
　　 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。

不問パート労働者 792円～800円

不問 時給
(1)9時00分～15時00分

（2月19日2月26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3月5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

パート；週刊求人情報 №① ～2月25日受付分）

2

有限会社　三友工房 縫製スタッフ ◆洋服工場での仕事になります
＊初めは、簡単なテープカットや簡単なアイ
ロン作業などをしていただき慣れてきたら、
指導員をつけてのミシン作業に従事してい
ただきます（弊社スタッフは、全員初めて弊
社にてミシン作業を覚えたメンバーですので
初めての方も問題ありません）
※子育て中の方歓迎（急なお休み・早退にも

1人

雇用・労災

パート労働者

1

秋田丸善繊維　株式会社 縫製・アイロン工

850円～900円

05030-  876911

秋田県大館市比内町扇田字本道端５－１ 雇用期間の定めなし

(1)9時15分～15時00分

◆婦人服の縫製およびアイロンなどの作業を
担当していただきます
・作業形態は流れ作業です
・布地の詳細な色の判断が必要となりますの
で、それに対応出来る方
※試用期間３ヶ月間（その間、賃金等同条
件）

1人

05030-  873011

雇用・労災・
財形

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市岩瀬字谷地の平４－１４－
１

雇用期間の定めなし

不問

(2)10時00分～16時00分

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災

不問 時給

4

ヤマト運輸（株）大館センター 構内仕分け作業（６：
００～１２：００）

◆構内において、宅急便の仕分け作業に従事
して頂きます
◎配達方面別に荷物の仕分けをする
◎最大重量物は約３０ｋｇですが、重い荷物
は２人体制で運びます
※雇用期間は、採用日～２ヶ月（更新の可能
性あり）その後、能力等評定の上契約社員へ
の登用の可能性あり

3人

3

有限会社　三友工房 裁断補助～裁断 ◆洋服工場でのスタッフ募集になります
＊裁断作業の自動延反機、自動裁断機を使用
した仕事に従事していただきます
＊未経験者の方でも、簡単な作業ですのです
ぐに慣れます
※お子様がいる方などの、急なお休み・早退
にも対応しております
※出勤日及び出勤時間については、面接時ご

1人
秋田県大館市岩瀬字谷地の平４－１４－
１

雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県大館市池内字田中２８０番地 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

就業場所 秋田県大館市

(1)6時00分～12時00分

不問

不問

不問パート労働者 900円～1,000
円

労災
不問 時給

05030-  878711

05030-  877111

時給

850円～900円

(1)9時15分～15時00分

(2)10時00分～16時00分

5

ヤマト運輸（株）大館センター 構内仕分け作業（６：
００～９：００）

◆構内において、宅急便の仕分け作業に従事
して頂きます
◎配達方面別に荷物の仕分けをする
◎最大重量物は約３０ｋｇですが、重い荷物
は２人体制で運びます
※雇用期間は、採用日～２ヶ月（更新の可能
性あり）その後、能力等評定の上契約社員へ
の登用の可能性あり

3人

労災

パート労働者 900円～1,000
円

05030-  880411

(1)6時00分～9時00分
不問 時給

秋田県大館市池内字田中２８０番地 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

不問 時給
(1)10時00分～14時00分 雇用・労災

(2)9時00分～14時00分

不問 830円～860円

05030-  882311

就業場所 秋田県大館市

7

株式会社　花輪魚市場 商品品出し（７時～１
０時）

◎商品のピッキング作業
◎倉庫内作業（倉庫内温度は常温）
・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：２ヶ月（その間、通勤手当な
し）

1人

6

有限会社　島田屋 キッチン内作業 ◆定食中心の店舗にて下記の業務に従事して
いただきます
◎うどん・天ぷらの調理補助
◎肉の加工（包丁使用します。難しい作業で
はありません）
＊未経験の方でも丁寧に指導いたします
＊土・日曜日いずれか勤務出来る方を希望し
ています

1人
秋田県大館市有浦２－１－７０ 雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県大館市清水４－４－２０ 雇用期間の定めなし

(1)7時00分～10時00分

不問パート労働者 795円～795円

労災
不問 時給

05030-  886711

8

有限会社ファッション　アイ アイロン仕上・縫製工 ◆婦人スーツ、ワンピース、コートのアイロ
ン仕上げ・縫製作業に従事していただきます
◎作業形態は流れ作業です
＊就業時間は９時～１６時の間の５時間～
５．５時間程度の勤務となります（時間帯は
希望を伺います）

1人

雇用・労災

パート労働者 792円～792円

05030-  888211
又は9時00分～16時00分
の間の5時間程度

不問 時給

秋田県大館市池内字上野１４５－７ 雇用期間の定めなし

不問

パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可

就業場所 秋田県大館市

不問 891円～932円
又は8時00分～19時00分
の間の5時間以上05030-  889511

雇用・労災・
健康・厚生

10

大館ケアサポート企業組合　ショートス
テイさくら

事務員 ◆事務員として下記の業務に従事していただ
きます
◎書類記入やファイリング、パソコンでの請
求書の作成等
◎電話応対及び面会者の対応、備品の買い出
し
◎利用者の所持品チェック、来客者へのお茶
出し

1人

9

大館市教育委員会 放課後児童支援員
（パートタイム会計年
度任用職員）

◆放課後の小学校児童（主に１～３年生）を
対象とした、放課後児童クラブでの児童の見
守り・学童保育に従事します
【就業場所】
（１）城西児童センター（城西児童仲良しク
ラブ）
（２）城南小学校内（城南第二児童仲良しク
ラブ）

2人
秋田県大館市早口字上野４３－１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

秋田県大館市根下戸新町５－１５－２０ 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

11

イオン東北（株）ザ・ビッグ大館南店 畜産部門 ◆畜産部門において、店内作業員として下記
の業務に従事していただきます
・商品品出し、つめもの作業等
・接客が伴う場合もありますので『明るい接
客』に対応できる方希望
＊試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）
＊長期間勤めることができる方を希望します
≪急募≫

1人

雇用・労災

パート労働者 820円～820円

05030-  861811
又は6時30分～15時00分
の間の5時間以上

13

イオン東北（株）ザ・ビッグ大館南店 水産部門 ◆水産部門において、店内作業員として下記
の業務に従事していただきます
・商品品出し、つめもの作業等
・接客が伴う場合もありますので『明るい接
客』に対応できる方希望
＊試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）
＊長期間勤めることができる方を希望します
≪急募≫

1人

12

イオン東北（株）ザ・ビッグ大館南店 畜産部門 ◆畜産部門において、店内作業員として下記
の業務に従事していただきます
・商品品出し、つめもの作業等
・接客が伴う場合もありますので『明るい接
客』に対応できる方希望
＊試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）
＊長期間勤めることができる方を希望します
≪急募≫

1人
秋田県大館市餌釣字前田２００ 雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県大館市餌釣字前田２００ 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

雇用・労災
不問 時給

05030-  863511

05030-  862211
又は10時00分～18時00分
の間の5時間以上

又は7時00分～15時00分
の間の5時間以上

不問 820円～820円

不問パート労働者 820円～820円

【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。

不問 時給

秋田県大館市餌釣字前田２００ 雇用期間の定めなし

不問

時給
雇用・労災

不問

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災 パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可

05030-  860711

普通自動車免許ＡＴ

又は8時45分～17時45分
の間の4時間以上

パート労働者 900円～900円不問

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

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


30

株式会社　伊徳　いとく比内店 精肉部門（６時間勤
務）

◆精肉部門において、精肉商品等の商品加
工・品出し・商品補充・陳列等の業務に従事
していただきます
＊接客を伴う場合もありますので『明るい接
客』に対応できる方を希望します
※１日６時間、週５日の勤務となります
○働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イ

1人

(1)8時00分～15時00分 雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

秋田県大館市比内町扇田字中扇田４１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問パート労働者 800円～800
円

05030-  842111

29

株式会社カネマツ（ライジンググルー
プ）

夜間清掃員（ライジン
グ大館）

ライジング大館（パチンコ店）における閉店
後の店内清掃です。
・台の清掃
・モップがけ
・ゴミ回収
（１日４～５人体制）
※１日１時間の短時間勤務です。

2人

(1)23時00分～0時00分 労災
18歳以上 時給

青森県青森市古川１丁目３－７ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 法令の規定

により年齢
制限がある

パート労働者 800円～800
円

02010- 2359311

28

株式会社　メフォス北日本　東北事業部
秋田支店

調理員（大館市／大館
カトリックこども園）

○大館カトリックこども園にて調理業務全般
を担当していただきます
・食材の検品
・下処理
・調理
・盛付、洗浄、清掃等調理業務全般
＊１５０食程度の昼食を５名で調理します

1人

(1)8時00分～14時00分 雇用・労災
不問 時給

(2)9時00分～15時00分
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） (3)10時00分～16時00分

不問パート労働者 800円～850
円 又は8時00分～17時00分

の間の5時間程度05010- 4055411

27

秋田県生活センター 消費生活の相談業務
（会計年度任用職員）

○消費生活相談
・消費生活問題に関する相談対応業務。
・消費者啓発に関する業務。

2人

(1)9時00分～15時45分 雇用・公災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
不問 日給

(2)10時30分～17時15分 パソコン表計算可
秋田県秋田市中通２丁目３－８　アトリ
オン７階

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問パート労働者 5,125円～
6,427円

05010- 4003811

秋田県大館市餌釣字前田２００ 雇用期間の定めなし

不問パート労働者 820円～820
円就業場所秋田県大館市

年齢 賃金 就業時間 加入保険等

雇用・労災
不問 時給

必要な免許資格

又は10時00分～18時00
分の間の5時間以上

◆水産部門において、店内作業員として下記
の業務に従事していただきます
・商品品出し、つめもの作業等
・接客が伴う場合もありますので『明るい接
客』に対応できる方希望
＊試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）
＊長期間勤めることができる方を希望します

1人

05030-  864411

15

株式会社ケアサポート　グリーン・ライ
フ（みどりの丘）

介護職員 ◆デイサービスセンターにおいて、利用者に
対する介護業務全般に従事していただきます
◎食事・入浴・排泄介助等
◎レクレーション・機能訓練
◎送迎業務
【急募】

1人

労災

パート労働者

14

イオン東北（株）ザ・ビッグ大館南店 水産部門

800円～
1,000円 又は8時00分～17時30分

の間の6時間程度05030-  866311

№ 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ＡＴ
不問 時給

秋田県大館市釈迦内字街道上２９－５ 雇用期間の定めなし

不問

就業場所秋田県大館市

労災
不問 時給

不問 900円～
1,000円

17

大館市教育委員会 一般事務（非常勤）
【会計年度任用職員】

◆公民館における下記業務に従事していただ
きます
◎来客者への対応
◎公民館の利用状況・予約受付
◎貸室の準備及び終了後の片付け
◎公民館行事等の企画等
※雇用期間：令和３年４月１日～令和４年３

1人

(1)8時30分～16時30分

16

マクドナルド　７号線大館店【ヒロフー
ズ（株）】

土・日・祝日のドライ
ブスルーでのお会計業
務

◎土・日・祝日のドライブスルーで来店され
たお客様のお会計業務に従事していただきま
す

1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

秋田県大館市早口字上野４３－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

普通自動車免許ＡＴ
不問

不問パート労働者 6,239円～
6,530円

雇用・公災・
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

05030-  871511

普通自動車免許ＡＴ

不問 8,700円～
10,494円

(1)8時30分～16時45分

05031-  399211

雇用・労災・
健康・厚生

18

20

19

21

パソコンワープロ可
不問 日給

パソコン表計算可

大館市教育委員会 学校用務員（非常勤）
【会計年度任用職員】

◆学校用務員として、下記業務に従事してい
ただきます
◎校舎内の清掃、維持管理
◎書類の印刷等
◎来客者への対応
※雇用期間：令和３年４月１日～令和４年３
月３１日迄【契約更新の可能性あり：条件あ

1人

(1)8時30分～15時00分 雇用・公災・
健康・厚生

パート労働者 4,562円～
4,773円

23

秋田県北秋田地域振興局 家庭相談員【大館福祉
環境部】

◆家庭児童福祉に関する専門的技術を必要と
する相談指導業務を行います
＊児童及び妊産婦の福祉に関する家庭相談等
の対応業務
＊要保護児童、要支援児童及び特定妊産婦に
対する相談等
＊その他関連する事項

1人

(1)8時30分～15時30分

22

秋田県北秋田地域振興局 主任相談支援員【大館
福祉環境部】

◆生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支
援及び住宅確保給付金の相談業務などを行い
ます。
（１）生活困窮者の早期発見及び相談等の包
括的な対応業務
（２）自立に向けたアセスメント及びニーズ
の把握、自立支援計画の作成業務

1人
秋田県北秋田市鷹巣字東中岱７６－１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
パート労働者

秋田県北秋田市鷹巣字東中岱７６－１ 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 5,348円～
6,707円

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

05031-  400111

24

秋田県北秋田地域振興局 献血推進員【大館福祉
環境部】

◆献血に関する業務
＊献血日程の立案、関係機関との連絡調整
＊事業所、学校等への訪問及び協力要請
＊献血思想の普及啓発
＊電話対応、その他付随する業務
【応募締切：令和３年３月５日（金）正午必
着】＊応募者５名で締め切りとします。

1人

(1)8時30分～16時45分 雇用・労災・
健康・厚生

パート労働者 6,462円～
6,664円

05031-  403211

パソコンワープロ可
不問 日給

パソコン表計算可
秋田県北秋田市鷹巣字東中岱７６－１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上） 普通自動車免許ＡＴ

不問

就業場所秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生

歯科衛生士
不問 日給

パソコンワープロ可

パソコン表計算可

不問 8,382円～
10,050円

(1)8時30分～16時45分

普通自動車免許ＡＴ

26

秋田県北秋田地域振興局 環境監視員【大館福祉
環境部】

◆廃棄物の不法投棄、不適正処理の巡回監視
等を行う
＊廃棄物・公害関係事務所への立入検査を行
う
＊廃棄物の適正処理に関する不法投棄未然防
止等の啓発・指導を行う
＊公用車使用し、管内を複数名で巡回してい

2人

(1)8時30分～17時15分

25

秋田県北秋田地域振興局 歯科衛生士【大館福祉
環境部】

◆学校、社会福祉施設等における歯科保健指
導等に係る業務
＊学校、社会福祉施設等における歯科保健指
導等
＊フッ化物洗口実施に係る巡回指導等
＊パソコンを使用しての資料作成等
【応募締切：令和３年３月５日（金）正午必

1人
秋田県北秋田市鷹巣字東中岱７６－１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
パート労働者

秋田県北秋田市鷹巣字東中岱７６－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問パート労働者 6,908円～
7,124円

労災 普通自動車免許一種
不問 日給

05031-  405411

秋田県大館市早口字上野４３－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

普通自動車免許ＡＴ
不問 日給

(2)8時20分～14時50分

05030-  872411

不問 4,638円～
5,531円

(1)7時00分～13時30分

05030-  854511

雇用・労災・
健康・厚生

秋田県立大館桂桜高等学校 技能労務【会計年度任
用職員】

◆当校において下記の業務に従事して頂きま
す
＊校舎内外の環境整備、清掃、小破修繕
＊校地内の除排雪作業
＊その他、職員から指示される雑務等

1人
秋田県大館市片山町３丁目１０－４３ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
パート労働者

秋田県大館市有浦１－９－２４ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 法令の規定

により年齢
制限がある

パート労働者 792円～792
円

労災
18歳以上 時給

05030-  855411

有限会社　菅原餅店 おはぎ製造作業【短期
アルバイト】

◆「おはぎ」の製造作業に従事していただき
ます
◎もち米が炊かれたものを握って型を整え、
あんこを付ける作業など
※食品を扱うため、常に衛生面での厳格な対
応が求められます
※雇用期間：令和３年３月１６日～３月２０

4人

(1)1時00分～6時00分

不問 日給

秋田県北秋田市鷹巣字東中岱７６－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問パート労働者 3,226円～
3,320円

05031-  394611

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

(3)10時20分～16時50分

日給

又は11時00分～14時00
分の間の3時間程度05030-  870211

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

秋田県北秋田地域振興局 庁務員【総務企画部】
（大館）

◆庁舎管理に関する業務
＊庁舎出入口等の開閉
＊敷地内の草刈り、除雪等の作業
＊国旗、県旗の掲揚など
【応募締切：令和３年３月５日（金）正午必
着】
＊応募者５名で締め切りとします

1人

(1)7時30分～11時30分 雇用・公災

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

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

05031-  404511



　　 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。

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　

2月26日発行 （2月19日

[次回3月5日発行予定]

〒017-0046　　秋田県大館市清水1丁目５－２０

パート；週刊求人情報№②

№ 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

31

株式会社　伊徳　いとく比内店 レジ・サポート担当
（レジ４時間）

◆レジ・サポートとして、レジ業務と接客業
務に従事していただきます（自動釣銭機活
用）
＊接客を伴う場合もありますので『明るい接
客』に対応できる方を希望します
○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)18時00分～21時00分 雇用・労災
不問 時給

(2)14時00分～21時00分
秋田県大館市比内町扇田字中扇田４１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問パート労働者 810円～810円

就業場所 秋田県大館市

パソコンワープロ可
不問 時給

(2)8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

05030-  844811

特定非営利活動法人　大館・小坂鉄道
レールバイク

運営スタッフ ◆運営スタッフとして下記の業務に従事して
いただきます
◎レールバイクの準備
◎レールバイクの運営、パソコン操作（入力
程度）あり
◎接客応対、電話応対
※就業時間帯及び時間数は相談に応じます
※雇用期間：令和３年４月１日～令和３年１

1人
秋田県大館市御成町２－１５－２２ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問パート労働者 800円～800円

05030-  846511

33

秋田県北児童相談所 児童相談対応支援員
（非常勤職員）

◆児童相談所長の命を受け、児童福祉司の業
務を補助する下記業務に従事していただきま
す
＊相談等の受付及び初期面接
＊児童の安全確認の補助
＊社会調査及び継続指導の補助
＊一時保護及び施設入所措置等の補助
＊児童保護費負担金徴収事務の補助

1人

(1)8時30分～16時45分 雇用・公災・
健康・厚生

パート労働者

32

6,462円～
8,104円

05030-  848011

(1)10時00分～15時00分 労災

就業場所 秋田県大館市

パソコンワープロ可
不問 日給

パソコン表計算可
秋田県大館市十二所字平内新田２３７－
１　
北秋田地域振興局　大館福祉環境部庁舎

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 普通自動車免許ＡＴ

不問

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市字長倉　１ 雇用期間の定めなし

パート労働者

雇用・労災 パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可

不問 800円～900円

就業場所 秋田県大館市

～2月25日受付分）

※ 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

※ 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

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

　　　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】

又は10時00分～18時00分
の間の4時間以上05030-  851711

34

株式会社　ヒツジヤ 事務・販促 ◎フォトショップ・イラストレーターでのＤ
Ｍ、チラシ作成及び発注、ポスター作成等
◎パソコンでの売上・仕入処理
◎電話対応
※試用期間：１～２ヶ月（その間、同条件）

1人

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

