
一般；週刊求人情報 
12月17日発行 （12月10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16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24日発行予定 ]
閉　庁　日  ： 土曜・日曜・祝日・年末年始　

　　＊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

1

株式会社　クランク 土木施工管理（工事発
注の監理・発注者支
援）補助業務

公共物のインフラ整備に関わるお仕事です
工事発注者側の一員となり、工事の発注から
竣工までのお手伝い
現場での測量等の施工管理作業はありません
設計に関する打ち合わせや確認作業
写真撮影や工事に関する資料整理取りまとめ
土木工事の発注に関わる補助的な作業
建設土木に関わる経験者を優先させて頂きま

3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
64歳以下 月給

パソコン表計算可
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

定年を上限正社員 373,100円～
502,100円就業場所 秋田県大館市 04010-67963911

不問正社員以外 150,800円～
180,000円就業場所

(1)5時40分～14時40分 雇用・労災・
健康・厚生不問 月給

(2)9時15分～18時00分

3

株式会社　クランク 電気工事施工管理・発
注支援業務や点検調
査、資料作成

電気工事に関する公共物の維持に関わる点検
や、工事の発注に関する業務の全般を行って
頂くお仕事です。
工事の発注後の監理監督や打ち合わせ
現況の写真撮影や資料作成、同とりまとめ
キャドを使用した図面の修正作業（設計図面
作成ではありません）設計資料の確認や設計
積算に関する補助業務など

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

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） (3)10時15分～19時15分

就業場所

2

株式会社　タクト 給食調理（扇田病院） ◆給食調理として、下記の業務に従事します
・入院患者の給食の調理（栄養士が作成した
メニューに基づいた調理）、盛り付け、配膳
業務等
・洗い場作業、清掃、その他それに付随する
業務全般
※経験者優遇致します
＊試用期間；３ヶ月間（その間、賃金等同条

2人

パソコンワープロ可
64歳以下 月給

パソコン表計算可

秋田県大館市 05030- 5742111

定年を上限正社員 351,000円～
421,000円秋田県大館市 04010-67701311

3人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許一種
35歳以下 月給

キャリア形成 180,000円～
200,000円 又は8時00分～18時00分

の間の8時間就業場所 秋田県大館市 05010-24663211

5

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
◆雇用期間は採用日より２ヶ月間となります
※状況により期間の更新あり（但し：最大
５ヶ月間の雇用）

2人

4

株式会社　トヨタレンタリース秋田 レンタカー・カーリー
ス総合営業（大館店）

○契約法人先へレンタカー・カーリースの
ルートセールスを行っていただきます。
・営業としてのノルマはありません。
・社用車を使用します。
＊他に、レンタカー業務（受付・接客等）と
レンタカーバックヤード業務（納車、引き取
り、洗車、段取り、開店業務）もしていただ
きます。

2人
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３－４
９

雇用期間の定めなし

正社員

不問正社員以外 128,000円～
128,000円就業場所

(1)8時40分～17時20分 雇用・労災・
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

6

株式会社　リブエス 経理事務 ◆当社において、経理を担当していただきま
す
◎経理事務作業
・書類整理作成等
・伝票仕訳等
・電話応対及び来客応対
・その他付随業務

秋田県大館市中道１丁目４－１８ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市字長倉１２６ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

就業場所

パソコンワープロ可
50歳以下 月給

パソコン表計算可

普通自動車免許ＡＴ

秋田県大館市 05030- 5729211

キャリア形成正社員 160,000円～
200,000円秋田県大館市 05030- 5733911

1人

(1)9時00分～18時00分 雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
50歳以下 月給

パソコン表計算可

キャリア形成 155,000円～
180,000円

(1)9時00分～18時00分

就業場所 秋田県大館市 05030- 5734111

8

株式会社　リブエス 不動産営業及び建物管
理

◆賃貸物件をお探しのお客様へ条件の合うお
部屋を提案したり、入居者様のお困りごとを
解決し快適な暮らしをサポートするお仕事で
す
◎お客様の来店・電話・メール等に対応し、
物件紹介や案内
◎契約書、その他書類作成
◎入居時お部屋の状況確認、退去時の修繕箇

1人

7

株式会社　リブエス 一般事務 ◆賃貸物件に関して管理業務全般を担当する
お仕事です
◎不動産賃貸管理システムへの入力
（入金、退去・解約・精算処理）
◎入居者様の契約管理
◎請求書作成、資料作成、資料整理
◎電話及び来客応対
◎その他、簡単な庶務業務

1人
秋田県大館市中道１丁目４－１８ 雇用期間の定めなし

正社員

普通自動車免許ＡＴ

キャリア形成正社員 160,000円～
200,000円就業場所

(1)9時00分～18時00分 雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
50歳以下 月給

パソコン表計算可

9

藤和建設　株式会社 土木施工管理（見習い
可）【トライアル雇用
併用求人】

◆土木現場において、現場管理業務に従事し
ていただきます
・現場での施工管理業務全般
・現場は主に秋田県内及び近県（弘前方面・
岩手方面）となります
・大館市外の近県に在住の方の応募も歓迎し
ます
・現場までは、社用車（バンタイプのマニュ

秋田県大館市餅田字前田１０－１ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市中道１丁目４－１８ 雇用期間の定めなし

就業場所

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

秋田県大館市 05030- 5735711

定年を上限正社員 153,000円～
320,000円秋田県大館市 05030- 5740611

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許
不問 時給

中型自動車免許

普通自動車免許ＡＴ

不問 136,080円～
137,592円

(1)9時00分～17時00分

就業場所 秋田県大館市 04010-67424211

11

一般財団法人　東北電気保安協会　秋田
事業本部

電気調査技術員 ○定期調査業務及び竣工調査
・一般用電気工作物（一般家庭、商店、事務
所等）を協会車で訪問し電気設備の調査点検
等を行っていただきます。
管轄地域
秋田（秋田、南秋田郡、潟上）
大館（大館、鹿角、北秋田市）
横手（横手、湯沢、大仙、仙北）

2人

10

株式会社　高速 配送・商品管理 ◎食品パッケージを中心とする包装資材（ト
レー、ラップ、ラベル等）を倉庫内で箱詰め
する作業と配送
・スーパーでよく手に取られる肉や魚、寿
司、弁当のトレー等の配送作業
※簡単な作業ですので、未経験の方も歓迎で
す。
※６カ月毎契約更新（基準日：３／２１、９

2人
宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目４－２
０

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

正社員以外

定年を上限正社員 208,600円～
234,100円 給付

就業場所

(1)8時30分～17時20分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

第二種電気工事士
64歳以下 月給

普通自動車免許一種

12

一般財団法人　東北電気保安協会　秋田
事業本部

自家用電気工作物の保
安業務

○自家用電気工作物の保安業務
（契約事業場の保守・点検、試験を行う）
・エリアは県内全域
・業務には社用車を使用

秋田県秋田市寺内字三千刈３６－３ 雇用期間の定めなし

秋田県秋田市寺内字三千刈３６－３ 雇用期間の定めなし

就業場所

第三種電気主任技術者
64歳以下 月給

普通自動車免許一種

秋田県大館市 05010-24586011

定年を上限正社員 200,200円～
285,000円 給付

秋田県大館市 05010-24587311

5人

(1)8時30分～17時20分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

13

株式会社　虹の街　大館営業所 看護師（訪問入浴） ◆ブランクＯＫ◆子育て世代応援◆研修制度
充実◆運転なし◆
～お仕事内容～
◎虹の街ホームページＴＯＰで訪問入浴のお
仕事動画を公開中！
※看護師、介護員２名の３人チームでお客様
宅に訪問し、入浴介助を行います
※バイタルチェック実施し、入浴可否の判断

1人

(1)8時30分～17時30分

秋田県大館市清水３－１－２ 雇用期間の定めなし

正社員

就業場所 秋田県大館市 05030- 5714011

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師
64歳以下 月給

パソコンワープロ可

パソコン表計算可

定年を上限 236,750円～
256,750円

准看護師
64歳以下 月給

パソコンワープロ可
秋田県大館市清水３－１－２ 雇用期間の定めなし

パソコン表計算可

定年を上限正社員 226,750円～
246,750円就業場所 秋田県大館市 05030- 5716611

15

株式会社　さいとう自動車機械整備工場 自動車整備工 ◆当社工場内において、自動車整備業務（小
型車～大型車などの点検作業・部品交換等）
に従事していただきます
＊即戦力を求める為、自動車整備経験３年以
上の方を募集します
※試用期間：３～６ヶ月（その間日額＠６，
５００円となります）
※日額は、資格や経験等を考慮の上決定しま

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

14

株式会社　虹の街　大館営業所 准看護師（訪問入浴） ♪ブランクＯＫ♪♪子育世代応援♪♪研修制
度充実♪♪運転なし♪
～お仕事内容～
◎虹の街ホームページＴＯＰで訪問入浴のお
仕事動画を公開中！
※准看護師、介護員２名の３人チームでお客
様宅に訪問し、入浴介助を行います
※バイタルチェック実施し、入浴可否の判断

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

三級自動車整備士
不問 日給

普通自動車免許一種
秋田県大館市十二所字中野９６ 雇用期間の定めなし

不問正社員 159,810円～
179,970円就業場所 秋田県大館市 05030- 5720511

ハローワークインターネットサービス

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


株式会社　ホーユー エリアマネージャー／
秋田エリア

主に秋田エリアの各食堂・給食事業所の現場
運営・スタッフ管理業務です。その他、委託
元との対応などを行って頂きます。
※県外出張あり
直行・直帰の場合あり
※各給食事業所へは社用車で移動して頂く
為、普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）必須
となります。

1人

雇用・労災・
健康・厚生

調理師
59歳以下 月給

管理栄養士
広島県広島市中区舟入本町１７－１ 雇用期間の定めなし

栄養士

定年を上限正社員 290,000円～
300,000円 又は6時00分～21時00分

の間の8時間34010-51948911

普通自動車免許ＡＴ

秋田県大館市片山町３丁目１－４７ 雇用期間の定めなし

法令の規定に
より年齢制限

がある

正社員以外 155,520円～
172,800円 又は8時00分～0時00分の

間の8時間

雇用・労災・
健康・厚生18歳以上 時給

05030- 5700911

有限会社　大都 パチンコホール・カウ
ンター業務【餌釣店】

◆パチンコ店でのホール及びカウンター業務
に従事して頂きます
※試用期間３ヶ月（その間、時給＠９００
円） 2人

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限

18歳以上 時給

法令の規定に
より年齢制限

がある

155,520円～
172,800円 又は8時00分～0時00分の

間の8時間

雇用・労災・
健康・厚生

定年を上限正社員 366,200円～
587,955円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

04010-66865611

04010-66852211

28

株式会社　オンサイト 現場監督（土木分野） ダム・トンネル・橋梁・道路舗装等
様々な現場での土木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

27

株式会社　オンサイト 工事管理補助（空調・
衛生設備分野）

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
空調・衛生設備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
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

正社員

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

就業場所 秋田県大館市

定年を上限

パソコンワープロ可
59歳以下 月給

パソコン表計算可

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限 249,400円～
466,275円

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

栄養士

定年を上限 290,000円～
300,000円

26

株式会社　クランク 土木設計の補助・修正
業務（道路／河川／施
設／上下水道他）

主に土木の公共構造物などの工事における設
計図面の修正作業や数量計算、資料整理など
の補助業務です。
設計図面の原稿を作成するものではありませ
ん
キャド操作が主な業務ですが、数量拾いや数
量計算はエクセルを使用します。上記に関連
した資料の作成やまとめ作業など。

2人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 330,700円～
427,500円

04010-66759911就業場所 秋田県大館市

パソコンワープロ可
64歳以下 月給

パソコン表計算可
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

定年を上限正社員 335,700円～
427,500円

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

04010-66739411

又は6時00分～21時00分
の間の8時間34010-51949111

雇用・労災・
健康・厚生

25

株式会社　クランク 建築施工図の修正や数
量計算（室内作業／現
場以外）

建築図の修正や、施工図面の修正作業を行っ
て頂きます
設計図面の原稿を作成するものではありませ
ん
キャド操作が主な業務ですが、数量拾いや数
量計算はエクセルを使用します。
上記に関連した資料の作成やまとめ作業な
ど。

3人

(1)8時30分～17時30分

24

株式会社　ホーユー 料理長／秋田エリア 主に秋田エリアの各食堂・給食事業所におけ
る調理に関する
スタッフ管理・調理指導業務です。
その他、委託元との対応などを行って頂きま
す
※県外出張あり
直行・直帰の場合あり
※各給食事業所へは社用車で移動して頂く

1人
広島県広島市中区舟入本町１７－１ 雇用期間の定めなし

正社員

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

20

22

21

23

調理師
59歳以下 月給

管理栄養士

株式会社　クランク 造園施工管理（道路の
維持点検／施設管理／
発注支援補助）

公共の道路や建築物に付随した植栽物の維持
や管理のお仕事です
枯れ木の点検確認や、写真を撮影し今後の管
理方法の決定など
維持管理目的での業務の発注に関する補助的
な業務で資料の取りまとめやキャドによる図
面修正など自ら作業して頂く技能的なお仕事
ではありません

2人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 330,700円～
427,500円

04010-67050611

パソコンワープロ可
64歳以下 月給

パソコン表計算可

定年を上限正社員 171,000円～
186,000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

保育士
59歳以下 月給

パソコンワープロ可

13010- 8199712

19

株式会社ニチイ学館　管理部 保育士（正社員）／ニ
プロ元気ひろば保育園

保育園における保育業務全般
（０～５歳児、定員５０名）を行って頂きま
す
・着替え、食事の介助
・保育環境の整備（主活動の準備、園内清掃
等）
・保護者対応（連絡帳の作成等）
・帳票の作成（日誌、行事計画等）

1人

18

株式会社　小滝電機製作所 清掃業務 ◆当社工場内において、社内の清掃業務に従
事していただきます
◎トイレ清掃
◎共用部分の日常清掃
◎食堂のテーブル拭き
◎ゴミの回収及び廃棄
○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 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

正社員以外

東京都千代田区神田駿河台２－９ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市字大田面３５２－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） (3)9時30分～17時30分

不問

就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

雇用・労災・
健康・厚生

不問 135,466円～
135,466円

(1)8時10分～17時10分

05030- 5726111秋田県大館市

必要な免許資格

◆１ｔバンや２ｔ及び４ｔ車で集配業務に従
事していただきます
＊集配エリア：大館市内、北秋田市郡、鹿角
市郡、青森県内
※手作業又はフォークリフトを使用し、荷物
の積み下ろし作業あります、体力を要する業
務ですのでそれに対応出来る方を募集します
※１ｔバン集配コースはフォークリフト使用

2人

05030- 5721411

17

みらいっこ園 保育士又は保育補助 ◆年間・月間指導計画に基づき、保育業務全
般に従事していただきます
☆０才児５名、１才児５名、２才児５名、定
員１５名の家庭的な小規模保育園です
※保育士又は子育て支援員資格が無いかた
は、保育補助として業務に就いていただきま
す
◎雇用：令和４年４月から

1人

(1)7時30分～15時30分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外

16

東北西濃運輸（株）大館営業所 集配乗務社員

145,000円～
220,000円

05030- 5725911

不問 月給
(2)8時30分～16時30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 賃金 就業時間 加入保険等

(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
59歳以下 月給

秋田県大館市釈迦内字桜下１５ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 158,000円～
168,000円就業場所 秋田県大館市

29

有限会社　ほのぼの　ショートステイ
ほのぼの

介護職員（夜勤なし） ◆介護職員として下記の業務に従事して頂き
ます
・ショートステイにおいて介護利用者（定
員；２０人）の食事、入浴、排泄、掃除等の
介護業務

1人

(1)7時00分～16時00分 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級
64歳以下 月給

(2)10時00分～19時00分 介護福祉士
秋田県大館市根下戸新町１－１５ 雇用期間の定めなし

准看護師

定年を上限正社員 175,000円～
183,000円

05030- 5688911

30

株式会社　タクト 電話受付交換業務 ◆病院の代表電話の受付、取次業務に従事し
ていただきます。
◎外線電話の取次ぎ業務
◎院内担当部所への取次
◎内部からの外線への発信作業
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条
件）
○働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イ

1人

(1)8時30分～17時15分 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）

不問正社員以外 130,595円～
130,595円

05030- 5689111

その他の設備・内装工事関係資格
64歳以下 月給

普通自動車免許一種
秋田県大館市片山字浮島９３－１ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 150,000円～
200,000円

05030- 5692411

31

株式会社　いとだ設備サービス 一般設備工事士 ◆屋内や屋外にて、給排水設備工事及び空調
設備工事等の業務に従事します。
＊現場は、主に大館市内及び県北地区
＊現場へは、社用車にて移動となります
＊２種電気工事士あれば尚可

1人

(1)8時00分～17時00分

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

就業場所

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

05030- 5699811

有限会社　大都 パチンコホール・カウ
ンター業務【清水店】

◆パチンコ店でのホール及びカウンター業務
に従事して頂きます
※試用期間３ヶ月（その間、時給＠９００
円） 2人

秋田県大館市片山町３丁目１－４７ 雇用期間の定めなし

正社員以外

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

有限会社　柴田慶信商店 販売事務員養成コース
１【有期実習型訓練】

◆大館曲げわっぱの販売事務に関する下記の
業務に従事して頂きます
◎受付、電話・来客応対、商品説明。見積
書、請求書、領収書作成
◎在庫管理、棚卸作業、社内外の文書作成、
クレーム・トラブル対応。他店舗（東京；三
越店等）との連携。配送伝票作成、梱包、配
送等

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 日給

(2)8時15分～17時00分

就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許ＡＴ

就業場所 秋田県大館市

介護職員初任者研修修了

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

パソコン表計算可
秋田県大館市御成町２－１５－２８ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 132,342円～
132,342円

05030- 5693011


