
あきた就職活動支援センター(いとくSC内)

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

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

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
* 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。

* 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。

　※ 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。

就業場所 秋田県大館市 05030- 4224311

大館市役所（※ホームページでも公開中）、大館市中央公民館

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
45歳以下 月給

キャリア形成 143,000円～
160,000円

【　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

13

株式会社　沓澤製材所 木材選別仕分職 ◆木材選別職として下記の業務に従事します
◎秋田杉　製材工程業務
・仕上げ工程１（カンナ機へ投入、選別、結
束）
・仕上げ工程２（選別、検品、結束、梱包）
※適性を見て、いずれかの業務に従事してい
ただきます
※積極性と行動力を発揮出来る方募集します

1人

(1)8時00分～17時00分

秋田県大館市釈迦内字街道上１５４ 雇用期間の定めなし

正社員

61歳以下 月給

秋田県大館市 05030- 4222411

定年を上限正社員 139,100円～
147,200円秋田県大館市 05030- 4223011

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

12

株式会社　第一ツール 製造工 ◆工場内において、機械を使用し切削工具
（リーマー）の製造業務に従事していただき
ます
◎簡単な作業から丁寧に指導しますので、未
経験の方の応募も歓迎します
※ものづくりに関心のある方の応募を歓迎い
たします。

秋田県大館市長坂字坂地岱１ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市御成町一丁目１１番２５号 雇用期間の定めなし

就業場所

定年を上限正社員 160,000円～
220,000円 又は6時30分～19時00分

の間の7時間就業場所

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

就業場所 秋田県大館市 05030- 4221511

11

秋北バス　株式会社 大型バス運転士【大館
営業所】

◆路線バスの運転業務に従事していただきま
す
◎男性及び女性の方も活躍できる仕事です
※大型二種免許のない方は、内定後先に免許
の取得をしていただきます（教習所の費用の
全額を会社が補助します）
詳細は面接時に説明いたします
○働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イ

1人

10

株式会社　大館マルスイ 商品品出し及び格納
（１９：００～３：３
０）

◆商品のピッキング作業（ピッキング作業場
５℃）
◆倉庫内作業も有ります（冷蔵庫温度－２
５℃）
・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３ヶ月（その間、通勤手当なし）

1人
秋田県大館市清水４丁目４－２０ 雇用期間の定めなし

正社員以外

雇用・労災・
健康・厚生18歳以上 時給

法令の規定に
より年齢制限

がある

128,790円～
160,380円

(1)19時00分～3時30分

不問 時給

秋田県大館市 05030- 4216311

不問正社員以外 128,232円～
128,232円 厚生

秋田県大館市 05030- 4217611

1人

(1)8時30分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

9

株式会社　光輪技研 電子部品の試作 ◆コイルの試作・製造作業に従事していただ
きます
◎主に手（腕）を使った巻線作業になります
が、はんだ付けや検査等のコイル製造におけ
る一連の作業もあります
※椅子に座っての作業となります、マンツー
マンで指導しますので初めての方でも容易に
習得できます

秋田県大館市下代野３８－１ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市軽井沢字下岱３０ 雇用期間の定めなし

就業場所

定年を上限正社員 167,300円～
178,500円 拠出・給付

就業場所

(1)8時15分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

臨床検査技師
59歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ

就業場所 秋田県大館市 05030- 4231011

8

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
として業務に従事していただきます
◎令和４年４月１日採用
※試用期間６ヶ月（その間、賃金等同条件） 1人

7

株式会社　タクト 給食調理（西地区学校
給食センター）

◆『西地区学校給食センター』にて、学校給
食の調理および配送業務に従事していただき
ます
＊９名程度で５３０食程を調理
＊配送業務（運転あり）
＊洗い場、清掃、その他付随作業
※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
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）

正社員以外

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
不問 月給

不問 135,000円～
143,000円

(1)8時00分～17時00分

普通自動車免許ＡＴ
不問 月給

秋田県大館市 05030- 4227111

不問正社員以外 190,000円～
190,000円秋田県大館市 05030- 4228711

1人

(1)8時30分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

6

公益社団法人　大館市シルバー人材セン
ター

経理事務補助員 ◆当センターにおいて、経理事務補助員とし
て下記業務に従事していただきます
◎電話・来客応対
◎補助金申請・清算事務
◎収支予算編成・収支決算事務
◎給与支払い・会員配分金支払い事務
◎事業収入・支出経費管理
◎その他、経理的事務全般

秋田県大館市字扇田道下６番地１０ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

秋田県大館市釈迦内字街道上１５４ 雇用期間の定めなし

就業場所

キャリア形成正社員 150,000円～
250,000円就業場所

(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
45歳以下 月給

就業場所 秋田県大館市 04010-48993211

5

株式会社　沓澤製材所 桶樽職兼製材職 ◎伝統工芸品である秋田杉桶樽、小木工品等
の加工作成
◎桶樽、木工品等のプロダクトデザイン・企
画・作成・販売
◎製材及び加工業務
※桶樽、指物、木工芸職経験者の募集です
（求人に関する特記事項欄参照）

1人

4

株式会社　オンサイト 現場監督（建築分野） マンション・商業施設・工場等様々な現場で
の建築施工管理を行っていただく仕事です。
多種多様な物件に携わることも可能ですので
就業環境に関してのご相談はお気軽にどうぞ
※ブランクがある方も歓迎します！
※配属現場は経験やスキル、本人の希望を考
慮致します。
※ブランクのある方でも安心していただける

1人
宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－３
３　
第２日本オフィスビル７階

雇用期間の定めなし

正社員

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

定年を上限 342,560円～
556,855円

(1)8時00分～17時00分

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

秋田県大館市 05030- 4237811

定年を上限正社員 249,400円～
466,275円秋田県大館市 04010-48978511

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

3

株式会社　オンサイト 工事管理補助（電気設
備分野）

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
電気設備工事での進捗管理における補助業務
を行っていただきます。
・工事における写真撮影及び管理業務
・作業員への作業内容の伝達及び確認
・現場での安全管理・ミーティング
※配属現場は経験やスキル、本人の希望を考
慮致します。

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－３
３　
第２日本オフィスビル７階

雇用期間の定めなし

秋田県大館市釈迦内字稲荷山下１８１－
１

雇用期間の定めなし

就業場所

2

株式会社　スフィーダ
訪問看護リハビリステーションまごころ

正看護師 ◆訪問看護ステーションにおいて、正看護師
として訪問看護リハビリ及び関連業務に従事
して頂きます。
バイタルチェック・服薬管理、点滴、褥瘡管
理、リハビリ、日常生活相談等、又重症化患
者様に対しターミナルケアや疼痛ケア等主治
医の先生と連携して対応して頂きます　
＊訪問範囲は、大館市及び周辺地域、社用車

1人

定年を上限正社員 250,000円～
280,000円就業場所

(1)9時00分～18時00分 雇用・労災・
健康・厚生

看護師
59歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ

1

株式会社カネマツ（ライジンググルー
プ）

ホールスタッフ（ライ
ジング大館／正社員）

ライジング大館（パチンコ店）における店内
業務です。
＜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)8時00分～16時30分 雇用・労災・
健康・厚生18歳～40歳 月給

(2)13時00分～21時30分
青森県青森市古川１丁目３－７ 雇用期間の定めなし

(3)16時00分～0時30分法令の規定に
より年齢制限

がある

正社員 180,000円～
180,000円 又は8時00分～0時30分の

間の7時間以上就業場所 秋田県大館市 02010-10982911

　　＊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

一般；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

(1)7時30分～16時00分

05030- 4195911

雇用・労災・
健康・厚生

23

株式会社　タクト 清掃業務（大館園） ◆施設内の清掃業務等に従事していただきま
す
◎施設内の清掃（お風呂掃除も含みます）
◎就業時間（１）・（２）の交替勤務となり
ます
※試用期間：３ヶ月（その間、労働条件変更
なし）
＊６０歳以上の方も応募歓迎します

1人

(1)7時30分～17時00分

22

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

(3)15時00分～23時00分

就業場所

秋田県大館市二井田字上台１２４－１ 雇用期間の定めなし

05030- 4208611

ＡＬＳＯＫ秋田管財株式会社　大館営業
所

警備職（交通誘導業
務）未経験者歓迎【県
北地区勤務】

☆工事現場やイベント会場及びその周辺での
警備業務を行って頂きます
・電気・土木等工事現場では渋滞の緩和や事
故の防止の為に通行車両や工事車両を手旗や
無線機を使い仲間と連携して誘導したり、歩
行者に声をかけて怪我をしない様に誘導を行
います
・イベントでは、仲間達と混雑する群衆へ広

3人
秋田県大館市幸町１１－１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

正社員以外

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許
64歳以下 日給

大型特殊自動車免許
秋田県大館市岩瀬字目名市５９ 雇用期間の定めなし

車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

定年を上限正社員 172,500円～
195,500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

◆住宅、ビル等の解体現場においてバック
ホーなどの重機を使用して解体作業を行いま
す
◆解体作業がない時は、リサイクル作業に従
事して頂きます（社内の中間処理場において
破砕等）
◆冬期間は除雪業務もあります
除雪作業については作業状況によるため休日

1人

05030- 4199211

15

（株）エコリサイクル　ＫＡＴＡＯＫＡ 営業・業務管理【トラ
イアル雇用併用】

◆新規・既存の取引先に対し、営業活動（産
業廃棄物処理、解体工事）を行って頂きます
・見積もり、契約書作成
・集金業務（５～６ヶ所程度）
・業務日報の作成提出
・ＰＣ（エクセル・ワード）入力による業務
管理
※産廃関連知識の習得に、意欲的に取り組め

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員

14

（株）エコリサイクル　ＫＡＴＡＯＫＡ 重機オペレーター

170,000円～
240,000円

05030- 4200111

パソコンワープロ可
64歳以下 月給

パソコン表計算可
秋田県大館市岩瀬字目名市５９ 雇用期間の定めなし

普通自動車免許一種

定年を上限

就業場所 秋田県大館市

不問 日給
(2)9時00分～18時15分

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

(3)10時30分～19時15分

不問 144,768円～
165,120円

(1)5時00分～14時15分

05030- 4201711秋田県大館市

17

株式会社　沓澤製材所 木材乾燥員 ◆木屑たきボイラ・油たきボイラの維持管
理、および木材の人工乾燥、製材品の加工補
助などの業務に従事していただきます（燃料
投入は自動化を進めています）
◎試用期間：６ヶ月間あります
※積極性と行動力のある方、および体力を要
する業務のためそれに対応できる方を募集し
ます

1人

(1)8時00分～17時00分

16

社会福祉法人　大館市社会福祉事業団 調理員 ◆介護施設の利用者に提供する食事の調理な
らびに付随する業務
（準備・配膳・後片付け・厨房の清掃等）を
行います
＊朝・晩は約１００食、昼はデイサービス利
用者分も用意するため約１３０食を提供して
いただきます
＊従事するスタッフは各回６人程度となりま

2人
秋田県大館市十二所字大水口４－５ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

正社員以外

秋田県大館市釈迦内字街道上１５４ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

キャリア形成正社員 160,000円～
240,000円

雇用・労災・
健康・厚生

２級ボイラー技士
18歳～50歳 月給

(2)7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

05030- 4202811

18

20

19

21

不問 時給

株式会社　三葉運輸 トラックドライバー
（大型ユニック付き
等）

◆コンクリート２次製品を各工事現場へ運搬
する業務に従事していただきます
◎運搬先は主に県北一円となりますが、県外
への運搬もあります
◎小型移動式クレーン及玉掛け資格者優遇、
資格がない方には取得費用全額会社負担にて
資格取得をしていただきます
※試用期間１ヶ月（その間、賃金等同条件）

2人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 160,000円～
190,000円

05030- 4204511

大型自動車免許
59歳以下 月給

株式会社　タクト 調理員（秋北食堂） ◆『秋北食堂』において調理業務に従事して
いただきます
◎注文メニューの調理、盛り付け、調理に係
る各種下ごしらえ、後片付け等
＊１年毎の契約更新となります
＊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
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）

正社員以外

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）

不問正社員以外 142,042円～
142,042円

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

(2)10時15分～19時45分

05030- 4196111

不問 143,175円～
146,625円

24

全国健康保険協会秋田支部 保健師または管理栄養
士

○全国健康保険協会の加入者への特定保健指
導や健康相談　　　　
・加入者の事業所に訪問し、保健指導を行う
・電話による相談
・パソコン・タブレット端末による相談、入
力作業
・その他の付随する作業
＊自宅を拠点にマイカーにより訪問し、業務

1人

(1)8時30分～17時15分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外 275,000円～
291,200円

05010-19202111就業場所 秋田県大館市

保健師
不問 時給

管理栄養士
秋田県秋田市旭北錦町５－５０　
シティビル秋田２階

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） パソコンワープロ可

不問 パソコン表計算可

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限

普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 日給

法令の規定に
より年齢制限

がある

173,600円～
217,000円

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

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

定年を上限正社員 160,000円～
250,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

05030- 4209911

比内時計工業　株式会社 技術職（電気・制御設
計）

◆オーダーメイドで制作する各種装置（自動
省力化装置・検査装置等）について、シーケ
ンス制御等の業務に従事していただきます又
制御プログラムの設計の他、部品の手配や配
線・組立などの付随する業務も行っていただ
きます
◎試用期間：３ヶ月間あります（その間、同
一賃金）　　　　　　　　　　　　　　　　

1人

(1)8時15分～17時15分

拠出

株式会社　畠山清商店 米の集荷業務（臨時） ◆主に玄米（３０ｋｇや１ｔフレコンバッ
グ）を農家宅から積込み・当社倉庫まで運
搬・荷降しする作業に従事していただきます
・運搬には、２ｔトラック（ＭＴ車）を使用
します
・荷降しにはフォークリフト使用します
・運搬の範囲は、主に大館市内、北秋田（鷹
巣地区）

1人

(1)8時30分～17時30分 労災 フォークリフト運転技能者
不問 時給

普通自動車免許一種
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）

不問正社員以外 300,000円～
300,000円

05030- 4192011


