
※ 活Jobおおだて（大館市役所３階）でも『紹介状』の交付を受けることができます。

* 応募の際には、ハローワークで『紹介状』の交付を受けてください。

* 応募要件・仕事の内容についての詳細は、求人票及び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。

 ◎下 記 の 事 項 に ご 留 意 下 さ い

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

閉　庁　日  ： 土曜・日曜・祝日・年末年始　

必要な免許資格

1

協和牛乳輸送　株式会社 牛乳・乳製品の仕分け ◎冷蔵倉庫内（３℃）において、約２００種
類の製品の仕分け作業に従事していただきま
す（ケースに入ったパック製品の仕分けで
す）
＊その他、ハンディーパソコン（簡単な操作
です）を使用しての在庫調べ等あります
＊休憩場所は別途あり
＊７人１グループの体制で仕分けを行います

1人

(1)7時30分～16時00分 雇用・労災 普通自動車免許ＡＴ
不問

№ 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

日給

秋田県大館市岩瀬字上軽石野３９－１４ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問正社員以外 140,400円～
140,400円就業場所 秋田県大館市 05030- 5541421

定年を上限正社員 177,080円～
177,080円就業場所

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生62歳以下 日給

3

株式会社　光輪技研 電子部品の試作や検査 ◆小型コイルの試作製造作業に従事していた
だきます
◎流れ作業ではなく、巻線作業・ハンダ付け
作業・組立作業検査等
それぞれ独立した作業になります
※作業は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

秋田県大館市釈迦内字稲荷山下２６３ 雇用期間の定めなし

就業場所

2

有限会社　大館ファーム 選卵工（清水川ＧＰセ
ンター）

◆たまごのパッキング工場
◎たまごの選別を自動で行う機械（ライン）
の中で工程途中の検査、点検
◎選別後の製品（パックたまごなど）の検
査、選別、箱詰めとそれに関連する作業
※試用期間：３ヶ月（その間、日給７，６０
０円）

1人

不問 時給

秋田県大館市 05030- 5546021

不問正社員以外 127,950円～
127,950円 給付

秋田県大館市 05030- 5547721

1人

(1)8時30分～17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
64歳以下 月給

定年を上限 240,000円～
280,000円

(1)8時00分～17時00分

就業場所 秋田県大館市 05030- 5550621

5

ＤＯＷＡ通運　株式会社 事務員（大館営業所） ・車両、ドライバーの運行管理
・システム入力業務
・現場の立ち合い、作業補助
「働き方改革関連認定企業」働きやすい職場
認証制度

1人

4

（株）アイビック　東北統括支店 建設機械の修理・整備
他

◎建設機械（吹付機械、削孔機械など）の修
理・整備、在庫資材の片付け作業などを行っ
ていただきます。作業場所は秋田県大館市
の当社モータープールです。 1人

秋田県大館市釈迦内字稲荷山下１２５ 雇用期間の定めなし

正社員

普通自動車免許ＡＴ

キャリア形成正社員 156,500円～
173,500円就業場所

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

パソコンワープロ可
35歳以下 月給

パソコン表計算可

6

ユーアイ警備保障　株式会社 機動警備スタッフ（大
館地区）

○契約先への異状時対応業務を担当していた
だきます。
・巡回業務
・警備用機器等の保守
・設備異状時の一次対応等
＊現場へは社用車を使用（ＡＴ車）

秋田県秋田市山王２丁目１－５４　三交
ビル４Ｆ

雇用期間の定めなし

岩手県奥州市水沢佐倉河字中田６９－１ 雇用期間の定めなし

就業場所

普通自動車免許ＡＴ
18歳～64歳 時給

(2)17時30分～8時30分

秋田県大館市 03060- 6631621

法令の規定に
より年齢制限

がある

正社員 147,399円～
147,399円秋田県大館市 05010-20869921

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

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

定年を上限 175,156円～
220,382円

(1)8時30分～17時30分

就業場所 秋田県大館市 05030- 5533421

8

株式会社コジマ商会　大館営業所 営業 ◆県内のスーパーマーケットのお惣菜部門や
お弁当店などへ、商品の提案をおこないます
営業未経験者や異業種からの転職者も大歓迎
いたします。１からチャレンジしたい人大歓
迎！「食べることが好き」と「笑顔」があれ
ば頑張れる会社です。経験がなくても安心、
１から業務内容を丁寧にご説明させていただ
き、先輩スタッフとの同行できちんとご指導

1人

7

株式会社コジマ商会　大館営業所 物流作業員 ◆スーパーのお惣菜や冷凍食品（主に業務
用）の発注・商品管理及び入荷・ピッキン
グ・出荷作業を担当していただきます
＊未経験者歓迎！作業内容は丁寧にご説明し
ます
＊防寒着貸与します

1人
秋田県大館市釈迦内街道上９３－１ 雇用期間の定めなし

正社員

キャリア形成正社員 195,450円～
220,382円就業場所

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
35歳以下 月給

9

医療法人　光智会 事務職員 ◆当法人施設において、事務業務全般に従事
していただきます
◎事務業務の他、環境整備業務などを行う時
があります
※試用期間２ヶ月（その間、賃金等同条件）

秋田県大館市片山町３－１４－１４ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市釈迦内街道上９３－１ 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- 5534321

定年を上限正社員 160,700円～
180,200円秋田県大館市 05030- 5535621

1人

(1)8時40分～17時20分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下 月給
普通自動車免許ＡＴ

定年を上限 178,000円～
230,000円

(1)8時30分～17時30分

11

有限会社　大裕 支援員（チョコおおだ
て）

・利用者に対する支援、作業指導
・送迎等業務（ワゴン車）

1人

10

株式会社　山形部品 ルート営業【正社員／
秋田県大館市】

☆自動車部品・用品類を整備工場・鈑金工
場・カーディーラーなどのお客様（市内・近
隣市内）に営業・販売を行う仕事です。
☆飛込営業、新規開拓はありません。
担当コース・エリア内のお客様から注文いた
だいた商品を納品販売する仕事です。
☆自動車部品に詳しくない方でも、最初は配
達・納品が主たる仕事になりますので、経験

1人
山形県山形市流通センター３丁目９－３ 雇用期間の定めなし

正社員

12

おおもとクリニック 看護師又は准看護師 ◎医師の指示による診察介助、検査介助、処
置介助
◎患者さんへの説明、採血・点滴・問診等
◎その他掃除等、上記に付随する業務全般

秋田県大館市有浦６丁目２－２６ 雇用期間の定めなし

就業場所

(3)8時30分～12時30分

秋田県大館市 02010-15528921

定年を上限正社員 210,000円～
260,000円秋田県大館市 05030- 5521721

1人

(1)8時30分～18時15分

不問正社員以外 167,920円～
192,000円就業場所

青森県青森市富田一丁目１７番６号 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

ハローワークインターネットサービス

就業場所 秋田県大館市 05030- 5522821

(3)8時30分～12時30分 パソコンワープロ可

定年を上限 150,000円～
175,000円

13

おおもとクリニック 医療事務 ◎受付業務
◎電話応対
◎会計・レセプト業務、電子カルテ入力など
のクラーク業務
◎その他掃除等、上記に付随する業務全般

1人

(1)8時30分～18時15分

秋田県大館市有浦６丁目２－２６ 雇用期間の定めなし

正社員

11月18日発行
（　11/11～11/17受付分　）

雇用・労災・
健康・厚生

医療事務管理士（医科・歯科）
59歳以下 月給

(2)8時30分～20時15分 医療事務資格

看護師
59歳以下 月給

(2)8時30分～20時15分 准看護師

パソコンワープロ可

[ 次回11月25日発行予定 ]

雇用・労災・
健康・厚生

パソコン表計算可

パソコン表計算可

週刊求人情報：一般①

(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
不問 日給

就業場所 秋田県大館市 06010-23050121

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

パソコンワープロ可

●左記のQRコードから、求人情報が見

ることができます。また、窓口で相談・

紹介をご希望の方でハローワークに登録

のない方でもQRコードより事前登録を

していただくことができますので、お気

ハローわんくん

ハローワーク大館では、大館市役所内（３階）に職の窓口「活job おおだて」

を開設しております。

求職申込・職業相談・職業紹介（紹介状の発行）・求人検索などほとんどの

業務が可能です。どうぞお気軽にご利用ください



株式会社　東北センバ 一般事務職 ◎来客時の接客応対、電話応対
◎伝票入力、メール応対等
◎その他、事務作業全般

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
不問 日給

(2)8時30分～15時30分 普通自動車免許ＡＴ
秋田県大館市二井田字前田野５－５ 雇用期間の定めなし

不問正社員以外 148,313円～
148,313円

05030- 5504021

秋田県大館市片山字八坂１７－４ 雇用期間の定めなし

不問正社員 207,000円～
368,000円

雇用・労災・
健康・厚生不問 日給

05030- 5501621

株式会社　鳶唯咲興業 鳶・鍛治工【トライア
ル雇用併用求人】

◆鳶及び鍛冶工として作業に従事していただ
きます
・主に、建物の足場組立や解体作業
・現場は主に、大館市周辺です
＊未経験の方でも、意欲のある方の応募歓迎
します
【トライアル雇用併用求人】
３ヵ月間の試行雇用期間を経て、その後の常

5人

(1)8時00分～17時00分

不問

パソコンワープロ可
45歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ

キャリア形成 170,000円～
170,000円

(1)9時00分～18時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問正社員 160,000円～
200,000円

雇用・労災・
健康・厚生

美容師
不問 月給

05030- 5512021

05030- 5511121

26

株式会社Ｍｉｌｋ． スタイリスト　兼　ア
イリスト

◆当店において、スタイリスト業務全般に従
事していただきます
◎お客様のカット、パーマ、セット、ブ
ロー、カラーリング等
☆当店は、まつげエクステも行っております
☆短時間のパート勤務希望の方も応募可能で
す

1人

(1)9時00分～18時00分

25

有限会社　大瀧運輸 貨物自動車運転手【大
型】

◆お客様から依頼を受けた品物を、大型ト
ラック（４～５ｔ半）で輸送する業務に従事
します
◎手作業による荷物の積み下ろし作業もあり
ます　　　　　　　　
◎輸送先は、主に北東北地区【秋田・青森・
岩手方面】
◎輸送先により、高速道の使用指示がありま

1人
秋田県大館市道目木字中谷地４７－２ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市御成町２丁目１９－２６ 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

定年を上限

大型自動車免許
不問 月給

不問 160,000円～
160,000円

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

不問 148,313円～
148,313円

24

株式会社　羽沢建材 大型運転手 ◆大型ダンプ運転手の業務に従事していただ
きます
◎主に、資材などの運搬
◎範囲は大館市、鹿角市、北秋田市等
※試用期間：３ヶ月（その間賃金等同条件）
＊大型特殊、車両系建設機械、玉掛、小型移
動式クレーンなどの資格があれば尚可

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 230,000円～
280,000円

05030- 5510921就業場所 秋田県大館市

大型自動車免許
59歳以下 月給

秋田県大館市比内町笹館字小森山２４－
９

雇用期間の定めなし

普通自動車免許ＡＴ

キャリア形成正社員 160,000円～
170,000円

雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
45歳以下 月給

パソコン表計算可

05030- 5509421

(1)8時30分～17時30分

05030- 5505721

雇用・労災・
健康・厚生

23

北陽工業　株式会社 一般事務 ◆当社において、下記の業務に従事していた
だきます。
＊電話、来客対応＊伝票の仕分け
＊月次処理＊日報管理
＊パソコン使用によるデータ入力
＊その他、上記に付随する事務業務全般
【若年雇用促進に基づくユースエール認定企
業】

2人

(1)8時00分～17時00分

22

株式会社　東北センバ 経理・総務事務 ◎来客時の接客応対、電話応対
◎経理業務
・現金出納（支払・受取）
・データ入力作業（入出金）
・親会社との連携業務

1人
秋田県大館市二井田字前田野５－５ 雇用期間の定めなし

正社員以外

秋田県大館市出川字上野１－１ 雇用期間の定めなし

18

20

19

21

パソコンワープロ可
不問 日給

(2)8時30分～15時30分 普通自動車免許ＡＴ

株式会社　田代製作所 製造スタッフ ◆当社工場内において下記の作業に従事して
いただきます
【ドア製造工程】
◎梱包・出荷工程
完成品をダンボールで梱包をしてトラックへ
の積込作業
※配属先については状況に応じてご相談させ
ていただく場合があります

2人

(1)8時00分～17時10分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外 223,600円～
223,600円

05030- 5531221

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

普通自動車免許ＡＴ

不問正社員以外 142,800円～
153,000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

05030- 5528921

17

株式会社　平岡不動産鑑定事務所 一般事務員 ◆当社において、一般事務員として下記の業
務に従事していただきます
◎各種書類作成（パソコン使用）
◎書類のファイリング・整理
◎その他付随する作業等
※雇用期間：令和４年１２月１日～令和５年
１２月末迄

1人

(1)9時00分～17時30分

16

株式会社　田代工芸 製造作業員（製造全
般）

◆学校教材用の小箱・オルゴール等の部材を
作るための製造業務全般に従事して頂きます
・鋸で木を切断⇒プレーナー（鉤）掛け⇒幅
を決める（すべて機械を使用します）
・木工機械を操作します
・商品をポリ袋に入れセットする作業等
※天然木の好きな方歓迎します
※細かい作業もありますので、それに対応で

1人
秋田県大館市岩瀬字上岩瀬塚の岱５７ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市東台６丁目７－８０ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市清水４丁目４－２０ 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
45歳以下 月給

雇用・労災・
健康・厚生

キャリア形成 170,000円～
180,000円

(1)8時00分～17時00分

05030- 5527621秋田県大館市

必要な免許資格

◆倉庫内にてスーパーから戻ってきた番重
（牛乳・ヨーグルト・豆腐などの日配品を運
搬するためのプラスチックのケース）を
メーカー毎、大きさ毎に整理整頓を行います
※倉庫内の温度は５℃です
〈急募〉

1人

05030- 5524521

15

株式会社　大館マルスイ 商品品出し（７：３０
～１６：００）＊清水

◎商品のピッキング作業
◎倉庫内作業
・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）
〈急募〉

1人

(1)7時30分～16時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外

14

株式会社　大館マルスイ 軽作業（番重の整理整
頓）＊二井田

138,186円～
138,186円

05030- 5525421

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～16時30分 雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

秋田県大館市清水４丁目４－２０ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問正社員以外 138,186円～
138,186円就業場所 秋田県大館市

27

株式会社トータルアシスト 重機オペレーター ◆土木作業（建物の基礎工事、用水路工事等
掘削作業中心）における重機オペレーター業
務に従事していただきます
・大館市内の現場でのバックホーの操作が中
心となります
・土木作業をして頂く場合もあります
（手作業で行う必要のある部分を行っていた
だく場合がありますが、それほど体力的な負

5人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者
64歳以下 日給

普通自動車免許一種
秋田県大館市字館下７３番地４ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 204,650円～
239,000円

05030- 5515221

28

株式会社トータルアシスト 作業員 ◆作業員として下記業務に従事していただき
ます
・建築工事全般
・解体作業
・除雪作業
・その他、上記作業に付随する業務
※試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）

5人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
64歳以下 日給

秋田県大館市字館下７３番地４ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 204,650円～
227,550円

05030- 5516521

29

アデコ　株式会社　盛岡支社 安定企業での事務のお
仕事！【大館市内／１
１月開始】

大手エネルギー関連会社での事務のお仕事で
す。契約に関する受付（電話）、システムへ
の受付内容登録、関連部署との連携、各種帳
票管理、データ集計取り纏め、各種書類のコ
ピー・整理・ファイリング、電話応対、来客
応対等をお願いします。
※勤務期間：２０２３年３月末までを予定し
ていますが、延長の可能性が大いにあります

1人

(1)8時40分～17時20分 雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
不問 時給

岩手県盛岡市盛岡駅前通１５－２０　
東日本不動産盛岡駅前ビル　６Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問有期雇用派遣労働者 184,080円～
184,080円

03010-26497121

秋田県大館市字観音堂７３７ 雇用期間の定めなし

キャリア形成正社員 160,000円～
180,000円

05030- 5486421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

秋田県大館市岩瀬字大柳上野２８－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

05080- 2654421

株式会社　現代 店舗補助業務スタッフ
【トライアル雇用併用
求人】

●自動車販売に関わる補助業務に従事してい
ただきます
・展示車、買取車の清掃
・納車・引き取り業務
・メール問い合わせ対応
・冬期間は店舗敷地内の除雪作業等
・その他付随する業務
＊外での作業がメインです

1人
秋田県鹿角郡小坂町荒谷字手紙沢５４－
６３

雇用期間の定めなし

正社員

応募要件・仕事の内容についての詳細は、求人票及び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

株式会社　宮崎ドライ 店舗受付係（大館市） ◆店舗内において、クリーニング品の受付業
務に従事していただきます
◎お客様からお持込みいただいたクリーニン
グ品をお預かりして、仕上がった商品をお渡
しすることが主な業務です
◎レジ精算、品物点検、タグ付け、店内清掃
等
※試用期間１ヶ月（その間、時給＠８５５

1人

(1)10時00分～18時00分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
40歳以下 月給

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



週刊求人情報：一般② 11月18日発行 [ 次回11月25日発行予定 ]

（　11/11～11/17受付分　）

 ◎下 記 の 事 項 に ご 留 意 下 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、求人票及び窓口でご確認ください。 お問合せ先  ： ０１８６－４２－２５３１

* 応募の際には、ハローワークで『紹介状』の交付を受けてください。 ご利用時間  ： 午前８時３０分～午後５時１5分

※ 活Jobおおだて（大館市役所３階）でも『紹介状』の交付を受けることができます。 閉　庁　日  ： 土曜・日曜・祝日・年末年始　

賃金 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

31

株式会社　ＣＯＮＮＥＣＴ 家電機器の配送業務 ◆軽バンにて、主に大館市・鹿角を中心に指
定のエリアでの配送業務となります
◎未経験大歓迎！！
◎２人１組での作業！！
◎ノルマがない為自分のペースで働けます
◎時間を大事にしたい方、今よりも稼ぎたい
方、車好きの方是非お待ちしております

2人

(1)8時00分～17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

定年を上限正社員 148,400円～
212,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 日給

秋田県大館市御成町３丁目６番地５６ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市 05030- 5487321

普通自動車免許ＡＴ

(3)10時00分～19時00分32

社会福祉法人　大館市社会福祉事業団 介護職員（正職員）
64歳以下 月給

◆福祉施設における介護業務に従事します
◎対象となる事業所（福祉施設）
・大館市特別養護老人ホームつくし苑
・大館市養護老人ホーム成章園
・大館市ケアハウスほうおう

秋田県大館市十二所字大水口４－５ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 158,700円～
234,900円就業場所 秋田県大館市 05030- 5493521

2人

(1)7時00分～16時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

パソコンワープロ可

(2)8時45分～17時45分

ハローワークインターネットサービス

●左記のQRコードから、求人情報が見

ることができます。また、窓口で相談・

紹介をご希望の方でハローワークに登録

のない方でもQRコードより事前登録を

していただくことができますので、お気

ハローわんくん

ハローワーク大館では、大館市役所内（３階）に職の窓口「活job おおだて」

を開設しております。

求職申込・職業相談・職業紹介（紹介状の発行）・求人検索などほとんどの

業務が可能です。どうぞお気軽にご利用ください


