
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・
健康・厚生

看護師
64歳以下 月給

准看護師

準中型自動車免許
30歳以下 月給

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：一般①

就業場所 秋田県大館市 05030- 3797521

定年を上限 201,000円～
288,000円

13

ショートステイとんぼ新町〔（有）バス
ケの街能代企画〕

看護師・准看護師 ◆ショートステイ（定員２０名）において、
高齢者に対する下記業務に従事していただき
ます
◎看護及び介護
◎日常生活の援助
◎メディカルチエック等
◎その他、会社で行っている業務

1人

(1)8時00分～17時00分

秋田県大館市字新町３３ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市 05030- 3778021

キャリア形成正社員 185,000円～
185,000円秋田県大館市 05030- 3794721

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

12

株式会社　プラスチックホンダ 配送作業員 ◆配送作業員として下記の業務に従事してい
ただきます
◎主に向かいにある工場へ２ｔロング車を使
用し、荷物の積み込み、積み下ろし等の作業
を行います
・荷物の重量は、２０ｋｇ前後です
＊就業時間については相談に応じます
※試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）

秋田県大館市二井田字前田野５－４ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市池内字道上１－４０ 雇用期間の定めなし

就業場所

不問正社員 148,800円～
297,600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 日給

就業場所 秋田県大館市 02030- 8427021

11

株式会社　斎藤建設 鳶工（足場組立）及び
手元・一般土木作業又
は軽作業・清掃

◆仮設作業に伴う建物の足場組立、解体工事
一般建築基礎工事、土木・外構工事
・現場は主に大館市内及び近郊です
（現場へは、社有車で移動します）
◆軽作業、清掃作業員
・材料の移動（材料を運ぶ、片付け等）
・現場の清掃等

2人

10

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４年９月１日～令和４年１０
月３１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
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）

有期雇用派遣労働者

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

不問 165,672円～
165,672円

(1)8時15分～17時15分

介護福祉士
不問 時給

普通自動車免許ＡＴ

秋田県大館市 05030- 3808721

不問正社員以外 186,048円～
186,048円秋田県大館市 05030- 3813921

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

9

社会福祉法人　大館市社会福祉協議会 介護福祉士 ◆通所介護事業（ディサービスセンター）で
の介護業務に従事していただきます
◎食事介助、入浴介助、排せつ介護等
（１日の利用者数２２人程度）
※送迎を行っていただく場合もあります（大
館市内：ＡＴ車使用）
※夜勤はありません
※試用期間：１ヶ月間（その間、賃金等同条

秋田県大館市字三ノ丸１０３番地４　大
館市福祉センター内

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

不問正社員以外 139,700円～
139,700円就業場所

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

(2)10時00分～18時30分

就業場所 秋田県大館市 03010-18051121

8

株式会社　タクト 滅菌業務 ◆病院内において下記業務に従事していただ
きます
◎中央材料室滅菌業務
・医療器具の洗浄、組立
・手術の準備手伝い、片付け
※ホルマリン、血液、臓器等の取扱いあり
※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

1人

7

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

プラント設備設計職
（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。
プラント設備設計業務を担当して頂きます。
具体的には設備設計、見積積算、装置メー
カー引き合い／発注／製作フォロー／検収、
輸出管理、工事管理、プラント立上げ業務等
となります。

1人
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

無期雇用派遣労働者

雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
59歳以下 月給

パソコン表計算可

定年を上限 230,000円～
320,000円

(1)8時30分～17時30分

不問 時給

秋田県大館市 02030- 8515021

不問有期雇用派遣労働者 206,400円～
206,400円秋田県大館市 02030- 8532021

1人

(1)8時00分～17時10分 雇用・労災・
健康・厚生

6

日研トータルソーシング株式会社　弘前
事業所

溶接工（未経験者可） ○鉄骨の溶接補助作業
派遣期間：採用日～２０２２年１０月３１日
以後３ヶ月更新となります。
雇用期間：派遣期間と同じ
抵触日：２０２４年１月１８日
（抵触日以降は、同事業所又は別派遣先での
就職予定）

青森県弘前市大字大町３丁目７－１
ガーデンヒルズ１０１号室

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

青森県弘前市大字大町３丁目７－１
ガーデンヒルズ１０１号室

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 206,400円～
206,400円就業場所

(1)8時00分～17時10分 雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

就業場所 秋田県大館市 05030- 3823121

5

日研トータルソーシング株式会社　弘前
事業所

ＣＡＤオペレーター
（大館市）

ＣＡＤを使用した図面の作成
※ＣＡＤを覚えるまでは先輩の打ち合わせに
同席して少しづつ覚えていただきます。一連
の作業に慣れてきたら、徐々に取引先と図面
についてのやりとり等もしていただきます。
＊面接は弘前事業所、または最寄りの会場に
て行います。面接時の服装は普段着でＯＫで
す。

1人

4

株式会社　タクト 献立作成業務他（大館
市立総合病院）

◆大館市立総合病院において、献立作成・事
務処理及び発注業務に従事していただきます
※調理補助作業にも入る時があります
※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

1人
秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めなし

正社員

雇用・労災・
健康・厚生

栄養士
59歳以下 月給

(2)9時30分～18時15分 パソコンワープロ可

パソコン表計算可

定年を上限 185,000円～
200,000円

(1)9時00分～17時30分

64歳以下 月給
(2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

秋田県大館市 05030- 3815021

定年を上限正社員 150,000円～
180,000円秋田県大館市 05030- 3818221

1人

(1)6時00分～15時00分 雇用・労災・
健康・厚生

3

株式会社　うめの木園　ショートステイ
なでしこ

調理員 ◆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
◎調理業務全般（調理、片付け）
※１日の利用者は３１名程です
※試用期間：３ヶ月（その間、時給＠８５０
円）

秋田県大館市根下戸新町１０３－１ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市比内町扇田字白砂８９－２ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所

2

株式会社　ＪＡあきた北ライフサービス 仕出し業務・事務 ◆仕出し業務全般に従事していただきます
・仕出し受注業務、盛り付け
・御膳の配膳、料理配達、回収業務他
※配達等の場合、社有車使用
（ワゴン・軽冷凍冷蔵車全てＡＴ車）
※雇用期間：採用日～令和５年３月３１日ま
で（契約更新の可能性あり）

1人

不問正社員以外 147,920円～
172,000円 又は8時00分～18時00分

の間の8時間程度就業場所

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

定年を上限無期雇用派遣労働者 200,000円～
310,000円就業場所 秋田県大館市 03010-18188621

必要な免許資格

1

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

プラント設備（電気）
の施工管理職（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。
各種電気設備の施工管理業務を担当して頂き
ます。具体的には受変電設備の設計・施工管
理やプラント設備等の送配電線工事の設計・
施工管理、プラント設備等を適切に制御する
ための計装工事を行って頂きます。
経験年数が短い方は現場にて研修がございま

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
59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
パソコン表計算可

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

※ 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



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

厚生
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

30

ショートステイ　大寿　【（株）大寿】 介護員 ◆入居利用者（定員；２９名）への食事・入
浴介助・排泄などの日常生活介助全般の業務
に従事します
＊未経験者、資格が無い方の応募も可
＊資格取得費用会社にて全額負担致します
（応相談）

1人

(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
59歳以下 月給

(2)9時00分～18時00分

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

就業場所

秋田県大館市二井田字前田野３７－２４ 雇用期間の定めなし

05030- 3572421

羽後運送（株）大館支店 運行管理兼一般事務 ◆当支店において、下記業務に従事していた
だきます
＊運行管理・労務管理
＊電話対応・データ入力
＊その他、一般事務
※管理・指導力を認められた方は、管理職と
して登用します
※意欲、向上心のある方歓迎します

1人
秋田県大館市二井田字前田野３７－２４ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市池内字大出４４２－１ 雇用期間の定めなし
(3)10時00分～19時00分

定年を上限正社員 150,000円～
160,000円

05030- 3541921就業場所 秋田県大館市

29

株式会社　光輪技研 エンボス成形品の外観
検査

◆成形機にて成形された製品の外観検査を行
う業務です
※作業はマンツーマンで指導します

1人

(1)8時30分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

秋田県大館市下代野３８－１ 雇用期間の定めなし

不問正社員以外 123,600円～
123,600円

05030- 3538821
給付

就業場所 秋田県大館市

28

孝百 ホール接客係 ◆店舗にてホール接客業務に従事していただ
きます
◎ホール接客業務全般
◎ホール清掃
◎その他、付随作業
※未経験者応募可
≪増員による急募≫

1人

雇用・労災
不問 月給

秋田県大館市城西町１－５３ 雇用期間の定めなし

不問正社員 145,000円～
160,000円 又は10時00分～21時00分

の間の8時間程度05030- 3734121就業場所 秋田県大館市

27

大和産業　株式会社 空調設備、管工事施工
技術者

◆業務用・家庭用エアコン、ボイラー、暖房
機の施工や点検・修理の業務に従事していた
だきます
＊現場は主に秋田県、青森県、岩手県の新
築・既設建物
＊会社から社用車（マニュアル車）を使用し
移動します（運転して頂く場合もあります）

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
59歳以下 月給

パソコン表計算可
秋田県大館市根下戸字小館花尻１８０－
１

雇用期間の定めなし
普通自動車免許一種

定年を上限正社員 180,000円～
250,000円

05030- 3729821就業場所 秋田県大館市

(1)5時30分～14時30分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

(2)9時00分～18時00分
秋田県大館市比内町新館字真館２１－６ 雇用期間の定めなし

(3)10時30分～19時30分

定年を上限正社員 163,200円～
261,100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

◆調理職員として入居者及び利用者の調理業
務全般に従事していただきます
◎採用日は、相談の上で勤務可能な日からと
なります
◎法人内の下記事業所のいずれかに配属とな
ります
・特別養護老人ホームはなみずき（大館市比
内町新館字真館）

1人

05030- 3801521

15

株式会社　プラスチックホンダ プラスチック金型工 ◆プラスチック金型のオーバーホールメンテ
ナンス、金型の作成に従事していただきます
＊試用期間：３ヶ月間（その間、賃金等同条
件） 2人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員

14

社会福祉法人　比内ふくし会 調理職員

180,000円～
180,000円

05030- 3802421

普通自動車免許ＡＴ
30歳以下 月給

秋田県大館市二井田字前田野５－４ 雇用期間の定めなし

キャリア形成

就業場所 秋田県大館市

介護職員初任者研修修了者
59歳以下 月給

ホームヘルパー２級

雇用・労災・
健康・厚生

定年を上限 163,650円～
195,000円

(1)8時30分～17時30分

05030- 3803321秋田県大館市

17

株式会社　笹谷建設 重機オペレーター兼運
転手

◆重機オペレーター兼運転手として、下記の
業務に従事していただきます
・各工事現場で、建設機械（主にバック
ホー）の運転業務
・ダンプでの、土砂等の運搬業務
・現場は、主に県北地域です
◎冬期間は除雪機械による除雪作業もありま
す（希望者）

2人

(1)8時00分～17時00分

16

株式会社　タクト 介護員【デイサービス
センターあったかサロ
ン】

◆【デイサービスセンターあったかサロン】
において下記の業務に従事していただきます
・食事介助・入浴介助
・排泄介助・日常生活支援介護全般
※介護経験のある方歓迎します
※資格のない方も応募可
（この場合、処遇改善手当・職務手当なし）
○働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イ

1人
秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市根下戸新町５－１ 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 207,000円～
207,000円 又は8時00分～16時30分

の間の7時間程度

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の定置・建設機械の運転関係資格
65歳以下 日給

普通自動車免許一種

05030- 3555521

18

20

19

21

64歳以下 月給
(2)16時00分～22時00分

羽後運送（株）大館支店 大型運転手（長距離） ◆２５ｔ車を使用して、関東・関西を中心と
する全国一円に商品の輸送をして頂きます。
＊車両整備作業もあります
＊運行無い場合は荷物の積み下ろし・倉庫作
業もあります。
※未経験者でも申し込み可能、試用期間（１
～２ヶ月間）に教育します。
※意欲、向上心のある方歓迎します。

1人

(1)8時15分～16時45分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員 261,795円～
416,795円

05030- 3569021

大型自動車免許
59歳以下 日給

(1)8時00分～19時00分

05030- 3597221

雇用・労災・
健康・厚生

23

すずき塗装 塗装工（未経験可） ◆建築塗装工として従事していただきます
・一般住宅の屋根、外壁等の塗装作業
・その他、塗装業務に伴う作業
※見習い希望の方も歓迎します（正社員登用
の可能性あり）

2人

(1)8時00分～17時00分

22

株式会社　オン・テック 温泉業務全般 ◆温泉施設「清風荘」で関連業務全般を担当
していただくスタッフを募集致します
■仕事内容
・清掃業務補助
・調理業務補助

3人
秋田県大館市有浦４丁目７番１５号 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市釈迦内字山道上３６－４ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問正社員以外 230,000円～
345,000円

労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 日給

05030- 3647921

定年を上限 180,000円～
220,000円

24

遠藤林業（株）大館工場 製材工 ◆当社工場内において下記の業務に従事して
頂きます
＊機械操作及び結束作業等の軽作業です
◎経験・資格等は特に問いません
※試用期間：１～３ヶ月間あります

3人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 200,250円～
225,000円

05030- 3671621就業場所 秋田県大館市

59歳以下 日給

秋田県大館市早口字丸谷地２６－６ 雇用期間の定めなし

定年を上限

介護福祉士
18歳～64歳 月給

(2)8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

(3)9時00分～18時00分 介護職員初任者研修修了者

定年を上限 187,000円～
193,000円

(1)6時00分～15時00分 雇用・労災・
健康・厚生

05030- 3676821

26

ＪＸ金属探開　株式会社 掘削作業員 ◆掘削作業員として、下記の業務に従事して
いただきます
・ボーリングマシンを使った資源、地質調査
・ボーリングマシンを使った掘削作業
＊未経験者歓迎
＊現場は、全国各現場
（出張時、別途平均で日当１，６００円支
給）

1人

(1)8時00分～16時30分

25

有限会社ほのぼの　ヘルパーほのぼの 介護職員 ◆当施設（定員：１８名）の介護職員として
下記の業務に従事していただきます。
○日常生活が困難な高齢者の介護業務全般
（身体の支援）をしていただきます
○主に入浴介助、身体介護（おむつ交換）等
を行います
○夜勤は月５回程度あります
○夜勤のシフトの際は２名体制での業務、そ

1人
秋田県大館市大茂内字清水田２８－１０ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市釈迦内字二ツ森３８ 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

定年を上限正社員 170,000円～
210,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

05030- 3682021

定年を上限

パソコンワープロ可
59歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限 165,000円～
300,000円

(1)8時15分～16時45分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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）

不問正社員以外 150,000円～
150,000円

雇用・労災・
健康・厚生不問 月給

05030- 3579821

医療法人　健永会　大館記念病院 物品管理業務 ◆当院において、物品管理に関する業務に従
事していただきます
◎院内の消耗品（オムツ・マスク等）の在庫
管理
◎物品に入出庫管理等
※院内の各所へ物品を運ぶ作業がありますの
で、体力が必要となります。
※試用期間は６ヶ月間（その間、条件に変更

1人

(1)8時15分～17時15分

中野産業　株式会社 坑内、石切断、石起こ
し作業

◆凝灰岩（商品名：十和田石）の坑内作業に
従事して頂きます
◎機械を使用し、石を切断し起こす作業
◎チェーンブロックで吊上げ移動
◎重量物（２０～３０キロ）を持って台車に
載せる場合もあります
※試用期間：３ヶ月（その間、時給制で時給
＠９８０円）

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生45歳以下 日給

秋田県大館市比内町中野字下籾内３８ 雇用期間の定めなし

キャリア形成正社員 216,563円～
216,563円

05030- 3588221



【　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

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

ハローワークインターネットサービス 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)

40歳以下 月給

秋田県大館市 05030- 3547521

キャリア形成正社員 146,992円～
146,992円秋田県大館市 05010-13846121

2人

公災・健康・
厚生

35

秋田県教育庁高校教育課 県立学校職員（現業職
員）

秋田県内の県立高等学校、特別支援学校又は
学校以外の教育機関に勤務し、以下の技能労
務に従事していただきます。
○学校施設設備の運転管理
○校舎内外の環境整備など
＊令和５年４月１日付けの採用となります。
＊応募にあたっては、秋田県公式ウェブサイ
ト「美の国あきたネット」から募集要項をダ

秋田県秋田市山王３丁目１－１ 雇用期間の定めなし

秋田県大館市幸町１３－２３ 雇用期間の定めなし

就業場所

キャリア形成正社員 140,000円～
200,000円就業場所

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生45歳以下 月給

就業場所 秋田県大館市 05030- 3546221

34

オピシステム通信工業株式会社 パン製造工 ◆当社パン製造事業部において、下記の業務
に従事していただきます
・パンの製造（ライ麦９０％黒パン）や新商
品の開発等
・パン工房の片付け作業や商品（パン）の袋
詰め作業
・個数管理等パソコンに入力作業あり
☆経験がなくても『パン作り』に興味があ

1人

33

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

1人
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）

正社員以外

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
不問 月給

不問 180,000円～
300,000円

(1)8時30分～17時30分

正社員以外 170,000円～
250,000円就業場所 秋田県大館市 05030- 3545821

1人

(1)7時30分～17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

32

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

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）

秋田県大館市赤石字伊勢堂岱１３４－１ 雇用期間の定めなし

普通自動車免許一種
不問 月給

秋田県大館市 05030- 3543021

不問

賃金 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

31

大館プラント株式会社 溶接工・配管工・鉄
工・製缶工

◆水処理施設、環境関連設備及び各種プラン
ト設備等に関わる現場での、配管・溶接・機
械器具等の組立・据付工事に従事していただ
きます
◎上記関連施設に関わる製品の工場での製
作・組立・仕上げ塗装作業
＊未経験者の方も短時間で技術が向上できる
ように、親切丁寧に指導致します

1人

(1)8時00分～17時00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 200,000円～
300,000円 厚生

就業場所

雇用・労災・
健康・厚生

* 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。 お問合せ先  ： ０１８６－４２－２５３１

* 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。 ご利用時間  ： 午前８時３０分～午後５時１5分

※ 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。 閉　庁　日  ： 土曜・日曜・祝日・年末年始　

週刊求人情報：一般② 8月5日発行 [ 次回8月12日発行予定 ]

（　7/29～8/4付分　）

 ◎下 記 の 事 項 に ご 留 意 下 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。

●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


