
普通自動車免許一種
59歳以下 月給

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－３
３　
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 342,560円～
556,855円就業場所 秋田県大館市 04010-65227111

就業場所 秋田県大館市 04010-65213511

15

株式会社　オンサイト 現場監督（空調・衛生
設備分野）

マンション・商業施設・工場等
様々な現場での空調・衛生設備施工管理を
行っていただく仕事です。
多種多様なの物件に携わることも可能ですの
で、就業環境に関してのご相談はお気軽にど
うぞ。
※ブランクが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

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

14

株式会社　オンサイト 工事管理補助（土木分
野）

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
土木工事での進捗管理における補助業務を
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
※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

パソコンワープロ可
59歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ
宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－３
３　
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 249,400円～
490,620円

就業場所 秋田県大館市 07030- 8363311

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

定年を上限 180,000円～
230,000円

13

株式会社　顯幸 配達兼健康アドバイ
ザー◇明治乳製品の宅
配（秋田県大館市）

ＣＭでもお馴染みの「ｍｅｉｊｉ」Ｒ－１
ヨーグルトなど乳製品を中心とした宅配業。
主に定期宅配のお客様へ配達をして頂くお仕
事です。
◆配達は当社にとって最も重要な職務で、１
配達コースは約１００軒、２～４コースを担
当し、商品と共に「笑顔と元気」もお届け
し、「安心・安全・信頼」を軸にお客様の健

1人

(1)8時00分～18時00分

福島県会津若松市慶山１丁目６番７７号 雇用期間の定めなし

正社員

二級自動車整備士
59歳以下 月給

８トン限定中型自動車免許

秋田県大館市 05010-24069311

定年を上限正社員 157,000円～
202,500円 厚生

秋田県大館市 05010-24073211

3人

(1)9時30分～18時00分 雇用・労災・
健康・厚生

12

秋田三菱自動車販売　株式会社 サービススタッフ【自
動車整備士】（県北地
域）

○サービス（整備）活動における各業務を担
当していただきます。
・車両の整備、点検、修理
・整備車両の引取、納車
・その他付随する業務
＊車両の引取、納車時に積載車（中型自動
車）を運転する場合があります。
働き方改革関連認定企業

秋田県秋田市川元開和町４－１７ 雇用期間の定めなし

秋田県秋田市川元開和町４－１７ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所

不問正社員以外 160,000円～
186,600円 厚生

就業場所

(1)9時30分～18時00分 雇用・労災・
健康・厚生

８トン限定中型自動車免許
不問 月給

就業場所 秋田県大館市 05030- 5679911

11

秋田三菱自動車販売　株式会社 営業スタッフ（県北地
域）

○営業活動における各業務を担当していただ
きます。
・新車販売及び顧客に対するアフターサービ
ス
・自動車保険の販売
・車検、点検、車両の引取、納車
・その他付随する業務
＊車両の引取、納車時に積載車（中型自動

3人

10

株式会社　小滝電機製作所 実装業務（一般職） ◆当社工場内において電子部品の実装業務に
従事していただきます
◎実装業務
・組み立て
・検査他
○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

1人
秋田県大館市釈迦内字上袋６－６ 雇用期間の定めなし

正社員

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

定年を上限 138,096円～
150,000円

(1)8時10分～17時10分

59歳以下 日給

秋田県大館市 05030- 5677311

定年を上限正社員 174,000円～
348,000円秋田県大館市 05030- 5678611

3人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

9

有限会社　菅原組 土工・軽作業 ◆工事現場において、下記の業務に従事して
いただきます
・工事現場での軽作業
・仮設足場材の運搬など
◎現場へは、社用車にて向かいます
☆創業５７年、大館に古くから根差した会社
です。
建設業に多い出張・残業はほとんどありませ

秋田県大館市赤館町１番２号 雇用期間の定めなし

秋田県大館市赤館町１番２号 雇用期間の定めなし

就業場所

定年を上限正社員 197,200円～
417,600円就業場所

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生59歳以下 日給

就業場所 秋田県大館市 05030- 5675411

8

有限会社　菅原組 鳶工・鳶工見習い ◆工事現場において、下記の業務に従事して
いただきます
・工事現場での軽作業
・仮設足場組立工事
・仮設足場材運搬
・建築物の基礎工事等土木作業
◎現場へは、社用車にて向かいます
☆創業５７年、大館に古くから根差した会社

3人

7

株式会社　ダイニチ　大館営業所 地場運転手（大型） ◆主に原木輸送運搬業務に従事していただき
ます
◎グラップル付大型平ボデー車を使用します
◎北東北（秋田・青森・岩手）の山林と業者
間を往来します

2人
秋田県大館市岩瀬字新焼岱２－１ 雇用期間の定めなし

正社員

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許
59歳以下 月給

小型移動式クレーン運転技能者

玉掛技能者

定年を上限 195,000円～
330,000円

(1)8時00分～17時00分

パソコンワープロ可
59歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ

秋田県大館市 05030- 5684411

定年を上限正社員 200,000円～
280,000円秋田県大館市 05030- 5674511

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

6

株式会社　ダイニチ　大館営業所 営業・事務（配車補
助）担当

◎原木丸太等の輸送に関する営業
◎取引先への継続訪問
◎現場管理
◎配車補助
＊営業には社用車を使用します
＊営業範囲は秋田・青森・岩手県の既存取引
先

秋田県大館市岩瀬字新焼岱２－１ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市十二所字町頭４９番地 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所

不問正社員以外 146,880円～
146,880円就業場所

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

就業場所 秋田県大館市 05030- 5681811

5

特定非営利活動法人　ｋｕｒａｓｕ 調理員 ◆「サービス付き高齢者住宅（２２名）」に
おいて、調理業務全般に従事していただきま
す
◎下準備
◎調理・盛付け
◎食材管理
◎洗浄・厨房内清掃等

1人

4

有限会社　工藤鉄工 鉄工作業員 ・鉄骨及び鋼構造物の工場製作及び現場での
取付作業等に従事していただきます
・鉄道関係業務が主体ですので、現場作業が
主となります
⇒主に秋田・青森県内
・業務の状況により夜間作業が発生します
※６５歳以上の方相談に応じます

2人
秋田県大館市川口字横岩岱３５ 雇用期間の定めなし

正社員

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
64歳以下 月給

定年を上限 143,175円～
200,000円

(1)8時00分～17時00分

不問 時給
(2)7時00分～15時40分

(3)10時00分～18時40分

秋田県大館市 04010-66404811

不問正社員以外 157,850円～
169,900円秋田県大館市 05030- 5680711

1人

(1)8時40分～17時20分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

3

医療法人　光智会 介護職員【準職員】 ◎介護業務全般に従事していただきます
◎「無資格」「未経験」の方でも就労可能で
す
※採用後「介護職員初任者研修」を受講して
いただきます
（受講費用全額法人負担）
＊介護福祉士国家試験受験料補助制度、資格
取得後の資格手当があります

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）

宮城県仙台市青葉区一番町２丁目２－１
３　仙建ビル３階

雇用期間の定めなし

就業場所

2

株式会社　クランク 機械施工管理（経験
者）

各地方自治体等に於いて発注者側の業務をお
手伝い頂きます。
・現場の調査点検確認や資料の精査作成～提
出
・工事監督や打ち合わせ、同書類の作成
・写真撮影やファイリング
・キャド、エクセル、ワード等のパソコン操
作

2人 普通自動車免許ＡＴ

定年を上限正社員 339,700円～
466,800円就業場所

(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
64歳以下 月給

パソコン表計算可

1

株式会社カネマツ（ライジンググルー
プ）

ホールスタッフ（ライ
ジング大館／正社員）

ライジング大館（パチンコ店）における店内
業務です。
＜ホール業務＞
・接客
・ホール巡回
・遊技台管理
・店内外清掃等
＜カウンター業務＞

1人

(1)8時00分～16時30分 雇用・労災・
健康・厚生18歳～40歳 月給

(2)13時00分～21時30分
青森県青森市古川１丁目３－７ 雇用期間の定めなし

(3)16時00分～0時30分法令の規定に
より年齢制限

がある

正社員 180,000円～
180,000円 又は8時00分～0時30分の

間の7時間以上就業場所 秋田県大館市 02010-14701811

　　＊求人検索は、ハローワークインターネットサービス でもできます。

№ 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

一般；週刊求人情報 
12月10日発行 （12月3日

〒017-0046　秋田県大館市清水1丁目５-２０

お問合せ先  ： ０１８６－４２－２５３１

～12月9日受付分）
ご利用時間  ： 午前８時３０分～午後５時１5分

[ 次回12月17日発行予定 ]
閉　庁　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

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


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

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

32

株式会社　アクティオ 営業職（大館営業所） ＊ゼネコン・建設会社等に対し、現場で使用
するレンタル機械を提案・提供する営業です
＊ＢｔｏＢの営業経験や、機械の知識・資格
がある方は特技を活かせる職場です。
未経験の方も、入社後の研修で必要なスキル
を身につけることができ、資格取得も会社で
バックアップしています。
＊営業経験者優遇

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

就業場所

秋田県大館市比内町扇田字庚申岱１２－
１

雇用期間の定めなし

02010-14421211

株式会社　青森銀行 銀行窓口業務（大舘支
店）

来店されたお客さまの現預金の預入れ・払戻
し等について、手続きしていただきます。ま
た、お客さまのニーズに合った商品やサービ
スを提供していただきます。
※お客さまと明るく接客できる方を歓迎しま
す。業務を通じて知識を身につける事ができ
ますので、経験は問いません。
＊子育てサポート認定企業＊

1人
青森県青森市橋本一丁目９番３０号 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

正社員以外

東京都中央区日本橋３丁目１２－２　朝
日ビルヂング７Ｆ

雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 163,200円～
279,600円

13010- 4942112就業場所 秋田県大館市

31

本間物産　株式会社 販売（大館店）【正社
員】

○マルホンカウボーイ店において、販売、商
品の仕入れ、管理等
【主な業務内容】
商品の陳列、商品づくり、ＰＯＰ作成、在庫
管理、発注等。
経験を積んだ後は、部門責任者として売場作
成、人材育成などを行って頂きます。
※業務内容によっては、重量物の持ち運び等

1人

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

パソコン表計算可
45歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ
山形県飽海郡遊佐町比子字白木２３－３
６２

雇用期間の定めなし

キャリア形成正社員 152,000円～
234,400円 又は7時00分～20時30分

の間の8時間06030- 8972411
拠出

就業場所 秋田県大館市

30

（株）ズーム秋田工場 生産管理（検品・資
材、納期管理）

◆国内アパレル向けの衣料品製造における生
産管理業務に従事していただきます
◎完成された衣料品の検品
◎製造における資材調達・管理
◎出荷作業等
※試用期間：１ヶ月（その間、賃金等同条
件）
＊未経験の方は、入社後丁寧に指導しますの

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生59歳以下 月給

秋田県大館市川口字隼人岱１０８－２０ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 140,000円～
150,000円

05030- 5655711就業場所 秋田県大館市

29

株式会社　ナラトモ　大館支社 一般事務員 ◆一般事務員として下記業務に従事していた
だきます
◎受付及び電話応対
◎品出し・入荷品の整理
◎伝票入力
◎一般事務作業全般
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条
件）

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
64歳以下 月給

(2)8時00分～12時00分 パソコン表計算可
秋田県大館市八幡沢岱８４－２ 雇用期間の定めなし

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限正社員 132,800円～
135,000円

05030- 5647711就業場所 秋田県大館市

(1)8時30分～17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

秋田県能代市万町２－２０　ＴＫビル２
階

雇用期間の定めなし

キャリア形成無期雇用派遣労働者 175,000円～
223,000円就業場所 秋田県大館市

№ 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

◇医薬品製造工場にて、分析業務に従事して
頂きます。
＊定量試験、溶出試験、理化学試験
＊パソコン（入力程度）を使用して、試験結
果のデータ入力
※採用後、県外（東京または大阪）で２週間
程度の研修を受けて頂きます。理化学試験に
関する座学と実習を組み合わせたカリキュラ

3人

05020- 5595511

17

東北電力ネットワーク（株）大館電力セ
ンター

一般事務補助（短期） ◆一般事務補助として、下記業務に従事して
いただきます
・ＯＡ機器での各種データの入力業務
・来客対応
・書類整理、保管
◆雇用期間：令和４年２月１日～令和４年３
月３１日迄
※状況により期間の更新あり（但し：最大

1人

(1)8時40分～17時20分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外

16

株式会社　ＫＡＣテクノ 医薬品製造工場での分
析業務（未経験可）

128,000円～
128,000円

05030- 5660611

パソコンワープロ可
不問 日給

秋田県大館市字長倉１２６ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

就業場所 秋田県大館市

不問 時給
雇用・労災・
健康・厚生

不問 123,600円～
123,600円

(1)8時30分～17時00分

厚生
05030- 5663711秋田県大館市

19

株式会社　エコリサイクル 工場作業員（家電品解
体及び仕分け分解作
業）

◆使用済み家電製品やＯＡ機器等の手分解作
業及び付帯作業に従事していただきます
◎手分解作業で、回収した部品等の二次加
工、補助作業もあります
※雇用期間：採用日～令和４年６月３０日迄
（契約更新の可能性あり＊条件あり）
※試用期間２週間（その間、賃金等同条件）

1人

(1)8時00分～17時00分

18

株式会社　光輪技研 電子部品のテーピン
グ・検査

◆約５ｍｍ位の大きさの電子部品をテープ状
のトレイに入れて検査・テーピングする作業
に従事していただきます
※専用のテーピング機械を使用するため、椅
子に座っての作業となります（立ち仕事では
ありません）
※作業はマンツーマンで指導します

1人
秋田県大館市下代野３８－１ 雇用期間の定めなし

正社員以外

秋田県大館市花岡町字堂屋敷３０－２ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所 秋田県大館市

不問正社員以外 142,988円～
142,988円

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

05030- 5666511

20

22

21

23

40歳以下 月給

有限会社　ササキ商店 解体作業員兼運転手 ◆自動車、農機具等の解体・鉄屑の処理やお
客様からの引取りに従事していただきます
◎廃自動車の解体作業
◎農機具等の解体作業
◎鉄屑の処理他
◎お客様からの依頼による引き取り
※手作業による作業もあります
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 220,000円～
250,000円

05030- 5668011

車両系建設機械（解体用）運転技能者
不問 月給

普通自動車免許一種

(1)8時35分～18時35分

05030- 5624211

雇用・労災・
健康・厚生

25

社会福祉法人　水交苑 介護職員 ◆特別養護老人ホーム等の入居者（施設によ
り定員が異なるため特記事項欄を参照）に関
わる介護業務全般に従事して頂きます
◎身体介助、食事介助、入浴介助等
＊就業場所は当法人施設のいずれかになりま
す
（面接時に希望を伺った上で決定。大館市内
の法人施設内で異動する場合もあります）

2人

(1)6時30分～15時30分

24

秋北航空サービス　株式会社 大館能代空港グランド
スタッフ（地上係員）

◆ＡＮＡ（全日空）の制服を着用し、空港グ
ランドスタッフ（地上係員）として下記の業
務に従事していただきます
◎空港カウンターにおける、チェックイン業
務・航空券の発券業務
◎空港カウンター前における総合案内
◎手荷物の受託
◎出発ゲートにおけるお客様のご案内

1人
秋田県大館市御成町１－１１－２５ 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

定年を上限正社員 154,800円～
197,500円 又は6時30分～20時00分

の間の8時間

雇用・労災・
健康・厚生59歳以下 月給

(2)8時30分～17時30分

05030- 5626411

キャリア形成 142,400円～
183,000円

26

株式会社　オーベンリ 作業スタッフ ◆当社における各種作業に従事していただき
ます
◎一般土木作業・除雪
◎草刈り・剪定・伐採
◎ハウスクリーニング
◎遺品整理等

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 146,880円～
146,880円

05030- 5627011就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許ＡＴ
不問 日給

秋田県大館市字部垂町３７－２　沼田ビ
ル２０１号室

雇用期間の定めなし

不問

介護支援専門員（ケアマネージャー）
59歳以下 月給

(2)8時30分～17時30分

定年を上限 235,000円～
270,000円

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

05030- 5637911

28

大館マテリアル　株式会社 ４ｔ車・ユニック運転
手

◆主に建設現場からの廃棄物等の収集・運搬
業務に従事していただきます
◎業務に必要な資格取得の場合、費用全額補
助
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条
件）

2人

(1)8時00分～17時00分

27

株式会社　スフィーダ　ショートステイ
まごころ

介護支援専門員 ◆居宅サービス利用者に対する介護支援専門
員の業務全般に従事していただきます
◎ケアプランの作成・介護認定申請
◎医療機関支援センター等関係機関との連
絡・調整
◎利用者宅への訪問

1人
秋田県大館市東台７丁目４－１０ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市立花字山田渡１－７７ 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

キャリア形成正社員 161,000円～
184,000円

雇用・労災・
健康・厚生

８トン限定中型自動車免許
50歳以下 月給

05030- 5638111

不問

不問 月給

不問 131,000円～
151,000円

(1)8時45分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

青森県青森市問屋町１－３－１７ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問正社員以外 139,440円～
142,800円 又は8時45分～18時00分

の間の8時間程度

雇用・労災・
健康・厚生

パソコン表計算可
不問 時給

普通自動車免許ＡＴ

02010-14451911

株式会社　マツダレンタカー　みちのく レンタカークルー（タ
イムズカー大館駅前
店）

・レンタカーの受付
・レンタカーの貸渡し
・レンタカーの洗車
・レンタカーの回送及び配送
・その他関連業務

1人

株式会社　ＫＡＣテクノ 医薬品製造工場での分
析業務

◇医薬品製造工場にて、分析業務に従事して
頂きます。
＊分析業務経験者（学生時代に経験があれば
充分です）
＊菌のモニタリング、培地調査
＊定量試験、溶出試験、理化学試験
＊パソコン（入力程度）を使用して、試験結
果のデータ入力

2人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
59歳以下 月給

秋田県能代市万町２－２０　ＴＫビル２
階

雇用期間の定めなし

定年を上限無期雇用派遣労働者 201,600円～
268,800円

05020- 5585811


