
一般；週刊求人情報 
1月14日発行 （1月7日

〒017-0046　秋田県大館市清水1丁目５-２０

お問合せ先  ： ０１８６－４２－２５３１

～1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1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

ＷＤＢ　株式会社　盛岡支店 分析及び微生物試験業
務（大館市）

大手製薬会社で医薬品の生菌数試験及び特定
微生物試験のお仕事です。医薬品は他の工業
製品や商品と違った特質を持っており、無菌
医薬品はもちろん、非無菌製品においても製
造の管理には微生物の管理手法が大きな役割
を果たしています。
「製造工程の無菌管理」および「無菌試験」
を担当します。

3人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

岩手県盛岡市大通３丁目３－１０　七十
七日生盛岡ビル６階

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問有期雇用派遣労働者 224,000円～
256,000円就業場所 秋田県大館市 03010- 1278321

不問正社員以外 144,000円～
160,000円就業場所

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

(2)8時00分～17時00分

3

アースサポート　株式会社　アースサ
ポート仙台

訪問入浴ヘルパー
（アースサポート大
館）

訪問入浴車に乗り、介護スタッフ２名・看護
スタッフ１名の３名１組でお客様宅を訪問。
着脱介助から始まってお客様のお体を洗って
頂く等の入浴介助が主な仕事です。
介護の資格が無い方、訪問入浴の経験が無い
方でもご安心ください。
必ず３人体制で伺うので未経験の方でも心配
ありません。

宮城県仙台市太白区向山４丁目１９－１
０　共立ビル１階

雇用期間の定めなし

岩手県盛岡市中央通１丁目７番２５号
朝日生命盛岡中央通ビル

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所

2

みちのくコカ・コーラボトリング　株式
会社

自動販売機サービスス
タッフ（大館市）

ルートカー（２ｔ～３ｔ車）にて、屋内外に
設置された自動販売機の製品補充作業。
業務内容は、製品仕分け、補充、売上金回
収、空容器の回収、自販機の清掃等で、徐々
にルートカーを運転いただきます。
・初めは補助員として社員と同行し作業を理
解していただきますので、未経験者でも安心
です。

1人

介護職員初任者研修修了者
59歳以下 月給

ホームヘルパー２級

秋田県大館市 03010- 1368321

定年を上限正社員 187,800円～
206,800円秋田県大館市 04010- 3142621

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生64歳以下 月給

(2)11時00分～20時00分

定年を上限 200,000円～
260,000円

(1)10時00分～19時00分

就業場所 秋田県大館市 04010- 3380721

5

株式会社　ファーマインド大館センター 食品加工作業（物流） ◆食品加工作業員として下記の業務に従事し
ていただきます
◎青果物の包装（ビニールによるラッピング
及びラベル貼り作業）
◎ＯＡ機器（タブレット）を使用しての在庫
確認
◎業務に関する安全衛生推進活動
◎フォークリフトによる荷役作業

1人

4

株式会社ウィルオブ・ワーク　仙台支店 販売接客アドバイザー
【大館市】

◎携帯キャリアショップや家電量販店等の小
売り店で販売スタッフの教育や売り場づくり
をお任せします。
・販売スタッフの管理
販売スタッフの教育や育成、勤怠管理などを
お任せします。定期的にミーティングや個別
面談も行い、業務面からメンタル面まで幅広
くフォローして頂きます。

1人
宮城県仙台市青葉区中央２丁目８－１３
大和証券仙台ビル６階

雇用期間の定めなし

正社員

不問正社員以外 185,000円～
185,000円就業場所

(1)7時00分～15時00分 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者
不問 月給

(2)8時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

6

社会福祉法人　花輪ふくし会 看護師（多機能型事業
所ぱすてる）

●当事業所の利用者様の看護業務に従事しま
す
・日常的な健康管理、処理、薬の管理、食事
の管理、通院付添い、緊急時の対応等
・通院付添の際の運転業務、通所利用者様の
送迎の運転業務（車両は東事業所のリフト付
きワゴン車を使用します）
（運転業務の有無については要相談）

秋田県鹿角市花輪字案内６３－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

秋田県大館市二井田字前田野５－６４ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所

准看護師
不問 日給

普通自動車免許ＡＴ

秋田県大館市 05030-  348121

不問正社員以外 216,227円～
221,227円秋田県大館市 05080-  205821

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生18歳以上 月給

(2)8時30分～17時00分

法令の規定に
より年齢制限

がある

161,700円～
191,100円

(1)8時30分～17時30分

就業場所 秋田県大館市 04010- 2731021

8

株式会社　秋田スズキ 自動車整備（大館店） ○当社において自動車の整備業務を行ってい
ただきます。
・自動車の修理全般
・自動車の洗車
・自動車のタイヤ交換
・整備伝票の作成
・その他、付随する業務
※働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イ

1人

7

株式会社　トークス 交通誘導警備業務
（秋田・大館）

・東北電力・ユアテック企業グループの一員
として秋田県内各地において電気工事作業に
伴う歩行者や通行車両の交通誘導警備を行う
仕事です。
※現場は秋田県内の複数箇所です。

2人
宮城県仙台市宮城野区五輪１丁目１７－
４７

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

正社員以外

普通自動車免許一種

キャリア形成正社員 150,000円～
200,000円就業場所

(1)8時45分～18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

9

株式会社　秋田スズキ 営業（大館店） ○当店舗において自動車の販売・営業の業務
を行っていただきます。
・一般のお客様への営業業務
・お客様への商品説明
・電話対応
・店舗における事務業務（契約書・見積書の
作成、パソコン入力操作あり）
・その他付随する業務

秋田県秋田市高陽幸町１６－１６ 雇用期間の定めなし

秋田県秋田市高陽幸町１６－１６ 雇用期間の定めなし

就業場所

パソコンワープロ可
40歳以下 月給

普通自動車免許一種

秋田県大館市 05010-  875421

キャリア形成正社員 159,000円～
225,000円秋田県大館市 05010-  878921

1人

(1)8時45分～18時00分 雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
40歳以下 月給

キャリア形成 170,000円～
240,000円

(1)8時30分～17時30分

拠出・給付
就業場所 秋田県大館市 05010-  926721

11

有限会社　花岡商店 一般事務 ◆当社において、事務業務全般に従事してい
ただきます
◎来客・電話応対
◎伝票の起票及び仕訳け
◎経理事務作業
◎パソコンへの入力作業
◎その他、事務作業全般

1人

10

秋田総合リース　株式会社 整備員 ○建設機械の整備業務等に従事していただき
ます
［主な仕事内容］
・レンタル用建設機械等の点検整備を行いま
す
・その他、付随する業務もあります
＊制服は準備いたします（貸与）

1人
秋田県秋田市川尻町字大川反１７０－１
８９

雇用期間の定めなし

正社員

定年を上限正社員 170,000円～
200,000円就業場所

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
59歳以下 月給

パソコン表計算可

12

株式会社　ハシモトホーム 不動産仕入スタッフ
【大館市】

不動産取引に関する以下の業務を担当してい
ただきます。
・不動産の情報収集
・物件調査、価格査定
・競売入札
・不動産の仕入
・宅地開発手続
※お客様・不動産業者及び物件所在地への移

青森県八戸市類家四丁目５－２ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市櫃崎字大道下１２－１ 雇用期間の定めなし

就業場所

普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 月給

秋田県大館市 05030-  341821

定年を上限正社員 230,000円～
300,000円秋田県大館市 02020-  781721

1人

(1)9時00分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

13

株式会社　ハシモトホーム 建築設計技術者
【大館市】

プランニング・現場管理に集中できる！建築
設計技術者の募集です
木造住宅に関する以下の仕事のいくつかを担
当していただきます。
・提案プラン作成
・図面作成
・積算
・お客様との施工打ち合わせ

1人

(1)9時00分～17時30分

青森県八戸市類家四丁目５－２ 雇用期間の定めなし

正社員

就業場所 秋田県大館市 02020-  870021

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
64歳以下 月給

定年を上限 230,000円～
350,000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

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。

ハローワークインターネットサービス

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


有限会社　ほのぼの　ショートステイ
ほのぼの

介護職員（夜勤なし） ◆介護職員として下記の業務に従事して頂き
ます
・ショートステイにおいて介護利用者（定
員；２０人）の食事、入浴、排泄、掃除等の
介護業務

1人

(1)7時00分～16時00分 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級
64歳以下 月給

(2)10時00分～19時00分 介護福祉士
秋田県大館市根下戸新町１－１５ 雇用期間の定めなし

准看護師

定年を上限正社員 178,000円～
185,000円

05030-  315121

介護職員初任者研修修了者

秋田県大館市根下戸新町１－１５ 雇用期間の定めなし
准看護師

定年を上限正社員 178,600円～
185,000円

雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級
64歳以下 月給

(2)8時30分～17時30分 介護福祉士

05030-  314921

有限会社　ほのぼの　ショートステイ
ほのぼの

介護職員 ◆介護職員として下記の業務に従事して頂き
ます
・ショートステイにおいて介護利用者（定
員；２０人）の食事、入浴、排泄、掃除等の
介護業務
○夜勤のシフトの際は、２名体制での業務と
なります

1人

(1)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

介護職員初任者研修修了者

不問

パソコンワープロ可
不問 時給

不問 206,400円～
206,400円

(1)8時00分～17時10分 雇用・労災・
健康・厚生

24

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
【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：２０２２年２月２１日～２０２
２年５月３１日
※上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派

5人

(1)9時00分～21時00分 雇用・労災・
健康・厚生

有期雇用派遣労働者 243,600円～
243,600円

05040-  416221就業場所 秋田県大館市

不問 時給
(2)21時00分～9時00分

(3)10時00分～19時00分

(3)9時00分～18時00分

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）

定年を上限正社員 173,000円～
177,000円

雇用・労災・
健康・厚生64歳以下 月給

(2)8時30分～17時30分

05030-  317721

不問

介護職員初任者研修修了者

定年を上限 178,000円～
185,000円

有限会社ほのぼの　ヘルパーほのぼの 介護職員（夜勤なし） ◆当施設（定員：１８名）の介護職員として
下記の業務に従事していただきます。
○日常生活が困難な高齢者の介護業務全般
（身体の支援）をしていただきます
○主に入浴介助、身体介護（おむつ交換）等
を行います

1人
秋田県大館市大茂内字清水田２８－１０ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市早口字弥五郎沢２－２５ 雇用期間の定めなし

18

20

19

21

介護福祉士
18歳～64歳 月給

(2)8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

日本道路（株）東北支店　大館アスコン
共同企業体

プラント機械・重機オ
ペレーター

◆当社において下記業務に従事していただき
ます
◎アスファルトプラントの操作・点検・清掃
等
◎重機オペレーター

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外 167,000円～
250,000円

05030-  340721

車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者
不問 月給

普通自動車免許ＡＴ

不問正社員以外 118,985円～
123,038円

雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
不問 時給

05030-  326221

17

株式会社　電創システム 文字校正・編集業務
（ブライダル事業全
般）

◆当社において、下記の業務に従事していた
だきます
◎パソコンを使用し、データ入力後の文字校
正・編集業務
◎納品、進行管理等の全体的な作業管理
＊主に全国のブライダルに関する資料作成で
す
＊カナ入力、ローマ字入力どちらでも可

1人

(1)9時00分～17時50分

16

株式会社　電創システム 転記作業及びデータ入
力オペレーター

◆健診に関する資料作成（転記作業及びデー
タ入力）業務に従事していただきます
※健診項目に関する専門用語を多数覚えてい
ただきます
※研修とＯＪＴを通してスキルを身につけて
いきますので、未経験者でも学習意欲のある
方歓迎です！
＊試用期間：１ヶ月～３ヶ月（その間、時給

1人
秋田県大館市水門前７５－４ 雇用期間の定めなし

正社員以外

秋田県大館市水門前７５－４ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市水門前７５－４ 雇用期間の定めなし

不問

就業場所 秋田県大館市

パソコンワープロ可
不問 時給

雇用・労災・
健康・厚生

不問 123,136円～
127,330円

(1)9時00分～17時20分

05030-  325821秋田県大館市

必要な免許資格

又は7時00分～18時00分
の間の8時間程度

○スーパーのバックヤードにおいて作業に従
事
・魚を切り身それに伴う加工作業
・ラッピング作業
・商品の陳列作業
・その他付随する作業
＊土・日・祝日勤務できる方歓迎
＊近隣店舗へのお手伝いをお願いする場合が

1人

02030-  637621
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株式会社　電創システム データ入力オペレー
ター

◆データ入力作業及びそれに付随する業務に
従事していただきます
＊専用フォーマットに漢字や数字のデータを
入力する仕事です（カナ入力、ローマ字入力
どちらでも可）
＊試用期間：１ヶ月～６ヶ月（その間、時給
＠８５０円）
※スピードと正確さが求められますので、即

4人

(1)9時00分～17時20分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外

14

株式会社　弘前中央魚類 販売員（加工作業およ
び陳列）【大館店】

127,330円～
134,820円

05030-  323021

パソコンワープロ可
不問 時給

№ 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)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許ＡＴ
不問 月給

青森県弘前市大字末広１丁目６－８ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問正社員以外 160,000円～
225,000円就業場所 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

秋田県大館市二井田字ケラキ森９３－１ 雇用期間の定めなし

02030-  551721

日研トータルソーシング株式会社　弘前
事業所

ＣＡＤオペレーター
（大館市）

ＣＡＤを使用した図面の作成
※ＣＡＤを覚えるまでは先輩の打ち合わせに
同席して少しづつ覚えていただきます。一連
の作業に慣れてきたら徐々に取引先と図面に
ついてのやりとり等もしていただきます。
＊面接は弘前事業所、または最寄りの会場に
て行います。面接時の服装は普段着でＯＫで
す。

1人
青森県弘前市大字大町３丁目７－１
ガーデンヒルズ１０１号室

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

有期雇用派遣労働者

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

(1)6時00分～15時00分

05030-  316021

雇用・労災・
健康・厚生

23

有限会社　ほのぼの　グループホーム
ほのぼの

介護職員
（夜勤なし；正社員）

◆介護職員として下記の業務に従事していた
だきます
◎グループホーム入居者（認知症高齢者：９
人）において、食事の支援、掃除、入浴、排
泄等の介護業務
＊就業時間は（１）～（３）までの交替制
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条
件）

1人

(1)7時00分～16時00分

22


