
パート；週刊求人情報 
2月25日発行 （2月18日

〒017-0046　秋田県大館市清水1丁目５-２０

お問合せ先  ： ０１８６－４２－２５３１

～2月24日受付分）
ご利用時間  ： 午前８時３０分～午後５時１5分

[ 次回3月4日発行予定 ]
閉　庁　日  ： 土曜・日曜・祝日・年末年始　

　　＊求人検索は、ハローワークインターネットサービス でもできます。

№ 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

1

株式会社　山二 ガソリンスタンドス
タッフ【大館有浦】

○セルフサービスガソリンスタンドとなりま
す
・室内の監視ルームにて、給油モニターを確
認しながら簡単な機器操作を行います。（給
油許可だし作業）
・専任スタッフ（カーケア・メンテ）のサ
ポートをしていただきますが、いずれは職場
内でスキルアップを図れます。

1人

(1)17時00分～23時00分 労災 普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 時給

秋田県秋田市中通２丁目２－３２ 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

パート労働者 850円～1,200
円就業場所 秋田県大館市 05010- 3716021

不問パート労働者 895円～1,030
円就業場所

(1)13時00分～18時00分 雇用・労災
不問 時給

(2)7時00分～12時00分

3

ながはしデンタルクリニック クリーンスタッフ ◆当院にて主に院内清掃に従事していただき
ます
◎治療準備、器具・器材管理、衛生管理業務
◎後片付け、清掃業務等

秋田県大館市字大田面３９３－１ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所

2

株式会社　タクト 介護職員【ふれあいの
里　ありうら】

◆「ふれあいの里ありうら」において利用者
様（定員；４１名）に対して介護スタッフ４
～５名体制で下記の業務に従事して頂きます
・食事介助
・入浴介助
・排せつ介助
・日常生活支援介護全般
※介護経験ある方歓迎します

1人

不問 時給
(2)14時00分～18時30分

秋田県大館市 05030-  984321

不問パート労働者 850円～950円

秋田県大館市 05030-  988021

1人

(1)8時30分～12時30分 労災

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

(1)9時00分～17時00分

就業場所 秋田県大館市 05030-  989721

5

大館市役所 母子・父子自立支援員 ◆ひとり親家庭等に対する相談支援・助言等
◎電話や面接による相談対応
◎各種支援制度の説明
◎ひとり親家庭等に関する事務作業
【雇用期間】：令和４年４月１日～令和５年
３月３１日迄
（契約更新については条件あり）

1人

4

大館市役所 消費生活相談員 ◆消費生活相談
◎消費生活問題に関する相談対応業務
◎消費者啓発に関する業務
※相談時窓口でパソコン使用します
【雇用期間】：令和４年４月１日～令和５年
３月３１日迄
（契約更新については条件あり）
※消費生活相談員（国家資格）資格保持者尚

1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

普通自動車免許ＡＴ

不問パート労働者 6,239円～
6,625円就業場所

(1)9時00分～17時00分 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

6

有限会社　トータルケア　一心堂 介護職員 ◎デイサービスにおける入浴介助がメインの
仕事となります
（一部、身体介助の業務もあります）
※試用期間３ヶ月間（その間、賃金等同条
件）
※１年毎の契約更新となります

秋田県大館市東台２丁目１番７５－２号 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

秋田県大館市字中城２０ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

(2)13時00分～16時30分

秋田県大館市 05030-  991421

不問パート労働者 1,000円～
1,200円秋田県大館市 05030-  993621

2人

(1)9時00分～12時30分 労災

労災 日商簿記３級
不問 時給

パソコンワープロ可

パソコン表計算可

不問 1,100円～
1,100円 又は9時00分～17時00分

の間の4時間以上

普通自動車免許ＡＴ

就業場所 秋田県大館市 05030-  978921

8

東北電力ネットワーク（株）大館電力セ
ンター

一般事務補助（短期） ◆一般事務補助として、下記業務に従事して
いただきます
・ＯＡ機器での各種データの入力業務
・来客対応
・書類整理、保管

2人

7

合同会社　伊藤会計情報センター 会計事務業務 ◆併設している税理士事務所からの委託を受
ける下記業務に従事していただきます
◎会社等の会計書類の整理
◎ＰＣへの入力作業
◎電話応対（取次）等の事務作業及び庶務等

1人
秋田県大館市有浦２丁目２－１８ 雇用期間の定めなし

パート労働者

不問パート労働者 840円～840円

就業場所

(1)10時00分～16時00分 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

9

大館市立　扇田病院 栄養士業務 ◆病院内での栄養士業務に従事していただき
ます
◎献立作成、食事箋管理、食数の指示管理、
衛生管理、給食関係書類作成等、栄養管理士
補助業務など

秋田県大館市比内町扇田字本道端７－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

秋田県大館市字長倉１２６ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

就業場所

栄養士
不問 日給

秋田県大館市 05030-  982521

不問パート労働者 7,132円～
7,132円秋田県大館市 05030-  961121

1人

(1)8時30分～16時30分 雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

不問 850円～1,000
円 又は8時30分～19時00分

の間の4時間以上就業場所 秋田県大館市 05030-  968321

11

大館市役所 日直業務 ◎市役所本庁舎における土・日・祝日の日直
業務に従事します
・婚姻届、死亡届等の受付業務
・電話対応
※雇用期間：Ｒ４年４月１日～Ｒ５年３月３
１日迄

2人

10

株式会社　あきた六次会 食肉・食肉加工製造員 ◆当社において、製造員として下記の業務に
従事していただきます
＊食肉（鶏肉）のカット、スライス
＊食肉加工製造
※１日４～６時間、週４～６日程度の勤務と
なります
（勤務時間や週の勤務日数は相談に応じま
す）

1人
秋田県大館市釈迦内字家下９－８ 雇用期間の定めなし

パート労働者

2人

不問パート労働者 6,685円～
7,098円就業場所

(1)8時30分～17時00分 公災
不問 日給

秋田県大館市字中城２０ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

12

株式会社　友愛ビルサービス カフェレストランス
タッフ（石田ローズ
ガーデン）

＊カフェレストラン（石田ローズカフェ）に
おいて、厨房及びホールの対応等全般
・簡単な調理（加熱調理等）や洗い物
・ホール（テーブル数２８個程度）スタッ
フ、飲食類の提供や後片付け（セルフサービ
スです）
・注文受けや精算（レジ）業務等
・ホールや厨房の清掃や除菌作業全般

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カン
ビル２Ｆ

雇用期間の定めなし

就業場所

秋田県大館市 05030-  956821

パート労働者

秋田県大館市 05010- 3534521

不問 時給
(2)9時00分～14時00分

(3)12時00分～16時00分

大館市役所（※ホームページでも公開中）、大館市中央公民館

【　週間求人情報は、次の場所でも配布しています　】

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災

定年を上限 1,070円～
1,180円

不問 900円～900円

* 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。
活Jobおおだて（市役所新庁舎３階）、比内総合支所、田代総合支所

* 応募要件・仕事の内容についての詳細は、求人票並びに窓口でご確認ください。
大館市北地区コミュニティセンター、北部男女共同参画センター

* 応募希望の際には、ハローワークにお問い合わせのうえ『紹介状』の交付を受けてください。
いとく大館ショッピングセンター､いとく片山店、ハチ公プラザ

　※ 活Jobおおだて（大館市役所新庁舎３階）でも『紹介状』の交付を受けることができます。
あきた就職活動支援センター(いとくSC内)

　　 ◎下 記 の 事 項 に ご 留 意 下 さ い

13

株式会社　へいあん秋田 社員アシスト業務パー
ト（大館典礼会館）

○典礼会館にて「生きる、お葬式。」をコン
セプトに心に寄り添うサービスをお願いしま
す。
弊社典礼会館にて葬儀通夜の準備がメインの
お仕事です。
会場・祭壇の設営、片づけ
会葬者様へのご案内などご親族様のサポート
をお願いします！！

1人
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３－７
５

雇用期間の定めなし

パート労働者
又は8時00分～20時00分
の間の7時間程度就業場所 秋田県大館市 05010- 3458921

64歳以下 時給

ハローワークインターネットサービス

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

