
12月9日発行
（　12/2～12/8受付分　）

雇用・労災
不問 時給

不問 時給

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- 5848221

不問 855円～855円

13

大館青色申告会 経理事務の補助（元帳
記帳・計算他；臨時）

◆個人事業所の元帳記帳・チェック・計算・
集計、その他の付随業務に従事します
◎雇用期間は令和５年１月１６日～３月１５
日まで
※業務の状況により、期間終了日が若干変動
する場合があります
＊帳簿（元帳）記帳の実務経験者歓迎します

3人

(1)9時00分～17時00分

秋田県大館市幸町１７－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

パート労働者

[ 次回12月16日発行予定 ]

不問パート労働者 853円～853円

秋田県大館市 05030- 5881221

1人

(1)11時00分～15時00分 雇用・労災

12

株式会社　大館マルスイ 商品品出し（１１：０
０～１５：００）＊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〉
＊６０歳以上の方の応募も歓迎します

秋田県大館市清水４丁目４－２０ 雇用期間の定めなし

就業場所

不問パート労働者 1,050円～
1,400円就業場所

(1)7時30分～12時30分 労災 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）
不問 時給

(2)13時30分～18時30分 保育士
秋田県大館市比内町扇田字町尻１０８－
１

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

秋田県大館市 05030- 5880821

就業場所 秋田県大館市 05030- 5876321

11

学校法人　富沢学園　扇田こども園 保育教諭 ◆幼保一体型の認定こども園において、下記
の業務に従事していただきます
◎０～５歳児の教育及び保育
・園児の安全に関する事項
・園児の保健衛生に関する事項等
※試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）

2人

10

株式会社　大館マルスイ 商品品出し（７：００
～１１：００）＊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〉
＊６０歳以上の方の応募も歓迎します

1人
秋田県大館市清水４丁目４－２０ 雇用期間の定めなし

パート労働者

労災
不問 時給

不問 853円～853円

(1)7時00分～11時00分

不問 時給
(2)8時00分～13時00分

(3)13時30分～18時30分

秋田県大館市 13110-22978221

不問パート労働者 855円～980円

秋田県大館市 05030- 5870021

2人

(1)7時30分～12時30分 雇用・労災

9

学校法人　富沢学園　扇田こども園 保育補助 ◆幼保一体型の認定こども園において、下記
の業務に従事していただきます
◎０～５歳児の教育及び保育
・園児の安全に関する事項
・園児の保健衛生に関する事項等
※試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）

秋田県大館市比内町扇田字町尻１０８－
１

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

東京都荒川区西日暮里２－２７－５ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所

不問パート労働者 1,140円～
1,230円 又は14時15分～23時15分

の間の6時間以上就業場所

(1)7時00分～16時00分 労災
不問 時給

(2)12時00分～21時00分

就業場所 秋田県大館市 06030- 9639321

8

株式会社　ダイナム ホール・カウンターで
の接客・ご案内／秋田
県大館市

お客さまが楽しく遊べるようにお手伝いをお
願いします。
パチンコの知識・経験は必要ありません。
研修、マニュアル充実でしっかりフォローし
ます。
【未経験者歓迎】
＊店内設備・遊び方のご案内
＊景品交換

1人

7

本間物産　株式会社 販売・品出し（惣菜：
大館店）１２月２０日
～１２月３１日

◯惣菜担当
（お寿司づくり）
※雇用期間は、１２月２０日～１２月３１日
までとなります。 2人

山形県飽海郡遊佐町比子字白木２３－３
６２

日雇（日々雇用または
１ヶ月未満）

パート労働者

労災
不問 時給

不問 870円～870円
又は7時00分～15時00分
の間の7時間程度

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

秋田県大館市 05030- 5895121

不問パート労働者 883円～883円

秋田県大館市 05030- 5896021

1人

(1)8時30分～16時30分 雇用・労災

6

株式会社　サンテックス 製造業務【紙粘土の製
造及び包装】

◆小中学校向けの教材のうち「紙粘土製品」
の製造及び包装業務に従事します
◎就業時間：８：３０～１６：３０の６時間
４５分勤務
◎週４日の勤務となります（要相談）
＊３０Ｋｇ程度の原料を運んでいただく工程
が毎日５回程あります
※未経験者の方にも作業方法を指導しますの

秋田県大館市岩瀬字羽貫谷地２０ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市岩瀬字羽貫谷地２０ 雇用期間の定めなし

就業場所

不問パート労働者 883円～883円

就業場所

(1)8時30分～17時00分 雇用・労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

就業場所 秋田県大館市 05030- 5894921

5

株式会社　サンテックス ピッキング・生産補
助・出荷業務

◆小中学校向け図工・美術教材の生産者の補
助やピッキング作業・出荷業務に従事します
◆外注の受け入れ対応や電話対応も行ってい
ただきます
◎就業時間：８：３０～１７：００の７時間
１５分勤務
◎週４～５日の勤務となります（要相談）
＊１５Ｋｇ程度の製品を積み上げていただく

1人

4

株式会社　サンテックス セット作業及び検品作
業

◆小中学校向けの教材のうち「木製品」の
セット作業及び検品作業に従事します
◎就業時間：９：１５～１７：００の６時間
３０分勤務
◎週４日の勤務となります
※未経験者の方にも作業方法を指導しますの
で、安心してご応募ください

1人
秋田県大館市岩瀬字羽貫谷地２０ 雇用期間の定めなし

パート労働者

雇用・労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

不問 883円～883円

(1)9時15分～17時00分

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

秋田県大館市 05030- 5890521

不問パート労働者 883円～883円

秋田県大館市 05030- 5893621

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

3

株式会社　サンテックス 製造業務【木工製品加
工】

◆小中学校向けの教材のうち「木工製品」の
製造する業務に従事します
◎就業時間：８：３０～１７：３０の７時間
４５分勤務
◎週４日の勤務となります
※未経験者の方にも作業方法を指導しますの
で、安心してご応募ください

秋田県大館市岩瀬字羽貫谷地２０ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市釈迦内字館６８－１ 雇用期間の定めなし

就業場所

2

学校法人　日景学園 保育補助 ◎未満児（０～３歳）のクラスにおける保育
補助に従事していただきます
※保育士又は幼稚園教諭のいずれかの資格を
お持ちの方
※就業時間及び日数相談に応じます

1人

不問パート労働者 980円～1,000
円就業場所

(1)9時00分～16時00分 雇用・労災 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）
不問 時給

保育士

不問パート労働者 853円～853円

就業場所 秋田県大館市 05030- 5884321

必要な免許資格

1

イオン東北（株）ザ・ビッグ釈迦内店 品出し作業（鮮魚） ◆店内作業として、鮮魚の商品化・商品の品
出し及び陳列業務・値下げ作業・作業場の清
掃業務に従事していただきます
・試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）
※接客が伴う場合もありますので『明るい接
客』に対応できる方希望
◎お盆・年末年始等、勤務可能な方
◎休日はシフトによりますが、土曜又は日曜

1人

(1)12時00分～16時00分 雇用・労災
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

秋田県大館市釈迦内字稲荷山下２９４ 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



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

不問 時給

秋田県大館市 05030- 5843921

不問パート労働者 1,400円～
2,500円 又は14時00分～21時00分

の間の3時間以上秋田県大館市 11030-34534821

1人

労災

18

イッティージャパンイースト株式会社 子ども英会話講師［大
館市／大館教室］

直営の教室にて、幼児から高校生までの子ど
もを対象に英会話のレッスンをしていただき
ます。
・英会話レッスン、文法レッスンの提供
・会員、保護者対応・各種イベント案内
・欠席者の電話入れ・ペーパーワーク（報告
書記入）
※研修制度と英語力サポート制度で未経験の

埼玉県さいたま市大宮区下町１丁目５０
番地

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

秋田県大館市字桜町３５ 雇用期間の定めなし

就業場所

法令の規定に
より年齢制限

がある

パート労働者 10,540円～
10,695円就業場所

(1)21時45分～8時00分 労災 介護職員初任者研修修了者
18歳以上 日給

普通自動車免許ＡＴ

就業場所 秋田県大館市 05030- 5854021

17

株式会社　エーアイエム 介護職員【グループ
ホーム　縁ゆくり】：
夜勤

◆グループホーム（２ユニット：１８人定
員）にてご利用者様の夜間帯の見守りおよび
介護全般、朝食の準備を行っていただきます

1人

16

ひだまりのこみちクリニック 受付事務 ◆当院（メンタルクリニック）にて受付事務
業務全般に従事していただきます
◎患者様の受付・電話応対、収入業務等
※扶養の範囲内で働きたい方、お子様と時間
を取りたい方にとって、パートタイムは午前
のみの為適した勤務形態です

1人
秋田県大館市住吉町３番１３号 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

雇用・労災 パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可

不問 860円～900円

(1)8時30分～12時30分

パート労働者 910円～1,050
円就業場所 秋田県大館市 05030- 5853121

1人

(1)8時30分～12時30分 雇用・労災

不問 時給

15

ひだまりのこみちクリニック 受付兼医療事務 ◆当医院（メンタルクリニック）にて受付兼
医療事務業務全般に従事していただきます
・窓口にて患者様の受付・電話応対
・電子カルテによる会計業務
・レセプトチェック等
◎扶養の範囲内で働きたい方、お子様と時間
を取りたい方にとって、パートタイムは午前
のみの為適した勤務形態です

秋田県大館市住吉町３番１３号 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

秋田県大館市御成町１ー１０－２ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可

医療事務資格

秋田県大館市 05030- 5851621

不問

賃金 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

14

株式会社　花善 弁当製造補助（短期ア
ルバイト：１２／２６
～１／９）

◆鶏めし弁当の製造の補助作業に従事してい
ただきます
◎雇用期間：令和４年１２月２６日～令和５
年１月９日まで（業務状況により、雇用期間
が変更となる場合あり）

3人

(1)6時00分～13時30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

不問パート労働者 1,100円～
1,300円就業場所

労災


