
　　 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。

就業場所 秋田県大館市

拠出
就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許一種

就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許ＡＴ

社会福祉士
64歳以下 月給

介護支援専門員（ケアマネージャー）

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

その他の福祉・介護関係資格

定年を上限 188,000円～
246,000円

定年を上限正社員 200,000円～
230,000円

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

(1)8時00分～15時30分

(2)8時00分～15時00分

（2月5日2月12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2月19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

～2月10日受付分）一般；週刊求人情報 

2

有限会社　黎明舎種鶏場 孵化業務作業員 ◆雛の孵化及び付随する業務に従事していた
だきます
◎雛にする為の種卵搬入作業
◎孵化した雛の選別
◎孵卵機の清掃
◎雛及び鶏卵の納品
（納品先は主に大館市内、ワンボックス車使
用）

1人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員

1

武田産業　株式会社 アルミサッシの組立・
加工・取付

149,600円～
154,000円

05030-  791511

秋田県大館市比内町扇田字押切４９－１
６

雇用期間の定めなし

(1)7時00分～16時00分

◎住宅用アルミサッシの組立
◎丸のこ等でのアルミの加工
◎現場（大館市内中心）でのサッシ取付作業

1人

05030-  790211

雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下 日給

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種

秋田県大館市御成町４－８－１３ 雇用期間の定めなし

定年を上限

就業場所 秋田県大館市

4

株式会社　秋田エスエス商運　大館営業
所

１５ｔウイング　長距
離運転手

○県内の工業製品（合板、鋳物等）を東北、
関東、中京、近畿へ輸送し、帰りは特定の荷
主の雑貨を仙台、岩手、秋田に輸送する中長
距離を行っていただきます
・未経験者であれば、大型免許取得（費用の
一部補助あり）の為、自動車学校へ通えます
・先輩社員と一緒に運行を経験してスキル
アップを図ります

2人

3

株式会社　秋田ホーム 経理業務 ◎経理・総務・労務関係全般の事務処理
◎電話応対、事務所清掃等
◎パソコンによる各種資料作成
◎その他、付随する業務に従事していただき
ます
＊お客様への配慮の為、社内外は禁煙となっ
ておりますので協力・対応出来る方を希望し
ます

1人
秋田県大館市字観音堂６５５－１０ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市二井田字前田野３７－２６ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

(1)8時30分～17時30分

定年を上限

59歳以下

不問正社員 157,610円～
205,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
不問 月給

05030-  794311

05030-  793011

パソコンワープロ可
月給

パソコン表計算可

普通自動車免許ＡＴ

200,000円～
200,000円

(1)8時30分～18時00分

5

比内時計工業　株式会社 機械設計【Ａターン併
用求人】

◆機械装置の設計及び治工具等の設計業務に
従事します
◎自動省力化装置設計
※一般企業において、３年以上の機械加工経
験者希望
※賃金は、経験や技能及び資格等考慮し決定
します
※６０歳以上の方の応募も可

1人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員 160,000円～
300,000円

05030-  795611

(1)8時15分～17時15分
59歳以下 月給

秋田県大館市比内町新館字野開６９－３ 雇用期間の定めなし

定年を上限

05030-  797111

7

有限会社　バスケの街能代企画　ショー
トステイとんぼ釈迦内

看護師・准看護師 ◆ショートステイ（定員３３名）において、
高齢者に対する下記業務に従事していただき
ます
◎看護及び介護
◎日常生活の援助
◎メディカルチエック等
◎その他、会社で行っている業務


1人

6

有限会社　バスケの街能代企画　ショー
トステイとんぼ釈迦内

生活相談員 ◆ショートステイ（定員３３名）において、
介護利用者等に対する日常の相談業務全般に
従事していただきます
◎その他、社内業務（電話、来客対応、書類
作成等）有り
◎利用者様の送迎をして頂く場合もあります
（社有車使用）


1人
秋田県大館市釈迦内字稲荷山下２２９ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市釈迦内字稲荷山下２２９ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

(1)8時00分～17時00分

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限正社員 198,000円～
265,000円

雇用・労災・
健康・厚生

看護師
64歳以下 月給

准看護師

05030-  798711

8

根本工業 電気工事士 ◆当社において、下記業務に従事していただ
きます
◎一般住宅及び企業における電気工事作業
◎家電品の取付作業（エアコン等）
◎空調設備工事

1人

雇用・労災

正社員 216,000円～
216,000円

05030-  801111

(1)8時00分～17時00分

就業場所 秋田県大館市

第二種電気工事士
不問 日給

普通自動車免許一種
秋田県大館市清水３丁目２－６５－１０ 雇用期間の定めなし

不問

パソコンワープロ可
不問 時給

不問 188,160円～
201,600円

(1)10時00分～19時00分

(2)10時30分～19時30分

(3)11時00分～20時00分

04010- 8923311

雇用・労災・
健康・厚生

10

株式会社　うめの木園　ショートステイ
なでしこ

調理員 ◆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）

1人

9

株式会社　アイヴィジット　東北支店 大手家電量販店でのス
マホ受付案内【大館
市】

【大手家電量販店での携帯販売のお仕事】
店舗に来られたお客様のご用件を聞いたり、
順番にカウンターまでご案内する受付・案内
業務からスタート！
▼慣れてきたら・・・
＊各種端末の商品説明
＊サービス内容や料金プランのご案内
＊新規申込受付（契約業務）

1人
宮城県仙台市青葉区本町２丁目３－１０
仙台本町ビル７階

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

有期雇用派遣労働者

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

就業場所

秋田県大館市

秋田県大館市

11

株式会社　桜木屋 調理及び接客業（大館
市）

◆『ラーメン桜木屋』にて調理及び接客業に
従事していただきます
◎調理業務⇒ラーメンの調理全般（未経験で
も応募可能）
◎接客業⇒お客様からのオーダー受け、飲食
物の配膳、レジ操作等
※早出・残業手当支給⇒早出・残業手当を含
めた月額支給見込額は２１～２８万円程度と

1人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員 140,000円～
180,000円

05030-  781811

(1)11時00分～21時00分

(2)11時00分～16時00分

就業場所

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。

2人

12

株式会社　フィールライフ サービス管理責任者及
び管理者

○サービス責任者として個別支援計画、モニ
タリング、アセスメントの実施
・障がい者への作業指導や作業への従事
・その他関係各所への書類作成や関係機関と
の連絡調整
・事業所の生産活動や福祉業務の管理
・就職相談等
・送迎業務お願いの場合有り（社用車使用）

1人
秋田県大館市釈迦内字街道上１０１－２
（就労継続支援事業所パッソアパッソ）

雇用期間の定めなし

正社員

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

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市

64歳以下 日給

05030-  786311

05030-  784411

(1)8時30分～17時00分

定年を上限 220,000円～
240,000円

定年を上限正社員 134,838円～
136,200円

雇用・労災・
健康・厚生

【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。

普通自動車免許ＡＴ
40歳以下 月給

秋田県大館市山館字中山境２－２ 雇用期間の定めなし

キャリア形成

普通自動車免許ＡＴ
月給

雇用・労災・
健康・厚生59歳以下

(1)8時00分～17時00分

秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生64歳以下 月給

05030-  776011

(1)6時00分～15時00分

(2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 147,000円～
170,000円

定年を上限

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


31

株式会社　タクト ルート営業員 ◆既存顧客先（官公庁、学校、福祉施設等が
主な顧客）へのルート営業に従事していただ
きます
・ビルメンテナンス業務
（清掃業務、環境衛生業務、その他）の営業
・環境美化用品（玄関マット、清掃用品、洗
剤等）をカタログ、サンプルを利用しての販
売

1人

(1)8時15分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
40歳以下 月給

パソコン表計算可
秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めなし

普通自動車免許一種

キャリア形成正社員 165,000円～
210,000円

05030-  676811

30

社会福祉法人　大館市社会福祉協議会 訪問介護職員 ◆介護保険法による訪問介護事業の業務に従
事していただきます
※公用車（軽：ＡＴ車）で利用者宅を訪問
し、身体介護や家事援助などを行います
※試用期間：１ヶ月間（その間、賃金等同条
件）

1人

雇用・労災・
健康・厚生

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

不問正社員以外 177,888円～
189,312円 又は6時00分～22時00分

の間の8時間程度05030-  658111

普通自動車免許ＡＴ

就業場所

29

社会福祉法人　大館市社会福祉協議会 介護支援専門員 ◆介護を必要とする方が、介護保険サービス
を受けられるようにケアプラン（サービス計
画書）の作成及びサービス事業者との調整に
従事していただきます
◎業務には公用車（軽：ＡＴ車）使用します
※試用期間：６ヶ月間（その間、賃金等同条
件）

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケアマネージャー）
59歳以下 月給

パソコンワープロ可
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）

雇用期間の定めなし
普通自動車免許ＡＴ

定年を上限正社員 175,900円～
224,600円

05030-  657911就業場所 秋田県大館市

28

株式会社　ハニーズ 婦人服販売員（ハニー
ズ大館東店）

○上記店舗でのカジュアル婦人服の販売
接客、販売、レジ、在庫補充などの商品管理
等
販売ノルマは有りません。
※１０代前半から４０～５０代の女性向けの
商品を扱っています。
※販売未経験の方でも丁寧に指導しますの
で、安心して就労できます。

1人

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下 月給

福島県いわき市鹿島町走熊字七本松２７
－１
（株式会社　ハニーズホールディングス

雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 170,000円～
170,000円 又は8時30分～21時15分

の間の8時間07021-  800411
拠出

就業場所 秋田県大館市

27

株式会社ジャパンクリエイト　大仙営業
所

事務・生産業務【大館
市】

○ＰＣ業務、書類作成
○その他付随する業務
※派遣期間：２０２１年３月１日～２０２１
年４月３０日
※上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派
遣期間が継続される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日
は、２０２２年１月１日です。

1人

(1)8時00分～17時10分 雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
不問 時給

秋田県大仙市朝日町１９－３
　　　　　　ヴァンティアンビル２Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問有期雇用派遣労働者 190,080円～
190,080円

05040-  920811就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許一種
50歳以下 月給

(2)8時00分～12時25分

必要な免許資格

秋田県大館市片山町３－１－７０ 雇用期間の定めなし

キャリア形成正社員 157,380円～
164,220円就業場所 秋田県大館市

◆構内での貨物仕分け作業及びピッキング作
業に従事して頂きます
＊貨物の仕分け、ピッキング作業
＊フォークリフトによる運搬作業
＊重量物の取り扱いあり（２０Ｋｇ程度の段
ボール箱）
※試用期間：３ヶ月間（その間、賃金等同条
件）

1人

05030-  787611

雇用・労災・
健康・厚生

正社員

14

第一貨物株式会社　大館支店 現業職（貨物仕分け及
びピッキング作業）

185,564円～
220,360円

05030-  751311

年齢 賃金 就業時間 加入保険等

(1)8時30分～18時15分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

№ 求人者名・所在地・就業場所 職種 仕事の内容
採用
人数

普通自動車免許一種
35歳以下 月給

秋田県大館市釈迦内街道上９３－１ 雇用期間の定めなし

キャリア形成

就業場所 秋田県大館市

15

株式会社コジマ商会　大館営業所 営業 〇既存得意先へのコロッケ・肉・魚加工用食
材等の売込、受注及び新規開拓、受注した商
品の配送。
社用車（ワゴン～２ｔ冷凍車を使用）
〇コース確認、販売方法等当初は先輩社員と
同行となります。
〇ノルマはありません。

1人

(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

拠出

不問 日給

不問 130,000円～
152,000円

(1)8時00分～17時00分

17

有限会社　西村鉄工所 営業 ◎北秋地区においてネジ・機械工具・金属加
工及び機械加工等の営業を行っていただきま
す
・営業先は、当社得意先が中心となりノルマ
等はありません
（業務においては社有車を使用します）
※営業経験者歓迎します
※仕事に積極的な方を希望します

1人

(1)8時15分～17時00分

16

東光鉄工　株式会社 製造補助作業員（釈迦
内工場）

◎工場内での材料の仕分け、製品の梱包、工
具や加工品の片付け、清掃の業務を行いま
す。また、金属部品など機械加工後の簡易的
な手作業による仕上げ作業などを行います。
◎初心者でも指導いたします。重量物の運搬
などはありません。
製造工場での軽作業の経験者は優遇いたしま
す。

1人
秋田県大館市釈迦内字稲荷山下１９－１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

正社員以外

秋田県大館市御成町３丁目４－２９ 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-  754111

中型自動車免許
不問

定年を上限正社員 160,000円～
250,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
64歳以下 月給

05030-  755711

８トン限定中型自動車免許

厚生

月給

不問 142,000円～
150,000円

(1)7時00分～15時00分

05030-  761911

雇用・労災・
健康・厚生

18

20

19

21

普通自動車免許一種
不問 月給

秋田三八五流通（株）大館支店 運転手（４ｔ） ◆当社において、トラック運転手として下記
の業務に従事していただきます
◎４ｔトラックを使用して、運搬、配送業務
を行います
（主に市内運送、他に秋田県内や弘前市等へ
の配送あり）
＊トラック運転による運搬、配送経験者は優
遇します

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外 170,000円～
220,000円

23

株式会社　元氣屋 厨房及び接客係【大館
店】

◆ラーメン店において厨房・接客業務に従事
していただきます。
＊調理の下準備（野菜切り、スープ調理）
＊食器類の片付け、厨房での皿洗い
＊オーダーの受付
＊会計等のレジ業務
※就業時間は（１）（２）のシフト制となり
ます。

1人

(1)10時00分～21時00分

22

大館観光開発株式会社　大館カントリー
クラブ

ゴルフコース作業員 ◆ゴルフ場内で乗用又は手押し草刈り機を使
用し、芝の刈り込み作業に従事します。
○その他、ゴルフ場維持管理のための業務に
従事していただきます
○コース内の移動で軽トラックを使用します
◆雇用期間は、採用日から１１月末日まで
※降雪などの天候状況等により、期間が延長
する場合があります

2人
秋田県大館市比内町扇田字横沢１２８－
１

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

正社員以外

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

定年を上限正社員 200,000円～
250,000円

雇用・労災・
健康・厚生64歳以下 月給

(2)11時00分～22時00分

05031-  352311

24

株式会社　トヨタレンタリース秋田 レンタカー業務（大館
店）

○レンタカー業務（受付・接客）
・電話、インターネットによる予約受付
・フロントでの契約内容説明、お客様の免許
証確認等
・引渡し前の車両説明、返却時の車両確認等
○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

1人

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員 160,000円～
200,000円 又は8時00分～18時00分

の間の8時間05010- 3370411

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

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

定年を上限

就業場所 秋田県大館市

不問 時給
(2)21時00分～9時00分

不問 235,200円～
235,200円

(1)9時00分～21時00分

26

株式会社ジャパンクリエイト　大仙営業
所

電子部品製造【大館
市】

＊自動車用部品の組立、検査業務
＊組立装置に製品をセットしてスタートボタ
ンを押す等
＊立ち作業となります。
＊クリーンルームでの作業の可能性がありま
す。
※派遣期間：２０２１年３月１日～２０２１
年４月３０日

1人

(1)20時00分～5時00分

25

株式会社ジャパンクリエイト　大仙営業
所

医薬品の外観検査また
は出荷・梱包業務【大
館市】

○医薬品の検査業務に従事していただきます
・目視による医薬品の外観および異物混入等
の検査業務等
＊検査はクリーンルーム内での座り作業とな
ります。
※派遣期間：２０２１年３月１６日～２０２
１年６月１５日
※上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派

10人
秋田県大仙市朝日町１９－３
　　　　　　ヴァンティアンビル２Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

有期雇用派遣労働者

秋田県大仙市朝日町１９－３
　　　　　　ヴァンティアンビル２Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

05040-  918311

法令の規定に
より年齢制限

がある

有期雇用派遣労働者 159,600円～
159,600円

雇用・労災・
健康・厚生18歳以上 時給

(2)17時15分～2時15分

05040-  919611

秋田県大館市釈迦内字桜下１５ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ホームヘルパー２級
64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

05030-  756811就業場所 秋田県大館市

定年を上限 175,000円～
215,000円

(1)7時00分～16時00分

05030-  757211

雇用・労災・
健康・厚生

株式会社　うめの木園　ショートステイ
なでしこ

介護員 ◆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）
・高齢者等の生活援助（食事、入浴、排泄
等）
・就業時間は（１）～（４）の交代制となり
ます
月に４～５回夜勤があります

1人
秋田県大館市根下戸新町１０３－１ 雇用期間の定めなし

正社員

就業場所 秋田県大館市

(3)10時00分～19時00分

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 156,000円～
166,000円

雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許
59歳以下 月給

05030-  758511

東北西濃運輸（株）大館営業所 ４ｔ車定期便ドライ
バー

◆４ｔ車を運転し、定期運行業務に従事して
いただきます
＊定期運行路線：大館～盛岡
※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


1人

(1)8時00分～17時00分

就業場所 秋田県大館市

東北西濃運輸（株）大館営業所 集配乗務社員 ◆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
※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

1人

(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 156,000円～
166,000円

05030-  759411就業場所 秋田県大館市

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

雇用・労災・
健康・厚生


