭、事業所へのマット、モップ類の交
換業務
・商品の集配、回収業務
・定期顧客及び契約顧客への清掃業務 1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限正社員 200,000円～
260,000円

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

05030- 4052601

11

渡辺食品工業　株式会社 営業 ◆弊社商品（きりたんぽ、トンブリ、他）を全
国的に営業・販売する業務
◆取引先との営業交渉等
※営業経験ある方・県外へも出張可能な方を希
望

1人

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・
健康・厚生

10

株式会社　花輪魚市場 商品品出し及び格納
（１２：００～２０：
３０）

◆商品のピッキング作業（ピッキング作業場
５℃）
◆倉庫内作業も有ります（冷蔵庫温度－２
５℃）
・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３ヶ月（その間、通勤手当なし）


1人
秋田県大館市清水４－４－２０ 雇用期間の定めなし

正社員以外

秋田県大館市比内町笹館字小森山２４－３ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

不問 時給

不問 127,980円～
160,380円

(1)12時00分～20時30分

第三種電気主任技術者
63歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ
秋田県大館市櫃崎字大道下１４－３ 雇用期間の定めなし

定年を上限

就業場所 秋田県大館市

9

株式会社　タクミエンジニアリング 電気主任技術者 ◆当社グループ会社所有する、太陽光発電及び
バイオマス発電所保守管理業務に従事していた
だきます
◎業務エリアは秋田県内となります（社有車使
用）

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 300,000円～
600,000円

05030- 4048801

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市下川原字屋布９－１ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 134,838円～
136,200円

雇用・労災・
健康・厚生64歳以下 日給

05030- 4069301

05030- 4065801

8

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

(1)8時30分～17時00分

7

株式会社　イシイ　東部種鶏部　秋田農場 養畜作業者 ◆養鶏場にて下記業務に従事していただきます
◎鶏舎での仕事
・給餌、給水、温度確認、環境確認等
◎設備、機材等の組立てなど
◎鶏舎の清掃（掃き掃除や水洗作業）
◎ワクチン接種
※農場の総合管理者が常駐しているので、未経
験者でも問題なく

5人
秋田県大館市下川原字上野２－１ 雇用期間の定めなし

正社員

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
45歳以下 日給

キャリア形成 153,270円～
257,400円

(1)8時00分～17時00分

普通自動車免許一種
不問 日給

秋田県大館市十二所字中野９６ 雇用期間の定めなし

不問

6

株式会社　さいとう自動車機械整備工場 営業全般 ◎各種車及び重機の整備・点検依頼の申し受け
◎各種手続の代行等
◎整備・点検代金の集金
◎敷地及び工場内の整理・整頓等 1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員

就業場所 秋田県大館市

149,000円～
155,300円

05030- 4064701

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市片山町１－３－１０ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問正社員以外 128,000円～
144,000円 又は7時00分～19時00分の

間の8時間

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

05030- 4062101

05030- 4061901

5

学校法人　大館ホテヤ学園 保育補助 ◆０～５歳児（定員；５０名）の保育補助及び
時間外保育に従事していただきます
◎就業時間：７時００分～１９時００分の間の
８時間勤務 1人

4

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
秋田県大館市泉町９番１９号 雇用期間の定めなし

正社員

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

准看護師
62歳以下 月給

パソコンワープロ可

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限 178,800円～
199,500円

(1)8時30分～17時30分

介護福祉士
62歳以下 月給

(2)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者
秋田県大館市泉町９番１９号 雇用期間の定めなし

(3)9時30分～18時30分 パソコンワープロ可

定年を上限 普通自動車免許ＡＴ

3

社会福祉法人　大館圏域ふくし会 訪問介護員（神山荘ヘ
ルパーステーション）

◆神山荘ヘルパーステーション（訪問介護）に
おいて、訪問介護員として従事していただきま
す
＊在宅高齢者の身体介護
・入浴、排泄、食事、通院介助、体位交換
＊在宅高齢者の家事援助
・調理、洗濯、掃除


1人

(1)7時30分～16時30分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員

2

就業場所 秋田県大館市

157,300円～
181,300円

05030- 4059501

株式会社　オンサイト 現場監督補助（土木分
野）

土木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

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

定年を上限正社員 246,440円～
490,620円

04010-45845601

(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

普通自動車免許ＡＴ

02030- 8067901

1

株式会社　オールクリア 電子部品製造・検査
（大館市）

・車載製品、センサー、映像機器、ＢＯＸ電源
チャージャーの製造
・半田付け、外観検査、基盤の組立
・マシンオペレーター
※立ち仕事になります。
＊派遣期間：令和２年１０月２１日～令和２年
１２月２０日までですが、以降は２ヶ月更新と
なります。

1人

(1)6時00分～14時00分 雇用・労災・
健康・厚生18歳以上

就業場所 秋田県大館市

時給
(2)14時00分～22時00分

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） (3)22時00分～6時00分

法令の規定に
より年齢制限

がある
有期雇用派遣労働者 149,940円～

149,940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　

一般；週刊求人情報 9月25日発行 （9月18日

～9月24日受付分）
[次回10月2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/


就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

05030- 4044901

雇用・労災・
健康・厚生

165,046円～
185,046円

05030- 4042301就業場所 秋田県大館市

05030- 4041001

05030- 4038401

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
360,000円

05030- 4037101

05030- 4035601

大型自動車免許
59歳以下 日給

定年を上限 184,000円～
207,000円

19

北秋生コン　株式会社 生コン車運転手 ◆生コン車（１０ｔ又は４ｔ車）による生コン
クリートの運搬業務に従事していただきます
◎運搬の範囲は、主に大館市・北秋田市の各現
場となります
◎上記作業がない場合は、構内整備ほか雑用を
行っていただきます
※試用期間：６ヶ月（その間、賃金等同条件）


1人

(1)8時00分～17時00分

秋田県大館市長坂字坂地家後７４ 雇用期間の定めなし

正社員

就業場所 秋田県大館市

８トン限定中型自動車免許
59歳以下 日給

秋田県大館市片山字中通６－２ 雇用期間の定めなし

定年を上限

18

東北ビル管財　株式会社 運転手（パッカー車） ◆主に県北地域の現場において、一般廃棄物の
収集運搬に従事していただきます
※年数は問いませんが、４ｔ車運転経験者を優
遇します
※廃棄物の積込作業等もあり、体力が必要とな
りますのでそれに対応できる方
＊試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）
＊大型、大型特殊、車両系建設機械、小型移動

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員

秋田県大館市釈迦内字下清水２７ 雇用期間の定めなし
17

（株）カワサキ

就業場所 秋田県大館市

不問正社員 136,512円～
136,512円

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

縫製スタッフ ◆当社において、縫製作業全般の業務に従事し
ていただきます
・主に、婦人服のブラウス、シャツの縫製作業
・その他、アイロン作業等もあります
※試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）
☆未経験の方の応募も可
☆短時間就労（パート）希望の方も相談に応じ
ます

1人

(1)8時15分～17時05分

看護師
不問 月給

(2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分

不問 191,795円～
191,795円

16

大館市立総合病院 看護師 ◆当院外来又は病棟において、看護業務に従事
していただきます
＊雇用期間：令和２年１０月１日～令和３年３
月３１日迄（契約更新の可能性なし） 2人

(1)8時30分～17時15分

秋田県大館市豊町３－１ 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

日給

15

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

正社員

秋田県大館市谷地町後１７－１ 雇用期間の定めなし

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

賃金 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

14

有限会社　高橋左官工業所 左官見習い・左官手元 ◎左官見習い及び左官手元作業に従事していた
だきます
・左官工事
・基礎工事
・タイル工事
・左官業務における手元作業
・その他、雑務等


2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

不問正社員 163,100円～
209,700円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
不問


