
　　 ◎下 記 の 事 項 に ご 留 意 下 さ い

13

独立行政法人　労働者健康安全機構　秋
田労災病院

臨床検査技師 ◆当院において、中央検査部の臨床検査技師
の業務に従事していただきます
※雇用期間：令和３年１０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

(1)8時15分～16時45分

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

就業場所 秋田県大館市 05030- 4215011

不問 時給

* 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（市役所新庁舎３階）、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（大館市役所新庁舎３階）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)

パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可

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　】

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

臨床検査技師

(1)9時00分～15時00分 雇用・労災

不問 1,030円～
1,100円

12

株式会社　ＴＲＤ東北 一般事務 ◆当社にて、事務員として下記業務に従事し
ていただきます
◎電話、来客応対
◎受注・発注業務
◎データ入力作業
◎オンラインショップでの運営業務補助

秋田県大館市釈迦内字上袋５番９号 雇用期間の定めなし

就業場所

秋田県大館市 05030- 4236711

不問パート労働者 850円～950円

秋田県大館市 05030- 4212211

1人

不問パート労働者 822円～850円

就業場所

(1)9時00分～14時00分 雇用・労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

秋田県大館市餌釣字前田９３ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市 05030- 4233611

11

有限会社　ほんだ亭 弁当の盛付および配達 ◆弁当・惣菜などの簡単な調理補助および盛
り付け業務（どなた様でもできる作業です）
◆弁当の配達業務
（主に官公庁、会社への配達）
◎配達はその方の適性を考慮し、エリアを決
定し担当していただきます
◎軽自動車（バンタイプ）のＡＴ車又はＭＴ
車を使用します

1人

10

ファミリーマート　大館中道店 販売員 ◆コンビニエンスストアの販売員として下記
のコンビニ店舗業務全般に従事して頂きます
・レジ、接客応対
・商品の陳列、発注
・店舗内外の掃除
＊就業時間帯は面談時に希望を伺います（交
代制ではありません）
＊就業時間及び日数は相談に応じます

2人
秋田県大館市中道２－３－４２ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

パート労働者

労災
不問 時給

(2)12時00分～17時00分

(3)17時00分～22時00分

不問 822円～822円

(1)8時00分～12時00分

不問 時給

秋田県大館市 05030- 4229811

不問パート労働者 810円～810円
又は8時30分～18時30分
の間の6時間秋田県大館市 05030- 4230411

1人

雇用・労災・
健康・厚生

9

（株）伊徳　いとく大館ショッピングセ
ンター

宝くじ売場スタッフ ◆宝くじ売場において下記業務に従事してい
ただきます
◎宝くじ販売における接客及び金銭授受
【就業時間】８：３０～１８：３０の間で６
時間勤務できる方希望します
※土・日・祝日は交替で休む事ができます

秋田県大館市御成町３－７－５８ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市御成町３－７－５８ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所

不問パート労働者 810円～810円
又は8時30分～20時00分
の間の6時間就業場所

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

就業場所 秋田県大館市 05030- 4225611

8

（株）伊徳　いとく大館ショッピングセ
ンター

【ダイソー】部門ス
タッフ

◆ダイソー売場において下記の業務に従事し
ていただきます
・販売・レジ操作、及び接客業務
・陳列、デスプレイ、商品の品出し
・その他付随する業務等
＊土、日、祝日は交替で休む事が出来ます
＊就業時間相談に応じます
※時給加算について（９時～１８時ー＠８１

1人

7

医療法人　和成会 ランドリースタッフ ◆『今井病院』の病棟にてランドリー業務に
従事していただきます
◎患者様の衣類等の洗濯業務（一般的な洗濯
作業）
◎その他、付帯作業
＊就業時間、休日等相談に応じます
＊希望により８時間勤務も可能です、その場
合には勤務状況及び能力等評定の上正社員登

1人
秋田県大館市片山町３－１２－３０ 雇用期間の定めなし

パート労働者

雇用・労災
不問 時給

不問 822円～950円
又は8時45分～17時30分
の間の4時間

不問 時給

秋田県大館市 06030- 6857411

不問パート労働者 800円～800円

秋田県大館市 06030- 6858011

1人

(1)14時00分～19時00分 雇用・労災

6

本間物産　株式会社 販売・品出し（レジ：
ベル比内店）

〇レジ担当及び商品補充
※雇用期間は【６ヶ月毎の契約更新】を行っ
ており、更新時期は、毎年４月と１０月にな
ります。

山形県飽海郡遊佐町比子字白木２３－３
６２

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

山形県飽海郡遊佐町比子字白木２３－３
６２

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所

不問パート労働者 800円～800円

就業場所

(1)8時00分～13時00分 雇用・労災
不問 時給

就業場所 秋田県大館市 05030- 4240311

5

本間物産　株式会社 販売・品出し（惣菜：
ベル比内）

〇惣菜担当
（お弁当作り、パック詰め、陳列等になりま
す）
※雇用期間は【６ヶ月毎の契約更新】を行っ
ており、更新時期は、毎年４月と１０月にな
ります。

1人

4

大館市教育委員会 給食調理員（非常勤）
【会計年度任用職員】

◆学校給食の調理及び調理補助業務に従事し
ていただきます
※雇用期間：令和３年１０月２５日～令和４
年３月３１日迄【契約更新の可能性あり：条
件あり】

1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

雇用・労災・
健康・厚生不問 日給

不問 5,806円～
6,075円 又は7時50分～16時35分

の間の7時間

不問 時給

秋田県大館市 05030- 4238211

不問パート労働者 850円～900円
拠出

秋田県大館市 05030- 4239511

3人

(1)9時30分～15時00分 雇用・労災

3

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＠８３０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

秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所

2

株式会社　タクト 駐車場警備（いとく
ショッピングセン
ター）

◆いとく大館ショッピングセンター駐車場内
において、歩行者及び車両誘導、警備業務に
従事していただきます
・研修期間４日間あります（その間、日給＠
６，３３６円）
・月１５～２０日程度の勤務（お店のイベン
トや催事等により実働１日６ｈ～９．５ｈ、
月１２０ｈ未満の勤務）

2人 法令の規定に
より年齢制限

がある

パート労働者 8,800円～
10,000円 又は8時30分～19時00分

の間の6時間以上就業場所

雇用・労災 普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 日給

1

株式会社カネマツ（ライジンググルー
プ）

ホール及びカウンター
スタッフ（大館市／
パート）

＜ホール業務＞
・接客・ホール巡回・遊技台管理
・店内外清掃等
＜カウンター業務＞
・接客・賞品管理・清掃・マイクアナウンス
等

1人

(1)17時00分～0時30分 雇用・労災・
健康・厚生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ヶ月以上） 法令の規定に

より年齢制限
がある

パート労働者 1,000円～
1,000円就業場所 秋田県大館市 02010-10983111

　　＊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

パート；週刊求人情報 
9月17日発行 （9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

～9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10月1日発行予定 ]
閉　庁　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

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


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

秋田県大館市釈迦内字街道上２９－５ 雇用期間の定めなし

05030- 4205411

ファミリーマート　大館ドーム前店 販売員（日中） ◆レジ接客・発注・品出し・清掃等の業務に
従事していただきます
◎長期勤務可能な方歓迎します
◎土・日曜日勤務可能な方希望します
＊週１日から相談に応じます

1人
秋田県大館市字新綱２０ 雇用期間の定めなし

パート労働者

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

29

株式会社　畠山清商店 米の検査補助及び事務
所での事務補助（臨
時）

◆米の検査補助及び事務所での事務補助に従
事していただきます
◎検査用伝票記入、押印
◎補助作業における雑務等
◎米の検査伝票のチェック・コピー・綴り等
◎外出用務（銀行・郵便局）
※脚立の昇降あり
※１４時～１５時頃から事務所での事務補助

1人

(1)9時00分～16時00分 労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

秋田県大館市御成町２－１８－３３ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問パート労働者 1,000円～
1,000円

05030- 4194611

28

株式会社　笹谷建設 軽作業員（短期アルバ
イト）

◆河川敷の草刈り作業に従事していただきま
す
◎作業は鎌による手作業となります
◎現場内を社用車にて移動しながらの作業と
なります
※雇用期間：採用日～令和３年９月３０日ま
で（契約更新の可能性なし）【急募】

1人

(1)8時00分～17時00分 労災 普通自動車免許一種
不問 日給

秋田県大館市根下戸新町５－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問パート労働者 7,000円～
7,000円

05030- 4191411就業場所 秋田県大館市

27

株式会社　顯幸 短時間正社員◆週４日
勤務◆明治乳製品の宅
配（配達）

ＣＭでもお馴染みの「明治Ｒ－１ヨーグル
ト」など明治乳製品を中心とした宅配商品、
他健康食品等をお客様宅に配達していただく
仕事です。商品だけでなく、元気と笑顔も
一緒にお届けしているのが当社の配達スタイ
ル！
※月・火・木・金曜の４日間勤務していただ
きます。ただし月に１度だけ水曜日に出勤し

2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ＡＴ
59歳以下 月給

福島県会津若松市慶山１丁目６番７７号 雇用期間の定めなし

定年を上限パート労働者 134,000円～
134,000円

07030- 6151011就業場所 秋田県大館市

労災
不問 時給

秋田県大館市二井田字贄ノ里２３ 雇用期間の定めなし

不問パート労働者 825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

又は9時00分～14時00分
の間の3時間以上

◆『ニプロ大館工場内食堂』や『ニプロ
ファーマ大館工場内食堂』にて調理・調理補
助及び皿洗いを担当していただきます
【業務拡大による求人】 1人

05030- 4219111

15

イオン東北（株）ザ・ビッグ大館南店 加工部門（５ｈ） ◆加工部門において、店内作業員として下記
の業務に従事していただきます
◎リカー、飲料の品出し
＊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

(1)8時00分～13時00分 雇用・労災

パート労働者

14

有限会社　ナカザワ・フードサービス 調理・調理補助・皿洗
い

823円～823円

05030- 4220211

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

就業場所 秋田県大館市

幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）
不問 時給

保育士

雇用・労災

小学校教諭免許（専修・１種・２種）

不問 792円～950円

(1)14時00分～19時00分

05030- 4197711秋田県大館市就業場所

17

耳鼻咽喉科まきなえクリニック 看護助手 ◆看護助手として下記の業務に従事していた
だきます
◎医療機器の準備、片付け、洗浄、管理
◎患者の介助、誘導、環境整備等
※試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）
※勤務時間は８：００～１９：３０の間の４
～７時間程度です（応相談）
＊制服貸与します

1人

16

学校法人　富沢学園　扇田こども園 保育補助 ◆幼保一体型の認定こども園において、下記
の業務に従事していただきます
◎０～５歳児の教育及び保育
・園児の安全に関する事項
・園児の保健衛生に関する事項等
※試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）

1人
秋田県大館市比内町扇田字町尻１０８－
１

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

パート労働者

秋田県大館市常盤木町１７－８ 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 830円～900円
又は8時00分～19時30分
の間の4時間以上

労災
不問 時給

05030- 4198811

18

20

19

21

不問 時給
(2)7時00分～12時00分

株式会社ケアサポート　グリーン・ライ
フ（みどりの丘）

給食調理 ◆デイサービスセンターにおいて、給食調理
業務般に従事していただきます
◎昼食の調理業務
◎メニュー作成・食材の買い出し等
◎後片づけ（食器洗浄等）
◎調理室の清掃等
【急募】

1人

労災

パート労働者 822円～950円
又は9時30分～16時00分
の間の4時間程度05030- 4203211

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

23

株式会社　協働塗装 一般事務員 ◆当社において下記業務に従事していただき
ます
◎電話・来客応対
◎パソコンによる見積書、請求書作成
◎入出金管理
◎外出用務（銀行・集金等）
◎その他付随する事務作業
※外出用務の際は、自家用車を使用いただき

1人

22

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

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

秋田県大館市柄沢字柄沢２６番地 雇用期間の定めなし
普通自動車免許ＡＴ

不問パート労働者 850円～900円
又は8時00分～17時00分
の間の4時間程度

労災 パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可

05030- 4211811

不問 850円～850円

24

株式会社シーガルジャパン 受付係【大館新町店】 ◆クリーニング品の受付及び引渡業務全般
＊お客様からお持込みいただいたクリーニン
グ品を種類・汚れ・ほつれ等を点検してお預
かりし、仕上がった商品をお渡ししていただ
きます。
＊ＰＯＳレジ（タッチパネルを使用して受付
するパソコンレジ）の操作があります。
※初心者の方でも丁寧に指導致します。

1人

(1)8時00分～14時00分 雇用・労災・
財形

パート労働者 830円～850円

05031- 1663811就業場所 秋田県大館市

不問 時給
(2)14時00分～19時00分

秋田県北秋田市綴子字大堤６２－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

不問 時給
(2)14時00分～19時00分

不問 830円～850円

(1)8時00分～14時00分 雇用・労災・
財形

26

秋田県民共済生活協同組合 地域普及職員 ・パンフレットのお届けを通じての加入手続
き等のお手伝い。
・研修会、会議への出席
※毎月１回（概ね月初）所属事務所での研修
と年２回の県全体の研修あり。
・自宅から勤務地への直行直帰となり、移動
は自己所有車を使用（燃料費として別途手当
を支給）出退勤については所属事務所への電

4人

25

株式会社シーガルジャパン 受付係【大館有浦店】 ◆クリーニング品の受付及び引渡業務全般
＊お客様からお持込みいただいたクリーニン
グ品を種類・汚れ・ほつれ等を点検してお預
かりし、仕上がった商品をお渡ししていただ
きます。
＊ＰＯＳレジ（タッチパネルを使用して受付
するパソコンレジ）の操作があります。
＊３人体制によるシフト勤務を予定していま

1人
秋田県北秋田市綴子字大堤６２－１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

秋田県秋田市山王３－５－２３ 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

不問パート労働者 900円～900円
又は9時00分～17時00分
の間の4時間程度

労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 その他

05010-19181111

不問

不問 時給

不問 830円～830円

(1)9時00分～16時00分 労災

秋田県大館市字新綱２０ 雇用期間の定めなし

不問パート労働者 880円～880円

労災
不問 時給

05030- 4206011

ファミリーマート　大館ドーム前店 販売員（早朝勤務） ◆レジ接客・発注・品出し・清掃等の業務に
従事していただきます
◎長期勤務可能な方歓迎します
＊１日３時間、週１日～勤務日数は相談に応
じます

1人

(1)6時00分～9時00分

不問 時給

秋田県大館市字新綱２０ 雇用期間の定めなし

不問パート労働者 830円～830円

05030- 4207311

就業場所 秋田県大館市

ファミリーマート　大館ドーム前店 販売員（１６時～２３
時）

◆レジ接客・発注・品出し・清掃等の業務に
従事していただきます
◎長期勤務可能な方歓迎します
◎土・日曜日勤務可能な方希望します
＊週１日から相談に応じます

1人

(1)16時00分～23時00分 労災

05031- 1664211

(1)6時30分～11時30分

05030- 4210711

雇用・労災


