
※ 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

学校法人　富沢学園　扇田こども園 保育教諭 ◆幼保一帯型の認定こども園において教育・
保育業務全般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

2人

雇用・労災・
健康・厚生

幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）
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

月給
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）

不問正社員以外 215,000円～
260,000円 又は7時00分～19時00分

の間の8時間就業場所 秋田県大館市 05030- 5882521

不問正社員 170,000円～
260,000円 又は9時30分～19時00分

の間の8時間就業場所

(1)8時30分～18時00分 その他 看護師
不問 月給

3

株式会社フルキャスト　大館営業課 車載用品製造業務【２
交代制】

車関連製品の製造・組立作業／標識灯など車
載製品の製造・組み立て及び付帯業務

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）

秋田県大館市池内田中１８０番１ 雇用期間の定めなし

就業場所

2

くまがい診療所 看護師 ◎当院の外来看護業務に従事していただきま
す。
●令和５年３月開院予定で、同年２月の採用
を予定しています。 2人

18歳以上 時給
(2)14時00分～22時00分

(3)22時00分～6時00分

秋田県大館市 05030- 5883421

法令の規定に
より年齢制限

がある

有期雇用派遣労働者 176,000円～
176,000円秋田県大館市 05030- 5885621

2人

(1)6時00分～14時00分 雇用・労災

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
不問 日給

不問 184,000円～
207,000円

(1)8時00分～17時00分

就業場所 秋田県大館市 05030- 5887121

5

医療法人　健永会　大館記念病院 一般事務・秘書業務 ◆一般事務・秘書業務に従事していただきま
す
【具体的な内容】
◎事務業務全般◎電話・メール対応
◎スケジュール調整◎その他
※隣県への出張あり
※試用期間６ヶ月（その間、賃金等同条件）

1人

4

有限会社　平萬造園土木 土木・造園作業員 ◆土木作業全般。
・官公庁で入札した土木工事（側溝入れ替え
工事、舗装工事等）に従事していただきます
◆造園工事全般
・個人宅樹木植裁、庭木の剪定、雪囲い等に
従事していただきます（主に手作業）
＊業務量により、土木、造園両方の仕事に従
事していただきますので、土木作業の経験者

1人
秋田県大館市出川字上野２９－１１４ 雇用期間の定めなし

正社員

不問正社員以外 180,000円～
230,000円就業場所

(1)8時15分～17時15分 雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
不問 月給

パソコン表計算可

6

ＤＯＷＡ通運　株式会社 フォークリフトオペ
レーター（大館営業
所）

大館駅構内において１０トンフォークリフト
を使ったコンテナの取り卸し作業　　　　
「働き方改革関連認定企業」働きやすい職場
認証制度

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

秋田県大館市御成町３－２－３ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所

フォークリフト運転技能者
44歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ

秋田県大館市 05030- 5889721

キャリア形成正社員 156,500円～
181,200円秋田県大館市 03060- 7108921

2人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許ＡＴ
35歳以下 月給

キャリア形成 152,000円～
220,000円 給付又は6時00分～23時00分

の間の8時間程度就業場所 秋田県大館市 05010-22152421

8

有限会社　ほのぼの　グループホーム
ほのぼの

介護職員（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、介護職員７人がシフトにより
食事の支援、掃除、入浴、排泄等の介護業務
＊就業時間は（１）～（４）までの交替制で
（４）の夜勤が月５回程度ありますので、そ
れに対応できる方

1人

7

株式会社　山二 セルフガソリンスタン
ドスタッフ【ＳＥＬＦ
大館有浦】

○次の仕事に従事していただきます。
・機械操作（給油許可、ＰＯＳ操作等）
・タイヤの空気圧点検、オイル交換等
・タイヤ交換（カーピット作業）、カーケア
アドバイス
＊先輩と一緒に少しずつ仕事を覚えていきま
すので安心してください。
＊ＳＳの他、様々な部門があり、キャリア形

1人
秋田県秋田市中通２丁目２－３２ 雇用期間の定めなし

正社員

定年を上限正社員 178,000円～
180,000円就業場所

(1)7時00分～16時00分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 月給

(2)8時30分～17時30分

9

東日本スターワークス株式会社　盛岡テ
クニカルセンター

医療用機器の機械設計
職（大館市）

東日本スターワークスの無期雇用の正社員と
して雇用します。
医療用機器の機械設計業務を担当して頂くお
仕事になります。
主に各種部品の機構、筐体、構造設計から詳
細設計、製図業務を担当して頂きます。
また、試作品の試験評価も行います。

岩手県盛岡市大通３丁目３－１０　七十
七日生盛岡ビル４Ｆ

雇用期間の定めなし

秋田県大館市早口字弥五郎沢２－２５ 雇用期間の定めなし
(3)10時00分～19時00分

就業場所

パソコンワープロ可
59歳以下 月給

パソコン表計算可

秋田県大館市 05030- 5874521

定年を上限無期雇用派遣労働者 190,000円～
290,000円秋田県大館市 03010-28253221

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59歳以下 月給

定年を上限 156,000円～
250,000円

(1)8時15分～17時15分

拠出
就業場所 秋田県大館市 05030- 5862021

11

株式会社　うめの木園　ショートステイ
なでしこ

介護員 ◆ショートステイ施設内において、下記の業
務に従事して頂きます
（１日の利用者は３１名程です）
・高齢者等の生活援助（食事、入浴、排泄
等）
・就業時間は（１）～（４）の交代制となり
ます
月に４～５回夜勤があります

1人

10

株式会社　フレックス 工場作業員（完成品
タッチアップ、梱包）

◆木製ドア製造に伴う下記の業務に従事して
いただきます
◎タッチアップ、検品、梱包
＊タッチアップ、検品
完成品のバリやノリのはみだしの取り除き、
表面やガラスを磨き最後のクリーニング作業
を行います、又その過程でキズ等のチェック
を行います

1人
秋田県大館市花岡町字前田４０－２８ 雇用期間の定めなし

正社員

定年を上限正社員 160,000円～
240,000円就業場所

(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)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者
秋田県大館市根下戸新町１０３－１ 雇用期間の定めなし

(3)10時00分～19時00分

秋田県大館市 05030- 5863721

不問正社員以外 138,186円～
138,186円秋田県大館市 05030- 5868321

1人

(1)7時30分～16時00分 雇用・労災・
健康・厚生

12

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〉
＊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 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所

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- 5869621

(3)10時30分～19時00分

定年を上限 158,800円～
165,400円

13

医療法人　仁慈会　東台病院 給食調理員 ◆入院患者（定員１５０名）の食事の調理全
般業務を行っていただきます
＊配膳提供・食器の後片付け洗浄整理等もあ
ります
※管理栄養士２名が献立作成・調理業務も
行っております
※試用期間：３～６ヶ月（その間、賃金等同
条件）

2人

(1)6時00分～15時30分

秋田県大館市柄沢字稲荷山下６９ 雇用期間の定めなし

正社員

[ 次回12月16日発行予定 ]12月9日発行
（　12/2～12/8受付分　）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下 月給
(2)8時30分～17時00分

不問 時給

●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

不問正社員以外 180,000円～
300,000円就業場所 秋田県大館市 05030- 5839821

1人

(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
不問 月給

21

秋田ニチレキ株式会社　北営業所 舗装工事監理（経験
者）

○舗装工事の現場代理人（現場監理）
・施工計画作成
・工程進捗管理
・安全管理等
＊２ｔトラック、普通車の運転あり(ＭＴ車)
＊現場は主に秋田県内
＊雇用期間は１年毎に原則更新します

秋田県大館市二井田字上台１３８－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

秋田県大館市二井田字上台１３８－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

不問正社員以外 170,000円～
250,000円就業場所

(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
不問 月給

秋田県大館市 05030- 5838721

就業場所 秋田県大館市 05030- 5837021

20

秋田ニチレキ株式会社　北営業所 舗装工・土工・他 ○舗装工事及び土木工事に関わる重機械のオ
ペレーター及び作業に従事していただきます
＊２ｔトラック（ＭＴ車）運転あり
＊現場は主に県北地区（能代市～鹿角市）と
なります
＊県外出張の可能性あります(出張手当支給)
＊車両系の資格のない方は作業員としての勤
務となります

1人

19

株式会社　ダイニチ　大館営業所 地場運転手（大型） ◆主に原木輸送運搬業務に従事していただき
ます
◎グラップル付大型平ボデー車を使用します
◎北東北（秋田・青森・岩手）の山林と業者
間を往来します

1人
秋田県大館市岩瀬字新焼岱２－１ 雇用期間の定めなし

正社員

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許
59歳以下 月給

小型移動式クレーン運転技能者

玉掛技能者

定年を上限 195,000円～
330,000円

(1)8時00分～17時00分

普通自動車免許ＡＴ
30歳以下 月給

秋田県大館市 02030-13143221

キャリア形成正社員 190,000円～
250,000円 給付

秋田県大館市 05030- 5836121

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18

株式会社　アキタサトー商会　大館営業
所

ルート営業 業務用食品卸売の営業活動に就いていただき
ます。
【主な仕事内容】
・お得意先（学校・病院・高齢者施設・外食
店・スーパー）への商品提案、顧客管理ほか
付帯業務
・食に興味、関心の高い方を求めています
・未経験者でも先輩社員が丁寧に教え、独り

秋田県大館市字板子石境１５２－１ 雇用期間の定めなし

青森県弘前市大字外崎２丁目７－３１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

就業場所

不問有期雇用派遣労働者 165,672円～
165,672円就業場所

(1)8時15分～17時15分 雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

就業場所 秋田県大館市 27020-78925621

17

株式会社　オールクリア ドアの製造 タッチアップ、検査、梱包、出荷作業、その
他付随する業務。
派遣期間：令和５年１月１０日～令和５年２
月２８日までですが、以降は２ヵ月更新とな
ります。
雇用期間：派遣期間と同じになります。
抵触日：令和６年１２月１日

1人

16

東洋紡株式会社 人工透析機器に使用す
る中空糸膜の製造作業
／秋田県大館市

・人工透析機器に使用される中空糸膜の製造
プラントにて生産工程や品質をコントロール
しながら、製品を作り上げる仕事です。
・交替勤務あり、技術や設備をよく知ること
が必要ですので、習熟には時間をかけ、安定
的に設備を動かすための技術を磨きます。
・新設の大館透析膜工場（大館市二井田字羽
貫谷地８番地７）のオープニングスタッフと

4人
大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号

大阪梅田ツインタワーズ・サウス

雇用期間の定めなし

正社員

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許ＡＴ
18歳～35歳 月給

(2)15時00分～23時00分

(3)23時00分～7時00分

キャリア形成 172,000円～
200,000円

(1)7時00分～15時00分

給付

正社員 231,000円～
346,500円就業場所 秋田県大館市 05030- 5856821

2人

(1)7時30分～16時00分 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下 月給

15

（株）リンショウ 林業機械オペレーター
及びチェンソー作業

◆大館市周辺地域の民間の林において立木伐
採及び刈り払い作業に従事していただきます
◎作業においては、キャリア・グラップル等
の運転及びチェンソーを使用にて行います
※試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）

秋田県大館市岩瀬字杉子沢１－１２４ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市花岡町字前田４０－２８ 雇用期間の定めなし

普通自動車免許ＡＴ
不問 日給

秋田県大館市 05030- 5852921

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　フレックス 工場作業員（機械オペ
レーター）

◆木製ドア製造に伴う下記の業務に従事して
いただきます
◎機械オペレーター（以下のいずれかの機械
に携わります）
・ＮＣロック加工機（金物取付用の堀込切削
加工）
・ＮＣ汎用加工機（ドアの意匠を決めるミゾ
付き、切削等の加工）

1人

(1)8時15分～17時15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 156,000円～
250,000円 拠出

就業場所

雇用・労災・
健康・厚生


