
※ 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

比内時計工業　株式会社 製品の梱包作業及び搬
出、搬入作業

●完成品の梱包及び搬出、材料・部品等の搬
入作業
＊出荷伝票等にて製品番号等の確認をし、段
ボール等に梱包、箱詰めし台車にて搬出先へ
移動積み下ろし作業に従事して頂きます
＊台車にて入荷した金属材料、部品等の搬入
業務に従事して頂きます

1人

雇用・労災・
健康・厚生

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

時給

秋田県大館市比内町新館字野開６９－３ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問パート労働者 853円～900円
又は8時15分～17時15分
の間の6時間就業場所 秋田県大館市 05030- 5594121

不問パート労働者 1,500円～
1,500円就業場所

(1)8時30分～12時00分 雇用・労災 看護師
不問 時給

准看護師

3

大館税務署 一般事務補助・データ
入力事務補助（１／１
６～３／３１）

◆一般事務補助、パソコンによるデータ入力
に従事していただきます
＊雇用期間：令和５年１月１６日～令和５年
３月３１日
（更新はありません）
◎就業時間：９：３０～１６：００（休憩６
０分）
＊パソコン操作（ワード）できる方

秋田県大館市赤館町２－１６ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

秋田県大館市字長倉１１９ 雇用期間の定めなし

就業場所

2

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・就業日数に応じます

1人

パソコンワープロ可
不問 時給

秋田県大館市 05030- 5595021

不問パート労働者 900円～900円

秋田県大館市 05030- 5576621

3人

(1)9時30分～16時00分 雇用・公災

雇用・公災 パソコンワープロ可
不問 時給

(2)10時00分～16時30分

不問 900円～900円

(1)9時00分～15時30分

就業場所 秋田県大館市 05030- 5577921

5

大館税務署 一般事務補助・データ
入力事務補助（２／１
３～３／３１）

◆一般事務補助、パソコンによるデータ入力
に従事していただきます
＊雇用期間：令和５年２月１３日～令和５年
３月３１日
（更新はありません）
◎就業時間：９：３０～１６：００（休憩６
０分）
＊パソコン操作（ワード）できる方

7人

4

大館税務署 受付事務補助・一般事
務補助・データ入力事
務補助

◆受付事務補助、一般事務補助、パソコンに
よるデータ入力事務補助に従事していただき
ます
＊雇用期間：令和５年１月１０日～令和５年
３月３１日
（更新はありません）
◎就業時間：（１）９：００～１５：３０
（休憩６０分）

4人
秋田県大館市赤館町２－１６ 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 900円～900円

就業場所

(1)9時30分～16時00分 雇用・公災 パソコンワープロ可
不問 時給

6

大館税務署 パソコン・スマホ操作
補助（１／３０～３／
１５）

◆パソコン及びスマホ操作補助に従事してい
ただきます
＊雇用期間：令和５年１月３０日～令和５年
３月１５日
（更新はありません）
◎就業時間：（１）９：００～１３：００
（休憩なし）
（２）１２：５０～１６：５０（休憩なし）

秋田県大館市赤館町２－１６ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

秋田県大館市赤館町２－１６ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

就業場所

パソコンワープロ可
不問 時給

(2)12時50分～16時50分

秋田県大館市 05030- 5578121

不問パート労働者 950円～950円

秋田県大館市 05030- 5579021

10人

(1)9時00分～13時00分 雇用・公災

雇用・公災 パソコンワープロ可
不問 時給

(2)12時50分～16時50分

不問 950円～950円

(1)9時00分～13時00分

就業場所 秋田県大館市 05030- 5580221

8

大館税務署 入場整理券配付補助・
一般事務補助

◆入場整理券配付補助、一般事務補助に従事
していただきます
＊雇用期間：令和５年２月２日～令和５年３
月１５日
（更新はありません）
◎就業時間：（１）８：４５～１２：４５
（休憩なし）
（２）１２：４５～１６：４５（休憩なし）

2人

7

大館税務署 パソコン・スマホ操作
補助・提出書類整理補
助

◆パソコン及びスマホ操作補助、提出書類整
理補助に従事していただきます
＊雇用期間：令和５年１月３０日～令和５年
３月３１日
（更新はありません）
◎就業時間：（１）９：００～１３：００
（休憩なし）
（２）１２：５０～１６：５０（休憩なし）

4人
秋田県大館市赤館町２－１６ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

パート労働者

不問パート労働者 900円～900円

就業場所

(1)8時45分～12時45分 雇用・公災 パソコンワープロ可
不問 時給

(2)12時45分～16時45分

9

大館市役所 個人番号カード交付等
事務補助

◆個人番号カード（マイナンバーカード）交
付等事務補助をしていただきます
◎主に交付受付、申請補助（出張申請含む）
などの窓口業務
【雇用期間】：採用日～令和５年３月３１日
迄

秋田県大館市字中城２０ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

秋田県大館市赤館町２－１６ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

就業場所

パソコンワープロ可
不問 日給

パソコン表計算可

普通自動車免許ＡＴ

秋田県大館市 05030- 5581521

不問パート労働者 6,239円～
6,625円 又は8時30分～17時15分

の間の7時間程度秋田県大館市 05030- 5582421

1人

雇用・公災・
健康・厚生

雇用・公災・
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

不問 6,239円～
6,625円 又は8時30分～17時15分

の間の7時間程度就業場所 秋田県大館市 05030- 5583321

11

クインズ　ヘア　（Ｑｕｅｅｎ’ｓ　Ｈ
ａｉｒ）

美容師補助業務 ◆技術指導をいたしますので、初心者の方で
も可能です。美容アシスタントとして業務を
覚えてもらい、将来的には美容技術者として
働いていただくことになります。
※試用期間：３ヶ月間（その間、賃金等は同
一条件）

1人

10

大館市役所 マイナポイント申請サ
ポート事務補助

◆マイナポイント申請サポート事務補助をし
ていただきます
◎主にマイナポイント申請サポートの窓口業
務
【雇用期間】：採用日～令和５年３月３１日
迄
（契約更新の可能性なし）

2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

12

東北西濃運輸（株）大館営業所 現場作業員 ◎トラックからの荷卸しの立会い
◎地域別仕分け作業及び整理
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条
件）

秋田県大館市釈迦内字桜下１５ 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- 5588721

不問パート労働者 1,000円～
1,000円秋田県大館市 05030- 5591321

1人

(1)8時30分～14時30分

不問パート労働者 900円～900円
又は8時30分～17時00分
の間の5時間程度就業場所

秋田県大館市常盤木町２３－１５ 雇用期間の定めなし

13

株式会社　伊徳　いとく片山店 日配部門（４ｈ） ◆日配部門において、朝の品出しに従事して
いただきます
＊接客を伴う場合もありますので『明るい接
客ができる方』及び『意欲的な方』を希望し
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

1人
秋田県大館市片山町２－４－１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

ハローワークインターネットサービス

週刊求人情報：パート

就業場所 秋田県大館市 05030- 5592621

不問 930円～930円

[ 次回12月2日発行予定 ]

雇用・労災

雇用・労災
不問 時給

11月25日発行
（　11/18～11/24受付分　）

又は6時00分～10時00分
の間の4時間程度

労災
不問 時給

フォークリフト運転技能者
不問 時給

(2)8時30分～12時00分

●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



不問

18

株式会社　ルフト・メディカルケア　秋
田オフィス

準夜勤病院内サポート
スタッフ

○患者様のお食事の配膳・下膳、就寝前後の
見守り、翌日に使用する物品関係の準備、そ
の他病院内環境整備等、病院内サポートス
タッフとして勤務していただきます。 3人

(1)16時30分～22時00分 雇用・労災・
健康・厚生

有期雇用派遣パート 1,200円～
1,250円

05010-21010221

不問 時給
(2)17時30分～21時30分

不問パート労働者 872円～872円

雇用・労災
不問 時給

05030- 5563821

17

丸大堀内株式会社　大館支店 庫内の品出し ◆倉庫内において、商品の出し入れ作業及び
検品作業に従事します
・商品の出し入れは、主に手作業となります
（扱う商品は、一般食料品・酒類）
・検品は、バーコード、ハンディーターミナ
ルによる読み取り作業となります
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条
件）

1人

(1)13時00分～19時00分

16

有限会社　大都 パチンコホール・力ウ
ンター業務【清水店】

◆パチンコ店でのホール及びカウンター業務
に従事して頂きます
◎８：００～２４：００の間で、実働４～６
時間になります
（１週間毎の交替制）
※就業時間、勤務日数等相談に応じます

2人
秋田県大館市片山町３丁目１－４７ 雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県大館市館下１３－１ 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）

不問

就業場所 秋田県大館市

18歳以上 時給
労災

法令の規定に
より年齢制限

がある

853円～900円
又は8時00分～0時00分の
間の4時間以上05030- 5559321秋田県大館市

必要な免許資格

又は9時00分～16時30分
の間の3時間程度

◆「介護医療院西大館病院」又は「介護老人
保健施設大館園」で入浴介助補助業務に従事
していただきます
◎入所者様の入浴時の介助補助業務が主とな
ります
○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

05030- 5551921

15

株式会社フルキャスト　大館営業課 倉庫内仕分け ◆スーパーマーケット商品の倉庫内仕分け業
務及び付帯業務に従事していただきます

1人

(1)9時00分～16時30分 雇用・労災

有期雇用派遣パート

14

医療法人　光智会 入浴介助補助

1,000円～
1,000円 又は18時00分～2時30分

の間の6時間程度05030- 5552121

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)9時00分～12時00分 労災
不問 時給

(2)13時30分～16時30分
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）

不問パート労働者 898円～1,048
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

秋田県秋田市中通１丁目４番３２号
秋田センタービル　８階

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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


