
パート；週刊求人情報№1
5月14日発行 （4月30日

〒017-0046　秋田県大館市清水1丁目５-２０

お問合せ先  ： ０１８６－４２－２５３１

～5月13日受付分）
ご利用時間  ： 午前８時３０分～午後５時１5分

[ 次回5月21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

株式会社ジョイフルまるやま　ヴァンタ
ン秋田サービスセンター

レンタル振袖の検品・
出荷作業補助

◆全国４０数店舗の営業店より送られてくる
振袖の契約書の内容を確認し、その内容に
沿ってその商品を検品・出荷する業務です
・月に一度、スタッフ全員で、センター内の
商品の棚卸作業を行います
＊普段、着物を取り扱う事は少ないと思いま
すが、社員並びに先輩スタッフにより、作業
の流れを教わりながら慣れて頂くので、誰に

2人

(1)10時00分～16時45分 雇用・労災
不問 時給

秋田県大館市御成町２－１８－２５ 雇用期間の定めなし

不問パート労働者 792円～792円

就業場所 秋田県大館市 05030- 2273211

不問パート労働者 900円～900円

就業場所

(1)10時00分～14時00分 労災 パソコンワープロ可
不問 時給

(2)18時00分～20時30分 パソコン表計算可

3

有限会社　ニシキダイナー 調理及びホール補助
【錦本店】

◆当店（錦本店）において、下記業務に従事
していただきます
・ラーメンの調理補助
・ホールを中心としたお客様へのサービス
・食器の準備、片付け、ラーメン等の配膳な
ど
※試用期間（研修期間）：１～３ヶ月間あり
ます（その間、賃金等同条件）

秋田県大館市字谷地町９－７ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市字谷地町９－７ 雇用期間の定めなし

就業場所

2

有限会社　ニシキダイナー ホール及び調理補助
【つけ麺屋　焚節】

◆当店（つけ麺屋焚節）において下記業務に
従事していただきます
・ホールを中心としたお客様へのサービス
・食器の準備、片付け、ラーメン等の配膳等
・ラーメンの調理補助、盛り付け
◎制服は貸与します
◎学生アルバイト歓迎します
※試用期間：１～３ヶ月（その間、賃金等同

1人

不問 時給
(2)14時00分～18時00分

(3)18時00分～21時00分

秋田県大館市 05030- 2284411

不問パート労働者 900円～1,000
円 又は10時00分～21時00分

の間の2時間以上秋田県大館市 05030- 2285011

1人

(1)10時00分～14時00分 労災

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

不問 860円～860円

(1)8時30分～17時00分

就業場所 秋田県大館市 05030- 2286311

5

株式会社　バイテックファーム大館 栽培室清掃 ◆当社にて下記業務に従事していただきます
◎栽培室内全般の清掃
・拭き掃除が主となります
※ユニホーム又は作業着は貸与します
※試用期間：１ヶ月（その間、賃金等同条
件）

1人

4

独立行政法人　労働者健康安全機構　秋
田労災病院

医師事務作業補助者
（嘱託職員）

◆診療録の代行入力及びサマリー・診断書等
の作成補助に従事していただきます
※試用期間：２ヶ月（その間賃金等同一条
件） 1人

秋田県大館市軽井沢字下岱３０ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

パート労働者

不問パート労働者 800円～800円

就業場所

(1)8時30分～12時15分 労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

(2)13時15分～17時30分

6

株式会社　タクト 看護職員【デイサービ
スセンターあったかサ
ロン】

◆「デイサービスセンターあったかサロン」
において、下記の業務に従事していただきま
す
◎検温、血圧測定等の健康状態のチェック及
び健康相談
◎医師の指示による服薬指導及び薬の管理
◎その他、介護業務全般
＊１日４時間、月１５日程度の勤務となりま

秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市釈迦内野崎８６ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所

看護師
不問 時給

准看護師

秋田県大館市 05030- 2287611

不問パート労働者 1,300円～
1,400円秋田県大館市 05030- 2289111

1人

(1)9時00分～13時00分 労災

雇用・労災 パソコンワープロ可
59歳以下 時給

パソコン表計算可

定年を上限 800円～850円

(1)8時30分～17時30分

就業場所 秋田県大館市 04010-25276311

8

有限会社　菅原餅店 配達業務 ◆社用車（軽バンＡＴ車）での製品の配達業
務に従事して頂きます
・北秋田市内６～７ヶ所の配達となります
・伝票に沿って配達する製品を揃える
・製品にバーコードを貼る
・その他付随する作業等
※一部大館市内に配達がある場合があります
＊食品を扱うため常に衛生面での厳格な対応

1人

7

株式会社　アスアール ＤＴＰ制作オペレー
ター

パソコンを使用して、商品ＰＯＰ制作及び断
裁
その他ＤＴＰ制作補助・校正業務

1人
宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－８
第一日本オフィスビル４階

雇用期間の定めなし

パート労働者

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

就業場所

(1)4時30分～9時30分 雇用・労災 普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 時給

9

イオン東北（株）ザ・ビッグ釈迦内店 品出し作業（青果） ◆店内作業として、青果の商品化・商品の品
出し及び陳列業務や値下げ作業・作業場の清
掃業務に従事していただきます
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条
件）
※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
◎お盆・年末年始等、勤務可能な方

秋田県大館市釈迦内字稲荷山下２９４ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市有浦１－９－２４ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所

不問 時給

秋田県大館市 05030- 2262111

不問パート労働者 820円～820円

秋田県大館市 05030- 2265211

1人

(1)7時00分～12時00分 雇用・労災

雇用・労災
不問 時給

不問 820円～820円

(1)12時00分～16時00分

就業場所 秋田県大館市 05030- 2266511

11

株式会社　タクト 調理員【グループホー
ム有浦】

◆「グループホーム有浦」において、下記の
業務に従事していただきます
◎調理業務全般
・夕食の調理及び食材の買い出し業務
（メニューは施設側で計画します）
◎その他、家事等の補助業務
＊１日３～４時間程度、月１５日程度のお仕
事です

1人

10

イオン東北（株）ザ・ビッグ釈迦内店 品出し作業（鮮魚） ◆店内作業として、鮮魚の商品化・商品の品
出し及び陳列業務・値下げ作業・作業場の清
掃業務に従事していただきます
・試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条
件）
※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
◎お盆・年末年始等、勤務可能な方

1人
秋田県大館市釈迦内字稲荷山下２９４ 雇用期間の定めなし

パート労働者

1人

不問パート労働者 850円～850円
又は14時00分～18時30分
の間の3時間以上就業場所

労災
不問 時給

秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問 時給

12

大館桂工業株式会社　Ｂａｍｂｉ－ｎｉ 調理員 ◆当園において、乳幼児の給食調理の業務に
従事していただきます
◎０～２才児の幼児を対象とした給食及びお
やつ作り
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条
件）

秋田県大館市御成町３丁目７番１７号
大館桂工業企業主導型保育施設『Ｂａｍ
ｂｉ－ｎｉ』

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所

秋田県大館市 05030- 2268011

パート労働者

秋田県大館市 05030- 2270111

大館市役所（※ホームページでも公開中）、大館市中央公民館

【　週間求人情報は、次の場所でも配布しています　】

労災

(1)8時30分～16時00分 雇用・労災・
健康・厚生

法令の規定に
より年齢制限

がある

900円～900円

不問 850円～900円

* 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。
活Jobおおだて（市役所三の丸庁舎内）、比内総合支所、田代総合支所

* 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。
大館市北地区コミュニティセンター、北部男女共同参画センター

* 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、ハチ公プラザ

　※ 活Jobおおだて（市役所三の丸庁舎内）でも『紹介状』の交付を受けることができます。
あきた就職活動支援センター(いとくSC内)

　　 ◎下 記 の 事 項 に ご 留 意 下 さ い

13

ＫＰダイニング株式会社 接客・調理・調理補助
（大館店）

◇フライドチキンの調理及び販売、清掃
・商品の調理
・レジ会計業務
・機器、器具の洗浄
・店内清掃

3人
青森県八戸市北白山台２丁目６－３０ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者
又は9時00分～23時00分
の間の4時間以上就業場所 秋田県大館市 02020- 6296611

18歳以上 時給

ハローワークインターネットサービス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　イシイ　東部種鶏部　秋田農
場

養畜作業者（８：００
～１２：００）

◆養鶏場にて下記業務に従事していただきま
す
◎鶏舎での仕事
・給餌、給水、温度確認、環境確認等
◎設備、機材等の組立て等の補助など
◎鶏舎の清掃（掃き掃除など）
◎ワクチン接種
※農場の総合管理者が常駐しているので、未

3人

(1)8時00分～12時00分 労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

秋田県大館市下川原字上野２－１ 雇用期間の定めなし

不問パート労働者 850円～850円

05030- 2240511

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）

不問パート労働者 880円～880円
又は9時00分～8時59分の
間の2時間以上

労災
不問 時給

13040-41552311

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

不問

看護師
不問 時給

(2)13時30分～17時30分 准看護師

不問 1,400円～
1,400円

(1)8時30分～12時00分 雇用・労災

不問パート労働者 5,348円～
5,597円

雇用・労災
不問 日給

05030- 2203611就業場所 秋田県大館市

05030- 2154011

26

大館市教育委員会 教育支援員（非常勤）
会計年度任用職員

◆教育支援員として下記の業務に従事してい
ただきます
◎支援を必要とする児童生徒への生活サポー
ト、介助
◎学習への補助、見守り
◎学校行事での補助
◎校外学習同行等
※雇用期間：令和３年５月１１日～令和３年

1人

(1)8時00分～15時00分

25

株式会社　うめの木園　ショートステイ
なでしこ

看護師 ◆ショートステイ施設内において、利用者様
の看護業務全般の仕事に従事していただきま
す
＊施設利用者は現在３１名
＊看護師２名が看護業務に従事しています
※試用期間３ヶ月間（その間、時給＠１，２
５０円～）

1人
秋田県大館市根下戸新町１０３－１ 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ヶ月未満）

就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許ＡＴ

不問

看護師
不問 時給

准看護師

不問 1,300円～
1,400円 又は8時30分～17時30分

の間の4時間以上

雇用・労災

パソコン表計算可

不問 2,200円～
2,300円

24

株式会社　シースマイル 事務員（ケアセンター
こころ）

主に以下の介護福祉職のサポート業務に従事
していただきます
１）介護報酬請求業務
２）請求書、領収書等の作成
３）備品発注
４）勤怠管理
５）電話対応
６）来客対応

1人

雇用・労災

パート労働者 830円～830円
又は9時00分～18時00分
の間の6時間程度05030- 2150811就業場所 秋田県大館市

パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可
秋田県大館市字観音堂５３９－１　カノ
ン２　１Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問パート労働者 900円～900円

労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

05030- 2143811

(1)9時30分～17時30分

14150- 7824211

労災

23

株式会社　タクト 清掃業務（釈迦内パー
キング休憩施設）

◆施設内の清掃業務
◎休憩室・トイレ等の清掃
※１日３時間勤務（週３～４日）
※車でなければパーキングへ入る事が出来な
いため、マイカー通勤出来る方を希望します
＊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

2人

(1)8時30分～11時30分

22

株式会社　プレゼンス・メディカル 看護師／秋田県大館市 ・喀痰吸引等研修の講師
・秋田県内の介護施設にて講師として研修を
していただきます。
期間：２０２１年６月２日～２０２１年７月
２８日
時間：９：３０～１７：３０
直行・直帰
※電話連絡による始業・終業の連絡

1人
神奈川県横浜市港北区新横浜３－１９－
５　新横浜第２センタービル７Ｆ　ＥＡ
ＰオフィスＲＥＳＩＬＩＥＮＣＹ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

パート労働者

秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めなし

18

20

19

21

看護師
不問 時給

パソコンワープロ可

医療法人　光智会 管理栄養士（西大館病
院）

◎介護医療院入所者への栄養指導・栄養管理
業務等

1人

(1)8時40分～15時40分 雇用・労災・
健康・厚生

パート労働者 1,500円～
1,500円 又は8時40分～17時20分

の間の6時間以上05030- 2250011

管理栄養士
不問 時給

不問パート労働者 850円～945円

労災
不問 時給

05030- 2249211

17

株式会社　タクト 介護職員【デイサービ
スセンターあったかサ
ロン】

◆「デイサービスセンターあったかサロン」
において、利用者様に対して下記の業務に従
事していただきます
・食事介助
・入浴介助
・排せつ介助
・日常生活支援介護全般
◎１日４時間、月１５日程度のお仕事です

1人

(1)9時00分～13時00分

16

大館市役所 広報配布 ◆市所有車両を使用し、各行政協力員宅へ市
広報誌の配布に従事していただきます
◎毎月最後の週に３日間の勤務となります
◎３日間で約１００件程に配布いただきます
【雇用期間】：令和３年６月１日～令和４年
３月３１日迄（契約更新の可能性あり：条件
付き）

1人
秋田県大館市字中城２０ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所 秋田県大館市

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

就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許ＡＴ
不問 日給

公災

不問 5,806円～
6,075円

(1)8時30分～16時30分

05030- 2248811秋田県大館市

必要な免許資格

◎プール監視
◎清掃
（プール内、プールサイド、消毒層、管理
棟、更衣室、トイレ等）
◎敷地の草刈り
◎ベンチ、テントの設置
○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

4人

05030- 2246111

15

大館市教育委員会 発掘調査補助員 ◎遺跡の発掘調査作業
◎調査地の測量作業
※雇用期間：令和３年６月１日～令和３年１
１月３０日迄
任期満了後、更新の可能性あり（条件あり）

1人

(1)9時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

パート労働者

14

株式会社　タクト プール監視及び清掃・
施設管理

6,794円～
8,591円

05030- 2247711

測量士補
不問 日給

普通自動車免許ＡＴ

№ 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)9時00分～14時30分 労災
不問 時給

(2)14時30分～19時00分
秋田県大館市御成町２－１７－１０ 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

就業場所 秋田県大館市

27

株式会社　タクト 給食調理（北地区学校
給食センター）

◆『大館市北地区学校給食センター』にて、
学校給食の調理業務に従事していただきます
＊栄養士がメニューを作成し、それに基づい
て調理します
＊２０名程度で１７００食程を調理
＊洗い場、清掃、その他付随作業
※試用期間３ヶ月間あり（その間、賃金等同
条件）

1人

(1)8時00分～14時30分 雇用・労災 普通自動車免許ＡＴ
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）

不問パート労働者 800円～850円

05030- 2222711就業場所 秋田県大館市

28

株式会社　比内物産開発 レジ販売員 ◆道の駅の直売所（とっと館）にて、おみや
げ品及び直売品等の販売及びレジ業務に従事
していただきます

2人

(1)8時30分～12時30分 労災
不問 時給

(2)12時00分～16時00分
秋田県大館市比内町扇田字新大堤下９３
－１１

雇用期間の定めなし

不問パート労働者 792円～792円

05030- 2223811就業場所 秋田県大館市

29

株式会社　ＡＩＭ 清掃スタッフ ◆ベットメイキング、客室、ホテル内の清掃
業務等に従事して頂きます
・就業時間：９：００～１４：００の間の
３．５時間程度
・勤務日数：週１～５日程度の勤務
※試用期間は３ヶ月間（その間、時給＠７９
２円）

2人

労災
不問 時給

秋田県大館市字長倉８５ 雇用期間の定めなし

不問パート労働者 792円～800円
又は9時00分～14時00分
の間の3時間以上05030- 2224211就業場所 秋田県大館市

パソコン表計算可
秋田県大館市字中城２０ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問パート労働者 6,239円～
6,530円

05030- 2225511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

秋田県大館市片山町３－１４－１４ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

05030- 2251311

武内外科医院 看護師又は准看護師 ●当医院（外科）における一般的な看護業務
に従事して頂きます
◎就業時間：午前又は午後、その他就業時間
相談に応じます 1人

秋田県大館市字長倉１１９ 雇用期間の定めなし

パート労働者

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

30

大館市役所 一般事務 ◆一般事務として、下記の業務に従事してい
ただきます
◎パソコンによるデータ入力
◎文書、荷物の収受及び発送
◎電話対応
◎書類整理
【雇用期間】：令和３年５月１７日～令和３
年１０月３１日迄（契約更新の可能性なし）

2人

(1)9時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
不問 日給
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　　＊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

31

イオン東北（株）ザ・ビッグ釈迦内店 販売員（お支払いセル
フレジ担当）

◆販売（お支払いセルフレジ担当）等の業務
に従事します
◎お客様とのお金の受け渡しはありません、
商品スキャン業務となります
＊年末年始・ＧＷ・お盆等務出来る方、接客
の好きな方・積極的な行動ができる方を希望
※３ヶ月間の試用期間後に本契約となります
※研修１ヶ月間は、日中の時間帯の勤務とな

2人

(1)17時00分～21時30分 雇用・労災
不問 時給

秋田県大館市釈迦内字稲荷山下２９４ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問パート労働者 920円～920円

就業場所 秋田県大館市 05030- 1944711

不問パート労働者 820円～820円

就業場所

(1)7時00分～12時00分 雇用・労災
不問 時給

33

イオン東北（株）ザ・ビッグ釈迦内店 品出し作業（精肉） ◆店内作業として、精肉の商品化・商品の品
出し及び陳列業務・値下げ作業・作業場の清
掃業務に従事していただきます
・試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条
件）
※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
◎お盆・年末年始等、勤務可能な方

秋田県大館市釈迦内字稲荷山下２９４ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市釈迦内字稲荷山下２９４ 雇用期間の定めなし

就業場所

32

イオン東北（株）ザ・ビッグ釈迦内店 品出し作業（鮮魚） ◆店内作業として、鮮魚の商品化・商品の品
出し及び陳列業務・値下げ作業・作業場の清
掃業務に従事していただきます
・試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条
件）
※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
◎お盆・年末年始等、勤務可能な方

1人

不問 時給

秋田県大館市 05030- 1945811

不問パート労働者 820円～820円

秋田県大館市 05030- 1946211

1人

(1)12時00分～16時00分 雇用・労災

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

普通自動車免許ＡＴ

不問 830円～830円

(1)9時30分～15時30分

就業場所 秋田県大館市 05030- 1979211

35

有限会社　サンクスギビングデー 販売員（ファミリー
マート大館向町店）

◆当コンビニエンスストア店内において、販
売員として下記の業務に従事していただきま
す
◎接客、レジ、品出し、値付け、店内の清掃
等
◎その他、付随する作業

1人

34

大館市勤労者共済会 事務 ◎パソコンによる経理事務全般（決算・予
算・補助金申請作成）
◎会報発行（年３回）
◎事業の企画及び参加者の募集
◎外出用務
※外務用務もあるため、自家用車をお持ちで
業務に使用できる方を希望します（ガソリン
代別途支給：面接時詳細説明）

1人
秋田県大館市字中城２０番地 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

法令の規定に
より年齢制限

がある

パート労働者 792円～990円

就業場所

(1)22時00分～7時00分 労災
18歳以上 時給

36

株式会社　咲笑 介護職員 ◆通所介護事業所の介護職員としての業務に
従事して頂きます
＊サービス計画書の作成協力
＊入浴、食事、トイレなどの介助サービス
＊サービス記録の記入
＊利用者宅への送迎
＊レクリェーション計画と実施
＊機能訓練補助

秋田県大館市字相染沢中岱１番地 雇用期間の定めなし

秋田県大館市字向町１６－２ 雇用期間の定めなし

就業場所

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

秋田県大館市 05030- 1987211

不問パート労働者 850円～1,200
円 又は9時00分～17時00分

の間の4時間以上秋田県大館市 05030- 1988511

1人

雇用・労災

労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

不問 850円～900円
又は9時00分～17時00分
の間の4時間以上就業場所 秋田県大館市 05030- 2026311

38

合同会社　鳳凰 介護士 ◆『ケアセンター雲雀（ひばり）』において
下記の業務に従事していただきます
◎１日６～１０人の介護、入浴介助、送迎
◎その他対応等業務
※試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）
※正社員登用の可能性あり
◎週所定労働日数については週３～４日程度
でもご相談に応じます

2人

37

カスタード 洋菓子販売 ◆当店において、下記の業務に従事していた
だきます
＊店頭で、ケーキ類洋菓子の販売、包装・
ラッピング作業
会計・レジ操作等
※試用期間２ヶ月間（その間、賃金等同条
件）

2人
秋田県大館市御成町１－１８－３ 雇用期間の定めなし

パート労働者

不問パート労働者 800円～850円

就業場所

(1)8時30分～13時00分 雇用・労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

(2)13時00分～17時30分

39

株式会社　大館ロイヤルホテル 客室清掃係 ◆当ホテルにおいて、客室清掃の業務に従事
していただきます
◎客室の清掃
・ベッドメイキング、ユニットバス及びトイ
レの清掃等の作業
※試用期間：３ヶ月あります（その間、時給
＠８００円）
＊就業時間、勤務日数等相談に応じます

秋田県大館市字長倉９３－２ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市下代野字代野道北１２６－
８

雇用期間の定めなし

就業場所

不問 時給

秋田県大館市 05030- 2061111

不問パート労働者 830円～900円

秋田県大館市 05030- 2100711

3人

(1)9時30分～15時00分 雇用・労災

雇用・労災
不問 時給

(2)13時00分～16時30分

不問 792円～792円

(1)8時00分～12時00分

就業場所 秋田県大館市 05030- 1932311

41

株式会社フルキャスト　大館営業課 販売員（ギフト品） ◆スーパーマーケットのお中元コーナーでレ
ジ業務・販売補助業務に従事していただきま
す
◎雇用期間：令和３年７月１日～８月１５日
まで（契約更新の可能性なし）

1人

40

株式会社　タクト 清掃業務（西大館病
院）

◆『西大館病院』にて、館内の清掃務に従事
していただきます
◎床面清掃、トイレ清掃、洗濯等
＊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
秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

不問有期雇用派遣パート 900円～900円
又は9時00分～16時00分
の間の6時間程度就業場所

雇用・労災
不問 時給

42

株式会社フルキャスト　大館営業課 ギフト販売員 ◆ギフト製品の包装及びＰＣ操作等を行って
いただきます
◎雇用期間：令和３年６月８日～８月１５日
迄（契約更新の可能性なし）

秋田県大館市字水門前７５－２　グリー
ンアイ長木川１Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

秋田県大館市字水門前７５－２　グリー
ンアイ長木川１Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

就業場所

秋田県大館市 05030- 1935111

不問有期雇用派遣パート 900円～900円

パソコンワープロ可
不問 時給

(2)13時00分～20時00分

就業場所 秋田県大館市 05030- 1937811

秋田県大館市 05030- 1936711

5人

(1)9時00分～16時00分 雇用・労災

900円～900円
又は9時00分～16時00分
の間の6時間程度

【　週間求人情報は、次の場所でも配布しています　】
　　 ◎下 記 の 事 項 に ご 留 意 下 さ い

大館市役所（※ホームページでも公開中）、大館市中央公民館
* 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。

43

株式会社フルキャスト　大館営業課 販売員（ギフト品） ◆スーパーマーケットのお中元コーナーでレ
ジ業務・販売補助業務に従事していただきま
す
◎雇用期間：令和３年６月８日～８月１５日
迄（契約更新の可能性なし）

2人
秋田県大館市字水門前７５－２　グリー
ンアイ長木川１Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

有期雇用派遣パート

雇用・労災
不問 時給

不問

活Jobおおだて（市役所三の丸庁舎内）、比内総合支所、田代総合支所
* 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。

大館市北地区コミュニティセンター、北部男女共同参画センター
* 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、ハチ公プラザ
　※ 活Jobおおだて（市役所三の丸庁舎内）でも『紹介状』の交付を受けることができます。

あきた就職活動支援センター(いとくSC内)

ハローワークインターネットサービスハローワークインターネットサービス

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


賃金 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

44

株式会社フルキャスト　大館営業課 販売員（ギフト品） ◆スーパーマーケットのお中元コーナーで包
装・データ入力接客業務及び付帯業務に従事
していただきます
◎雇用期間：令和３年７月１日～８月１５日
迄（契約更新の可能性なし）

3人

(1)9時00分～16時00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

不問有期雇用派遣パート 900円～900円
又は9時00分～20時00分
の間の6時間程度就業場所

雇用・労災 パソコンワープロ可
不問 時給

(2)13時00分～20時00分

45

ホテルルートイン　大館大町　（ルート
インジャパン株式会社）

フロント ◆フロント係として、下記の業務に従事して
いただきます
・チェックイン、チェックアウト応対
・電話応対（予約受付等）
・事務、経理業務
・客室及びホテル内の清掃等
※チェックイン・チェックアウト状況をパソ
コンへ入力する作業があります

秋田県大館市字大町９１－１ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市字水門前７５－２　グリー
ンアイ長木川１Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

パソコンワープロ可
不問 時給

(2)13時30分～22時30分

秋田県大館市 05030- 1938211

不問パート労働者 800円～800円

就業場所 秋田県大館市 05030- 1942911

1人

(1)8時00分～14時00分 雇用・労災

労災 パソコンワープロ可
不問 時給

(2)17時00分～22時00分 パソコン表計算可

不問 820円～820円

(1)4時00分～9時00分

就業場所 秋田県大館市 05010- 8985211

47

株式会社　友愛ビルサービス 日帰り温泉施設の営業
前準備及びフロント業
務（湯夢湯夢の湯

○日帰り温泉施設の営業前準備及びフロント
業務
・各種機器類検針、ボイラーＯＮ操作
・開店後のフロント受付、接客応対、清掃作
業

1人

46

株式会社　友愛ビルサービス 日帰り温泉施設の管理
運営業務全般（ハチ公
荘）

日帰り温泉施設の管理運営全般
・フロント受付、接客応対
・清掃作業（男女脱衣所・浴室を含む館内外
の清掃）
・機器類の操作

1人
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カン
ビル２Ｆ

雇用期間の定めなし

パート労働者

不問パート労働者 820円～820円

就業場所

(1)5時00分～9時00分 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
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カン
ビル２Ｆ

雇用期間の定めなし

秋田県大館市 05010- 8986511

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


