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パート；週刊求人情報 ～2月10日受付分）

1

大館市立桂城小学校　ＰＴＡ 図書館司書

800円～800円

05030-  799811

秋田県大館市水門町１－１２ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

パート労働者

05030-  796911

秋田県大館市字大田面１９ 雇用期間の定めなし

不問 時給

(1)17時00分～1時00分

(2)17時00分～21時00分

2

ナガハマコ－ヒ－株式会社　大館営業所 事務職 ◆事務業務全般の仕事になります
・伝票整理等の事務処理や電話応対、銀行用
務です
また、出庫詰め・在庫・倉庫内の管理全般を
お願いします
＊市内のお客様への、お水の配達があります
（週１～２回程度）
＊銀行用務等には、社用車（オートマ車）を

1人

雇用・労災

パート労働者

〒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

不問 800円～800円

(1)9時00分～13時00分

◆小学校の図書館において下記業務に従事し
ていただきます
◎図書の管理
◎生徒への図書の貸出・返却等の事務処理
◎学校ＰＴＡの事務補助

1人

雇用・労災

不問 時給
パソコン表計算可

パソコンワープロ可

(1)10時00分～15時00分

4

一般財団法人　大館市文教振興事業団 図書館員 ■次の業務に従事していただきます
◎カウンター業務（貸出・返却・予約他）
◎配架作業（整理・整備他）
◎図書館の運営管理に関する事務作業
＊本の貸出、返却等のカウンター業務を通じ
て地域の読書環境推進を目的とした仕事です

1人

3

マクドナルド　７号線大館店【ヒロフー
ズ（株）】

ハンバーガー製造及び
販売（１７－深夜１時
の間）

ハンバーガーの製造及び販売、その他付帯業
務

5人
秋田県大館市片山町２－４－５ 雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県大館市上代野字稲荷台１－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

不問

不問 時給
パソコン表計算可

05030-  803811

(2)13時00分～19時15分

時給

05030-  802711

900円～1,000
円 又は20時00分～1時00分

の間の2時間以上

雇用・労災

普通自動車免許ＡＴ

不問

不問

5

株式会社　東武 法務局証明書発行窓口
業務【大館】

法務局内登記事項証明書等の発行業務
・窓口受付、証明書作成、交付
・電話応対、印紙販売

1人

雇用・労災

パート労働者 795円～795円

04010- 8689211

(1)11時00分～17時00分

就業場所 秋田県大館市

パソコンワープロ可
不問 時給

雇用・労災 パソコンワープロ可

宮城県仙台市青葉区立町１－２　広瀬通
東武ビル　８階

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

(1)8時30分～14時45分

普通自動車免許ＡＴ

不問パート労働者 800円～800円

不問 時給
(1)6時00分～11時30分 雇用・労災

(2)6時00分～8時00分

不問 850円～950円

05010- 3511811

7

株式会社　うめの木園　ショートステイ
なでしこ

調理員（短時間パー
ト）

◆ショートステイ施設内において、下記の業
務に従事して頂きます（１日の利用者は３１
名程です）
・調理業務全般（調理、片付け）
※試用期間：３ヶ月（その間、時給＠８１０
円）
※就業時間は１日４～６時間。午前又は午後
どちらか勤務出来る方を希望。就業時間帯は

2人

6

株式会社　メフォス北日本　東北事業部
秋田支店

調理員【大館南ガーデ
ン】２～５．５Ｈ

○特別養護老人ホームにて調理業務全般を担
当していただきます
・食材の検品
・下処理
・調理
・盛り付け、洗浄、清掃等
＊ユニット型の特養のため厨房では１人ずつ
盛り付けせず簡単な盛り付けになります

1人
秋田県秋田市大町３－３－１５　ユニ
バースビル６Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

パート労働者

秋田県大館市根下戸新町１０３－１ 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

不問パート労働者 850円～980円

雇用・労災
不問 時給

05030-  777311
又は6時00分～19時00分
の間の4時間以上

8

株式会社　桜木屋 調理補助及び接客（大
館市）

◆『ラーメン桜木屋』で調理補助及び接客業
務に従事します
◎調理補助業務
・ラーメンの盛付け等
◎接客業務
・お客様からのオーダー受け
・飲食物の配膳、レジ操作等
※試用期間：１ヶ月（その間、賃金等同条

1人

雇用・労災

パート労働者 1,000円～
1,000円

05030-  778611

(1)16時00分～21時00分

就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

秋田県大館市山館字中山境２－２ 雇用期間の定めなし

不問

不問 日給

不問 6,239円～
6,239円

(1)8時30分～16時30分

05030-  779911

雇用・労災・
健康・厚生

秋田県大館市

10

大館市立総合病院 血液検査補助（会計年
度任用職員）資格有

◆当院、臨床検査科において血液検査補助業
務に従事していただきます
＊雇用期間：令和３年３月１日～令和３年３
月３１日迄
（契約更新の可能性あり→条件付きで更新あ
り）

1人

9

大館市立総合病院 血液検査補助（会計年
度任用職員）資格無

◆当院、臨床検査科において血液検査補助業
務に従事していただきます
＊雇用期間：令和３年３月１日～令和３年３
月３１日迄
（契約更新の可能性あり→条件付きで更新あ
り）

1人
秋田県大館市豊町３－１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

パート労働者

秋田県大館市豊町３－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

就業場所

就業場所 秋田県大館市

11

株式会社　ニチイ学館　秋田支店　大館
営業所

医療事務（大館市） ◆医療機関での医療事務業務全般
・受付窓口対応
・患者様のご案内
・電話対応
・会計入力
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条
件）

1人

雇用・労災・
健康・厚生

パート労働者 850円～850円

05030-  782211

(1)8時00分～16時00分

就業場所 秋田県大館市

13

ファミリーマート大館片山町三丁目店 レジ接客及び商品陳列
（１７：００～２０：
００）

◆コンビ二業務全般に従事
・レジ及び接客
・商品の検品、陳列、店内清掃他
・ユニホーム貸与
☆土・日・祝日勤務可能な方を希望
＊ファミリーマートの教育プログラムに則っ
て指導いたします。
＊ステップアップ制度あり

1人

12

大館市大町商店街振興組合 一般事務 ◆当組合において、下記業務に従事していた
だきます
◎パソコンでの文書作成及び入力
◎イベント事業の補佐
※月１９日勤務となります

1人
秋田県大館市字大町２９－１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

秋田県大館市片山町３丁目６番２号 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

労災
不問 時給

05030-  788911

05030-  783511

(1)17時00分～20時00分

不問 850円～850円

不問パート労働者 900円～900円

14

大館税務署 一般事務補助・データ
入力事務補助（４／１
～４／２３）

◆一般事務補助、パソコンによるデータ入力
に従事していただきます
＊雇用期間：令和３年４月１日～令和３年４
月２３日
（更新はありません）
◎就業時間：（１）９：３０～１６：００
（休憩６０分）
（２）１０：００～１６：３０（休憩６０

4人

(1)9時30分～16時00分 雇用・公災 パソコンワープロ可
不問 時給

(2)10時00分～16時30分
秋田県大館市赤館町２－１６ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

不問パート労働者 900円～900円

05030-  744611就業場所 秋田県大館市

医療事務資格
不問 時給

メディカルクラーク（医療事務技能審査）
秋田県大館市字桂城８－１４　朝日生命
大館ビル４Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

パソコンワープロ可
時給

雇用・労災・
健康・厚生不問

(1)9時00分～17時00分

雇用・労災・
健康・厚生

臨床検査技師
不問 日給

05030-  780711

(1)8時30分～16時30分

パート労働者 8,093円～
8,093円

不問

15

大館税務署 受付事務補助・一般事
務補助・データ入力事
務補助

◆受付事務補助、一般事務補助、パソコンに
よるデータ入力事務補助に従事していただき
ます
＊雇用期間：令和３年４月１日～令和４年３
月３１日
（更新はありません）
◎就業時間：（１）９：００～１５：３０
（休憩６０分）

2人

(1)9時00分～15時30分 雇用・公災 パソコンワープロ可
不問 時給

(2)10時00分～16時30分
秋田県大館市赤館町２－１６ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

不問パート労働者 900円～930円

05030-  745911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

株式会社　元氣屋 接客係【大館店】 ◆ラーメン店におけるオーダーの受付
◆食器類の片付け、厨房での皿洗い業務
◆会計等のレジ業務
※兼業可能
（他のパートと組み合わせて就業することも
可能です）
※就業時間は（１）（２）のシフト制となり
ますが、

1人

(1)10時00分～14時00分 雇用・労災

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

就業場所

秋田県大館市片山町２－４－５ 雇用期間の定めなし

05030-  774511

マクドナルド　７号線大館店【ヒロフー
ズ（株）】

ハンバーガー製造及び
販売（６時ー１５時の
間）

ハンバーガーの製造及び販売、その他付帯業
務

5人
秋田県大館市片山町２－４－５ 雇用期間の定めなし

パート労働者

32

株式会社　ニチイ学館　秋田支店　大館
営業所

送迎ドライバー【ニチ
イケアセンター桂城】

◆デイサービスセンターの送迎車の運転業務
に従事していただきます
◎送迎車の運転がメイン業務になります
◎ハイエースを使用、送迎範囲は大館市内に
なります
◎１ヶ月５０～６０時間の勤務になります

1人

(1)8時30分～10時00分 労災 普通自動車第二種免許
不問 時給

(2)16時30分～18時00分
秋田県大館市字桂城８－１４　朝日生命
大館ビル４Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問パート労働者 848円～948円

05030-  687411就業場所 秋田県大館市

31

株式会社　ニチイ学館　秋田支店　大館
営業所

訪問介護員【ニチイケ
アセンター大館】

◆在宅におけるヘルパー業務（身体介護・生
活援助・食事介助・入浴介助・調理・買い
物・洗濯・移乗等）に従事して頂きます
・キャリアアップ制度あり
・ユニフォーム貸与
・扶養範囲内での就業希望の方もご相談下さ
い
・１ヶ月８０～１００ｈの雇用契約になりま

2人

雇用・労災 ホームヘルパー２級
不問 時給

介護職員初任者研修修了者
秋田県大館市字桂城８－１４　朝日生命
大館ビル４Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 普通自動車免許一種

不問パート労働者 1,288円～
1,498円 又は7時00分～20時00分

の間の4時間程度05030-  684811就業場所 秋田県大館市

30

株式会社　タクト 清掃業務（いとく大館
東店：４ｈ）

◆『いとく大館東店』において、清掃業務に
従事していただきます
◎店内床のモップ拭き
◎トイレ清掃
◎ゴミ回収・分別
◎駐車場の見回り清掃等
※１日４時間、週３日勤務
＊６０歳以上の方も応募歓迎します

1人

(1)15時00分～19時00分 労災
不問 時給

秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めなし

不問パート労働者 792円～792円

05030-  677211就業場所 秋田県大館市

29

株式会社　タクト 清掃業務（大館桂工
業）

◆事務所内の清掃業務に従事していただきま
す
◎箒やモップを使用しての清掃
◎トイレ清掃
◎ゴミの回収
※６０歳以上の方も応募歓迎します
○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

(1)16時30分～18時30分 労災
不問 時給

(2)16時00分～18時00分
秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めなし

不問パート労働者 792円～792円

05030-  675711就業場所 秋田県大館市

(1)9時00分～15時00分 雇用・労災 普通自動車免許一種
不問 時給

秋田県大館市釈迦内街道上９３－１ 雇用期間の定めなし

不問パート労働者 870円～870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

〇商品管理に関する業務を担当していただき
ます。
・入出庫、発注、在庫管理他
・専用のシステムへの入力作業があります。
＊マイナス２０度の倉庫内にて、１０ｋｇ程
度の荷物を扱う為体力が必要となります。
※防寒着貸与します。

1人

05030-  752611

17

株式会社　伊徳　いとく樹海店 精肉担当（８時～１５
時）

◆精肉部門において、商品の加工、値付け、
商品の補充・陳列等の業務に従事していただ
きます
＊新鮮なお肉の見分け方や新しい食べ方を覚
えることが出来ます
※雇用期間は１２ヶ月（１年毎の契約更新と
なります）
◎試用期間：２ヶ月（その間、賃金等同条

2人

(1)8時00分～15時00分 雇用・労災・
健康・厚生

パート労働者

16

株式会社コジマ商会　大館営業所 物流作業員

810円～810円

05030-  753911

不問 時給

秋田県大館市字大田面１９ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

就業場所 秋田県大館市

不問 時給
労災

不問 800円～800円

(1)6時00分～8時00分

05030-  770111秋田県大館市

19

有限会社　大都 早朝清掃【餌釣店】 ◆パチンコ店での早朝清掃業務に従事してい
ただきます
◎勤務時間６時～８時（１日２時間勤務）
◎主に店内清掃業務となります
※勤務日数については相談に応じます

2人

(1)6時00分～8時00分

18

有限会社　大都 早朝清掃【清水店】 ◆パチンコ店での早朝清掃業務に従事してい
ただきます
◎勤務時間６時～８時（１日２時間勤務）
◎主に店内清掃業務となります
※勤務日数については相談に応じます

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

パート労働者

秋田県大館市片山町３丁目１－４７ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

不問パート労働者 800円～800円

労災
不問 時給

05030-  771711

20

22

21

23

不問 時給

マクドナルド　７号線大館店【ヒロフー
ズ（株）】

ハンバーガー製造及び
販売（９時ー１７時の
間）

ハンバーガーの製造及び販売、その他付帯業
務

5人

雇用・労災

パート労働者 900円～1,000
円 又は9時00分～17時00分

の間の2時間以上05030-  773211

不問 時給

不問 880円～880円
又は9時00分～8時59分の
間の2時間以上13040-14070211

労災

25

社会福祉法人　大館市社会福祉協議会 事務職員 ◆会計・労務管理・総務関係等の事務補助に
従事していただきます
◎パソコン入力・作成（ワード・エクセル
等）
※試用期間：１ヶ月間（その間、賃金等同条
件）

1人

24

株式会社　すき家 接客・調理／７号大館
店

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業
務です。
・接客（お客様のご案内、オーダーとり、料
理提供、食器の片付け）
・調理（料理の簡単な仕込み、盛り付け、洗
い物）
・清掃（店頭と店内を清潔に保つお掃除）
※難しい仕事内容ではありません。未経験の

2人
東京都港区港南二丁目１８番１号　ＪＲ
品川イーストビル５階

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

パート労働者

秋田県大館市池内字大出１３５　
大館市立上川沿公民館内（旧大館市交流
センター）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 普通自動車免許ＡＴ

不問パート労働者 910円～910円
又は8時30分～12時00分
の間の3時間以上

労災 パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可

05030-  659711

26

社会福祉法人　大館市社会福祉協議会 訪問介護員（通院介
助）

◆介護保険法による訪問介護、主に利用者の
通院に同行し必要な介助（通院介助）を行っ
ていただきます
◎業務においては、自家用車を使用いただき
ます
（ガソリン代支給：詳細は面接時説明）
※試用期間：１ヶ月（その間、賃金等同条
件）

1人

労災

パート労働者 900円～900円
又は6時00分～22時00分

05030-  660511就業場所 秋田県大館市

介護職員初任者研修修了者
不問 時給

介護福祉士
秋田県大館市池内字大出１３５　
大館市立上川沿公民館内（旧大館市交流
センター）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 准看護師

不問 普通自動車免許ＡＴ

准看護師
不問 時給

不問 800円～1,200
円

(1)8時30分～12時30分 労災

28

東北ビル管財　株式会社 日常清掃【ホテル風水
亭】

◆ホテルの清掃業務に従事します
◎客室の清掃、ベッドメイキング、バス、ト
イレの清掃
◎軽食の調理
◎利用料金の回収
※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30分

27

伊藤内科医院 准看護師 ◆准看護師として主に、内科の看護業務に従
事します
◎外来のみの業務です
＊就業時間８：３０～１２：３０（午前中の
み）
※雇用期間：採用日～令和３年５月３１日
（契約更新の可能性なし）

1人
秋田県大館市清水１－３－３７　アル
ティビル１Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

パート労働者

秋田県大館市片山字中通６－２ 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

05030-  661411

不問パート労働者 792円～800円

労災
不問 時給

05030-  663311

不問

不問 時給

不問 900円～1,000
円 又は6時00分～15時00分

の間の2時間以上

雇用・労災

秋田県大館市櫃崎字大道下２７－３ 雇用期間の定めなし

不問パート労働者 850円～850円
又は8時30分～17時30分
の間の5時間以上

雇用・労災
不問 時給

05030-  775411

有限会社　祐康 介護職員 ◆入所者（定員９名）の生活、食事、排泄等
の介護業務に従事していただきます
※資格のない方も応募可能です
※試用期間：２週間～３ヶ月（その間、賃金
等同条件）

1人

就業場所 秋田県大館市

64歳以下 時給
(2)18時00分～22時00分

秋田県北秋田市綴子字糠沢上谷地４４４
－１

雇用期間の定めなし

定年を上限パート労働者 900円～900円

05031-  353611就業場所 秋田県大館市

33

株式会社　ニチイ学館　秋田支店　大館
営業所

調理員【ニチイケアセ
ンター大館】

◆デイサービスセンターにて献立表により昼
食調理等の業務
◎調理・配膳等の準備
◎１日４～５時間、月３０～５０時間程度の
勤務

1人

労災
不問 時給

秋田県大館市字桂城８－１４　朝日生命
大館ビル４Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問パート労働者 825円～825円
又は9時30分～15時30分
の間の4時間以上05030-  690111就業場所 秋田県大館市


