
11月25日発行
（　11/18～11/24受付分　）

拠出

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許ＡＴ
18歳～45歳 月給

(2)19時30分～7時30分

パソコン表計算可
不問 月給

ハローワークインターネットサービス

週刊求人情報：一般

就業場所 秋田県大館市 05030- 5566421

キャリア形成 178,000円～
219,050円

ニプロ株式会社　大館工場 製造技能職（医療機器
製造）（４組２交替・
３交替）※正社員

◆医療機器の製造に関わる下記の業務に従事
していただきます
◎医療機器生産設備のオペレーター
◎組立・検査等
（※就業時間は、配属先の部署により異なり
ます。就業時間・年間休日数等は４組２交替
の場合で表示しています。３交替について
は、求人に関する特記事項欄をご参照くださ

30人

(1)7時30分～19時30分

秋田県大館市二井田字羽貫谷地８－７ 雇用期間の定めなし

正社員

[ 次回12月2日発行予定 ]

雇用・労災・
健康・厚生

秋田県大館市 03010-26998921

12

株式会社　ソラスト　仙台支社 物品管理業務（秋田県
大館市）フルタイム

未経験・無資格ＯＫ★大館市の総合病院で物
品管理業務をお願いします。
主に診療材料から消耗品などを「発注・管
理」を行います。
残業ほぼなし×土日祝休みの完全週休二日制
具体例
■診療材料、消耗品などの発注
■必要部署への搬送

宮城県仙台市青葉区大町１丁目４－１
明治安田生命仙台ビル５階

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

13

就業場所

不問正社員以外 140,500円～
140,500円秋田県大館市 04010-69632321

1人

(1)8時30分～17時30分

不問有期雇用派遣労働者 174,000円～
174,000円就業場所

(1)9時00分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可
岩手県盛岡市盛岡駅西通２－９－１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

就業場所 秋田県大館市 05030- 5590421

11

株式会社　パソナ　パソナ・盛岡 営業アシスタント（秋
田県大館市）

＼無料駐車場あり！スタート日相談可／
【秋田県・大館市☆金属専門商社での営業事
務のお仕事】
◆受発注業務（専用システム使用）
◆納期調整、データ入力
◆電話・来客応対
◆その他庶務業務

1人

10

有限会社　花田造材部 チェーンソー作業 ◆主に大館市周辺及び秋田県内全域の国有林
において間伐、植林、下刈り、除伐、伐木
（造材）作業、造林作業に従事して頂きます
作業には、チェーンソーを使用します
◎現場までは、ミニマイクロバスで移動（マ
ニュアル車）
◎高低差のある山仕事に対応できる方を希望
します

1人
秋田県大館市岩瀬字谷地ノ平１－２３ 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
不問 日給

(2)8時00分～16時30分

不問 186,400円～
233,000円

(1)8時00分～17時00分

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

秋田県大館市 05030- 5587021

定年を上限正社員 170,000円～
200,000円秋田県大館市 05030- 5589821

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

9

株式会社　緑てい 現場作業員 ◆造園工事及び土木工事の現場作業に従事し
ていただきます
◎現場は大館市周辺となります
◎移動する際は社用車を使用します。運転業
務もあります。
（軽ワゴン、軽トラ、２ｔダンプ；オートマ
車又はマニュアル車）
◎高所作業あります

秋田県大館市御成町４丁目８－３５ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市赤館町９－５０ 雇用期間の定めなし
(3)9時30分～18時30分

就業場所

パソコン表計算可

定年を上限正社員 146,000円～
185,000円就業場所

(1)8時15分～17時15分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

登録販売者（一般医薬品）
64歳以下 月給

(2)9時00分～18時00分 パソコンワープロ可

普通自動車免許ＡＴ

就業場所 秋田県大館市 05030- 5586121

8

有限会社　クローバー薬局 調剤事務 〇保険調剤のレセプト業務
〇受付処方箋のレセプト入力（専用ソフトへ
の入力作業）
〇調剤補助、医薬品の在庫管理
〇医薬品の販売の顧客対応業務等

1人

7

佐々木工業 一般土木作業員 ◆主に公共工事の下請工事に伴う、土木作業
に従事して頂きます
◎現場は、主に大館市及び周辺地域です
＊場合により、２ｔ、４ｔトラック等を運転
して頂くこともあります
＊体力に自信のある方、土木作業に対応でき
る方希望します

3人
秋田県大館市釈迦内字中台１０１－５ 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
69歳以下 日給

定年を上限 195,500円～
253,000円

(1)8時00分～17時00分

59歳以下 時給

秋田県大館市 05030- 5584621

定年を上限正社員 148,608円～
148,608円秋田県大館市 05030- 5585921

2人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

6

山王食品　株式会社 工場作業員 ◆きりたんぽ製造に従事していただきます
◎米の量の測定
◎機械使用による練り作業
◎だまこ作り等
◎その他製造に関わる業務全般

秋田県大館市柄沢字山王台２１－２ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市東台４－４－９３ 雇用期間の定めなし

就業場所

不問正社員 149,700円～
180,000円就業場所

(1)8時40分～19時10分 雇用・労災・
健康・厚生不問 月給

(2)8時40分～16時00分

就業場所 秋田県大館市 05020- 5571721

5

ひがしだい歯科クリニック 歯科助手兼受付 ◆主に歯科助手として下記の業務に従事して
頂きます
・歯科診療補助業務
・歯科衛生士業務補助
・治療に使用した器具の洗浄、院内清掃
・その他、窓口受付業務
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条
件）

1人

4

株式会社　男塾　能代営業所 警備員（交通誘導警備
員）

◇北秋田地区及び大館地区における通信設備
運営専属（ＮＴＴ東日本等）、通信事業所等
における通信ケーブル、光ファイバー交換等
の工事の警備に従事していただきます。
＊自家用車を使用し高所作業車の後ろを追随
します。
＊現場到着後は、作業が終了するまで車の交
通整理等を行います。

2人
秋田県能代市悪戸１２４－２ 雇用期間の定めなし

正社員

雇用・労災・
健康・厚生

交通誘導警備業務検定２級
18歳～69歳 日給

普通自動車免許ＡＴ

法令の規定に
より年齢制限

がある

204,000円～
204,000円

(1)8時00分～17時00分

パソコンワープロ可
45歳以下 月給

パソコン表計算可

普通自動車免許ＡＴ

秋田県大館市 04010-69858321

キャリア形成正社員 237,000円～
306,200円 拠出

秋田県大館市 05010-21059121

1人

(1)9時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

3

ＭＳ東北　株式会社　秋田支店 営業（大館支店） ◆損害保険・生命保険の代理店営業業務を担
当していただきます。
＊１年ほどの研修期間（三井住友海上火災保
険（株）で、必要となる資格・免許取得のプ
ログラムあり）を経て、営業職として個人の
お客様や企業の保険全般の業務を担当してい
ただきます。

秋田県秋田市寺内油田１丁目２－７　小
橋ハイツ１０４

雇用期間の定めなし

宮城県仙台市泉区泉中央１丁目７－１－
５階

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） (3)9時00分～13時00分

就業場所

2

シップヘルスケアファーマシー東日本
株式会社

調剤薬局事務［秋田県
大館市］

＜調剤薬局事務未経験の方も歓迎です！＞
・受付
・処方せん、伝票等のデータ入力
・レセプト請求関連業務
・在庫管理
・その他関連業務

1人

不問正社員以外 137,600円～
137,600円就業場所

(1)8時30分～18時00分 雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
不問 時給

(2)9時00分～18時30分

定年を上限正社員 200,000円～
260,000円就業場所 秋田県大館市 04010-70149021

必要な免許資格

1

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

(1)10時00分～19時00分 雇用・労災・
健康・厚生64歳以下

№ 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

月給
(2)11時00分～20時00分

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

※ 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　

●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



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

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

就業場所

秋田県大館市比内町八木橋字一通７ 雇用期間の定めなし

05030- 5572221

有限会社　三浦建設 重機オペレーター ◆工事現場での重機運転作業（主にバック
ホー、ブルドーザー、キャリア等）の業務に
従事していただきます
・土木作業も有ります
＊現場は主に市内・県北地域で、現場へはＭ
Ｔ社有車で移動します
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条
件）

3人
秋田県大館市比内町八木橋字一通７ 雇用期間の定めなし

正社員

27

株式会社　ファミリーマート 直営店の店舗運営社員
／秋田県大館市（秋田
大館中山店）

ファミリーマートの直営店にて店舗運営に関
わる一連の業務をおこないます。（接客、商
品の仕入れ・管理、ディスプレイ、販売促
進、売上管理、人材の採用・育成などの業
務）
研修なども充実しているため、小売経験、接
客・販売経験がない方でも、しっかり学ぶこ
とができます。

1人

(1)8時00分～16時45分 雇用・労災・
健康・厚生18歳以上 月給

(2)13時00分～21時45分
東京都港区芝浦３－１－２１
ｍｓｂ　Ｔａｍａｃｈｉ　田町ステー
ションタワーＳ

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

正社員以外 260,000円～
290,000円 又は0時00分～23時59分

の間の8時間程度13040-36194922就業場所 秋田県大館市

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生18歳～69歳 日給

秋田県大館市赤館町７－６ 雇用期間の定めなし

法令の規定に
より年齢制限

がある

正社員 194,400円～
287,280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

◆主に建設工事現場等での交通誘導警備業務
に従事していただきます
◎現場は、主に大館市・北秋田市・鹿角市
※基本的に、北秋田市にお住まいの方は北秋
田市～大館市、鹿角市にお住まいの方は主に
鹿角市内勤務となります
◎現場には基本的に直行直帰となります
※入社後、３～４日間研修あり（その間、日

1人

05030- 5567321

15

学校法人　日景学園 保育教諭（令和５年４
月採用）

◆当認定こども園で、保育教諭としての業務
に従事して頂きます
◎「とことん遊びそこから学ぶ」自然あふれ
る環境のなかでの教育・保育
◎地域のひまわり活動等へ子ども達と一緒に
参加
◎園内外、保育環境の整備
※幼稚園教諭、保育士のいずれかの資格のみ

2人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員

14

奥羽エース警備　株式会社 警備員【トライアル併
用求人】

180,000円～
304,000円 又は7時00分～19時00分

の間の8時間05030- 5568621

保育士
59歳以下 月給

パソコンワープロ可
秋田県大館市釈迦内字館６８－１ 雇用期間の定めなし

パソコン表計算可

定年を上限

就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許一種
64歳以下 日給

雇用・労災・
健康・厚生

定年を上限 195,500円～
241,500円

(1)8時00分～17時00分

05030- 5569921秋田県大館市

17

有限会社　三浦建設 土木施工管理技士（２
級）

◆建築・土木工事の現場管理業務に従事して
いただきます
◆現場施工に関する事務処理業務
＊現場までは社有車（ＭＴ車・ＡＴ車）を使
用し移動します
＊現場は、主に大館市内です

3人

(1)8時00分～17時00分

16

有限会社　三浦建設 土木作業員 ◆工事現場において土木作業（道路工事）の
業務全般に従事していただきます
・現場は、主に市内・県北地域です
・工事現場まではＭＴ社有車で移動します
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条
件）

5人
秋田県大館市比内町八木橋字一通７ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市比内町八木橋字一通７ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

定年を上限正社員 230,000円～
300,000円

雇用・労災・
健康・厚生

２級土木施工管理技士
64歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ

05030- 5570721

18

20

19

21

介護福祉士
59歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ

有限会社　三浦建設 土木施工管理技士（１
級）

◆建築・土木工事の現場管理業務に従事して
いただきます
◆現場施工に関する事務処理業務
＊現場までは社有車（ＭＴ車・ＡＴ車）を使
用し移動します
＊現場は、主に大館市内です

3人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 300,000円～
350,000円

05030- 5571821

１級土木施工管理技士
64歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ

23

大館ケアサポート企業組合　ショートス
テイさくら

生活相談員 ◎定員３０名に対する契約締結・入所計画書
類の作成と交付
◎利用者様及びご家族との連絡や相談対応を
して頂きます
◎毎日の送迎業務もあります
（大館市内・ＡＴワンボックス車使用）

1人

(1)8時45分～17時45分

22

株式会社　一途 介護職員（介護福祉
士）

◆認知症デイサービス「ケアサポート悠ら
り」（利用者最大；１２名）にて、介護職員
として下記の業務に従事していただきます
・入浴、排泄、食事などの介護業務
・送迎業務（ＡＴ普通車；主に大館市内）
・利用者様の１日の記録書き等

1人
秋田県大館市釈迦内字萩長森下３８－２
３

雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市根下戸新町５－１５－２０ 雇用期間の定めなし

(1)8時30分～17時30分

05030- 5575321

18歳以上 時給

秋田県大館市片山町３丁目１－４７ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 250,000円～
270,000円

雇用・労災・
健康・厚生

その他の福祉・介護関係資格
64歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ

05030- 5553021

24

有限会社　大都 パチンコホール・カウ
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
※試用期間２ヶ月（その間、時給＠９００
円） 2人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外 155,520円～
172,800円 又は8時00分～0時00分の

間の8時間05030- 5556221就業場所 秋田県大館市

法令の規定に
より年齢制限

がある

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

定年を上限 181,000円～
251,000円

(1)8時00分～17時00分

厚生

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

26

株式会社　吉田電設 電気工事作業員 ◆東北電力ＮＷの配電線工事が主体です
（詳細についてはホームページ参照：アドレ
スは所在地欄）
◎作業は機械化されており、高所作業車、穴
掘建柱車、間接活線工法などにより、合理化
が図られております
◎移動の際など、ＭＴ車の運転があります
＊特に資格や経験は必要ありませんが、屋外

2人

(1)8時00分～17時00分

25

株式会社　吉田電設 土木工事作業員 ◆東北電力ＮＷの配電線工事が主体です
（詳細についてはホームページ参照：アドレ
スは所在地欄）
◎電柱建替工事の受注が増加しており、今後
もさらに増えていくことが見込まれます。電
柱を建てる際には穴掘建柱車などを利用しま
すが、掘削作業の時にスコップで土を試掘し
たり、埋め戻す際に人力作業が必要な為この

2人
秋田県大館市片山町３－１１－２５ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市片山町３－１１－２５ 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

05030- 5557521

キャリア形成正社員 181,000円～
251,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許一種
45歳以下 月給

05030- 5558421
厚生

定年を上限

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

定年を上限 241,500円～
333,500円

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

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

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

05030- 5573521

株式会社　大館マルスイ 軽作業（番重の整理整
頓）＊二井田

◆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〉
＊６０歳以上の方の応募も歓迎します

2人

(1)8時00分～16時30分

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

秋田県大館市釈迦内字萩長森下３８－２
３

雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 147,400円～
150,000円

05030- 5574421

株式会社　一途 介護職員 ◆認知症デイサービス「ケアサポート悠ら
り」（利用者最大；１２名）にて、介護職員
として下記の業務に従事していただきます
・入浴、排泄、食事などの介護業務
・送迎業務（ＡＴ普通車；主に大館市内）
・利用者様の１日の記録書き等

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

定年を上限 157,400円～
160,000円


