
ハローワークインターネットサービス

[ 次回8月12日発行予定 ]8月5日発行
（　7/29～8/4受付分　）

【　週刊求人情報は、次の場所でも配布しています　】

大館市役所（※ホームページでも公開中）、大館市立中央公民館

雇用・労災
不問 時給

パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可

活Jobおおだて（大館市役所 ３階）、比内総合支所、田代総合支所

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

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

あきた就職活動支援センター(大館いとくショッピングセンター 3階)

週刊求人情報：パート

就業場所 秋田県大館市 05030- 3557321

不問 830円～830円

13

株式会社　北鹿 製造スタッフ ◆清酒の瓶やパックへの充填に伴う各種作業
・生産時の目視検査（瓶汚れ、瓶キズ、ラベ
ル印字）
・パック生産時の資材補充作業
・瓶生産時、空き瓶をコンベアに載せる作業
・瓶生産時に段ボールを補充したり、首下げ
を付ける作業
◆お酒の詰まった瓶に様々な飾り付けをし

2人

(1)8時30分～17時00分

秋田県大館市有浦２－２－３ 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

秋田県大館市 05030- 3793021

不問パート労働者 900円～900円

秋田県大館市 05030- 3549321

1人

(1)9時00分～16時00分 雇用・労災・
健康・厚生

12

株式会社いわしや 一般事務 ◆当社において、下記業務に従事していただ
きます
・伝票入力業務
・電話対応
・その他、事務業務全般
※試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）

秋田県大館市豊町９－４６ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

秋田県大館市字観音堂１９７ 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

不問パート労働者 900円～900円
又は9時00分～15時30分
の間の5時間以上就業場所

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

就業場所 秋田県大館市 05030- 3812621

11

株式会社　燦英　（ｃｈａｏｓ） 事務員 ◆一般事務として下記の業務に従事していた
だきます
・パソコン（ワード・エクセル）を使用して
各種書類作成
・伝票入力、書類整理
・電話、来客応対
※９：００～１５：３０（休憩６０分）まで
の５．５時間の就業となります（時間は応相

1人

10

大館市役所 一般事務補助 ◆一般事務補助として下記の業務に従事して
いただきます
◎パソコンによるデータ入力
◎文書の収受及び発送
◎所管施設への文書発送など
【雇用期間】
＊令和４年８月２３日～令和５年３月３１日
まで（契約更新の可能性なし）

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

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

普通自動車免許ＡＴ

不問 6,239円～
6,625円

(1)8時30分～16時30分

又は8時30分～17時15分
の間の7時間

不問 時給

秋田県大館市 05030- 3807021

不問パート労働者 900円～950円
又は10時30分～14時00分
の間の3時間以上秋田県大館市 05030- 3809821

2人

労災

9

マクドナルド　７号線大館店【ヒロフー
ズ（株）】

土・日・祝日店舗敷地
内ドライブスルーの車
誘導

◎土・日・祝日の店舗敷地内にきた車の誘導
とメニュー配布を実施していただきます。

秋田県大館市片山町２－４－５ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市片山町２－４－５ 雇用期間の定めなし

就業場所

不問パート労働者 900円～900円
又は6時00分～10時00分
の間の3時間以上就業場所

労災
不問 時給

就業場所 秋田県大館市 05030- 3806121

8

マクドナルド　７号線大館店【ヒロフー
ズ（株）】

開店作業、ハンバー
ガーの製造・販売

◎開店作業
・厨房機器のセッティング
・資材搬入
・客席清掃
・カウンター機器のセッティング
◎ハンバーガーの製造か販売のどちらかの業
務

2人

7

マクドナルド　７号線大館店【ヒロフー
ズ（株）】

資材搬入・倉庫整理の
み

◎資材搬入・倉庫整理作業
・トラックから資材を受取ります
・受け取った資材を冷凍・冷蔵庫に搬入しま
す
・完了後は倉庫の整理作業１時間程

1人
秋田県大館市片山町２－４－５ 雇用期間の定めなし

パート労働者

労災
不問 時給

不問 900円～900円
又は10時00分～12時00分
の間の2時間程度

不問 時給
(2)13時00分～17時00分

秋田県大館市 05030- 3826821

不問パート労働者 830円～830円

秋田県大館市 05030- 3827221

2人

(1)8時00分～12時00分 労災

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 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

秋田県大館市東台２丁目１番７５－２号 雇用期間の定めなし

就業場所

不問パート労働者 870円～900円

就業場所

(1)9時30分～14時45分 労災
不問 時給

就業場所 秋田県大館市 05030- 3824021

5

有限会社　トータルケア　一心堂 調理補助業務 ◆デイサービス利用者へ提供する、昼食の調
理補助業務に従事していただきます　
◎盛り付けや食器洗浄等の業務となります
（昼食は４０～５０食程度です）
◎２名のスタッフで行います
※試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）
※６０歳以上歓迎求人
●働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イ

1人

4

株式会社　タクト 給食調理（大館市立総
合病院）

◆大館市立総合病院において献立作成補助業
務に従事していただきます
◎栄養士資格必須
＊月１５～２０日程度の勤務になります
※試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）
○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
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）

パート労働者

雇用・労災 栄養士
不問 時給

不問 1,000円～
1,000円

(1)9時00分～15時00分

不問 時給

秋田県大館市 05030- 3819521

不問パート労働者 1,000円～
1,000円秋田県大館市 05030- 3822921

2人

(1)13時00分～17時00分 労災

3

株式会社　あぐりっこ大館 枝豆の選別作業【短
期】１３：００～１
７：００

◆枝豆の選別作業に従事して頂きます
・ベルトラインを流れる枝豆の選別作業
・選別した枝豆を機械で洗浄する作業
・農業に興味のある方　
※雇用期間：令和４年８月５日～令和４年１
０月１５日頃までを予定しています

秋田県大館市字鉄砲場６４ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

秋田県大館市根下戸新町１０３－１ 雇用期間の定めなし

就業場所

2

株式会社　うめの木園　ショートステイ
なでしこ

調理員（短時間パー
ト）

◆ショートステイ内において、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）
・調理業務全般（調理、片付け）
※試用期間：３ヶ月（その間、時給＠８５０
円～）
※就業時間は１日４～６時間。午前又は午後
どちらか勤務出来る方を希望。就業時間帯は

1人

不問パート労働者 860円～980円
又は6時00分～19時00分
の間の4時間以上就業場所

雇用・労災
不問 時給

不問パート労働者 880円～880円

就業場所 秋田県大館市 05010-14436921

必要な免許資格

1

株式会社　北都銀行 普通銀行業務（大館支
店）

○銀行内部事務全般に従事していただきます
＊当初は令和４年９月３０日までの契約
※採用日は応相談（以後６ヶ月毎の契約更新
です）
☆働き方改革関連認定企業【くるみん】
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所
大館市働くパパママ応援企業

1人

(1)9時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生不問

№ 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

秋田県秋田市中通３丁目１－４１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

※ 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　

●右記の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、

お気軽にご活用ください。

ハローわんくん



(1)16時40分～18時10分 労災
不問 時給

(2)18時20分～19時50分

(3)20時00分～21時30分

不問 1,134円～
1,600円

19

イデアグループ（明光義塾） 学習塾講師（大館本校
教室）

黒板を使わずに、生徒一人ひとりに合わせた
個別指導を行っていただきます。
＊小、中、高校生を対象に、教える教科はあ
なたの得意科目でＯＫです。文系・理系は問
いません。
＊時間・休日はご相談に応じます。
加入保険は労働条件により異なります。
＊冬休みだけ等、短期希望の方も可

10人
秋田県秋田市茨島４丁目１９－５２ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

就業場所 秋田県大館市 05010-13829921

(1)7時00分～16時00分 労災
不問 時給

(2)12時00分～21時00分

不問 1,080円～
1,200円 又は14時15分～23時15分

の間の6時間以上

18

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
＊清掃（空き缶回収）

1人
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）

パート労働者

就業場所 秋田県大館市 13110-14116421

(1)8時30分～12時30分 雇用・労災 パソコンワープロ可
不問 時給

(2)13時00分～17時00分 パソコン表計算可

普通自動車免許ＡＴ

不問 830円～830円
又は8時30分～17時15分
の間の4時間程度

17

株式会社　スズケン　秋田支店 販売事務（大館支店） 支店内での事務全般を担当していただきます
主な仕事は、社内外の電話応対、入力業務、
発伝業務、出納業務等の営業事務など事務全
般です。
経験者の方はもちろん、未経験の方でも、
しっかりしたサポートがあるので、安心です

1人
秋田県秋田市山王沼田町６番５号 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

就業場所 秋田県大館市 05010-13967421

雇用・労災
不問 時給

不問 850円～850円
又は9時00分～18時30分
の間の5時間

16

孝百 ホール接客係 ◆店舗にて、下記業務に従事していただきま
す
◎ホール接客業務
◎その他、付随作業
※未経験者応募可
※試用期間：１～３ヶ月（その間、賃金等同
条件）≪急募≫

1人
秋田県大館市城西町１－５３ 雇用期間の定めなし

パート労働者

就業場所 秋田県大館市 05030- 3739521

05030- 3648121

◆当社物流センター内で、商品の出荷作業に
従事していただきます
（１）商品の入荷作業
仕入先から届いた商品を検品し、所定の場所
にストック（保管）します
（２）商品の出荷作業
お得意先からの受注リストに基づき、ラック
から商品を取出し、店舗別の仕分けや検品を

2人

雇用・労災
不問 時給

不問 845円～845円
又は13時00分～18時00分
の間の4時間以上

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

秋田県大館市二井田字前田野３７－２４ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問パート労働者 822円～822円

就業場所 秋田県大館市

14

羽後運送（株）大館支店

15

佐藤　株式会社　大館営業所 加工食品の倉庫内入出
荷業務

秋田県大館市清水５丁目１－６５ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

パート労働者

就業場所 秋田県大館市

№ 求人者名・所在地・就業場所 職種 必要な免許資格加入保険等

又は8時15分～16時45分
の間の5時間程度

◆当社において、下記の業務に従事して頂き
ます
・医薬品、医療器具の積込み作業
・その他、倉庫作業等があります
※荷物は重くはありませんが、数量が多くあ
ります

2人

05030- 3567921

仕事の内容
採用
人数 年齢 賃金 就業時間

不問 時給
作業員 雇用・労災・

財形


