
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 180,000円～235,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)12時00分～21時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

月給

1人 140,000円～172,200円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 24歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 131,000円～131,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～21時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)17時00分～21時00分

月給

1人 122,000円～122,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 7時30分～16時00分
(3) 8時00分～16時30分

月給

1人 180,000円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時40分 就業場所

月給

1人 230,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時50分～18時20分 就業場所
(2)10時30分～20時00分
(3)11時30分～21時00分

時給（月額換算）

1人 166,650円～166,650円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時30分～15時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分
(3)11時00分～19時30分

月給

4人 185,600円～243,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 155,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 34歳以下 就業場所

月給

1人 139,400円～139,400円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2) 6時00分～15時00分
(3) 9時00分～18時00分

不問
95,094人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-12963181

目安としてＴＯＥＩＣ
５００点、もしくは英
検２級、 または同
等レベル以上の英
語力

他 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

6人 018-835-4276

平成30年7月2日発行（平成30年6月29日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

ＣＯＣＯ塾ジュニア／Ｇ
ＡＢＡスクールスタッフ

「やりたいことは、英語の先にある」をコンセプトに子供向け
レッスンを提供する「ＣＯＣＯ塾ジュニア」と大人向けレッスン
の「Ｇａｂａマンツーマン英会話」で全国のスクールで活躍する
「スクールスタッフ（カウンセラー）」を募集します。
仕事の内容
「ＣＯＣＯ塾ジュニア」「Ｇａｂａマンツーマン英会話」の受講希望
者への対応、受講生の学習相談、スクール運営、イベント実
施など。ＦａｃｅｂｏｏｋＵＲＬ”ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｆａ
ｃｅｂｏｏｋ．ｃｏｍ／ｃｏｃｏｈａｔａｒａｋｏ／

一般事務

・取引先量販店、米穀小売店等からの電話注文等に対する
応対、取り継ぎ
・パソコンによる売上伝票、請求書等の作成
・来客及び社員に対するお茶出し
・事務所、トイレ（女子トイレを含む）等の清掃
・その他一般事務

＊事務は４人体制です。

不問

日祝他 秋田食糧卸販売株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字三千刈２１９番
地

14人 018-823-1661

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-12946281

一般事務　他

・受付窓口対応
・ＰＣ（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）入力作業
・予約管理システム入力
・電話対応
・職員事務補助

＊契約更新となった後は１２か月ごとの契約となります。

普通自動車免許
（通勤用）

他 一般財団法人　秋田市勤労者福祉
振興協会毎　週
秋田県秋田市御所野地蔵田３丁目１
－１

21人 018-826-1800

ＰＣ操作（Ｅｘｃｅｌ、
Ｗｏｒｄ）

43人 秋田県秋田市
平成30年7月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-12952781

医療事務（湖東厚生病
院）

○『湖東厚生病院』での医療事務全般を担当していただきま
す。
・レセプト請求
・外来受付
・その他、院内における業務

＊年度毎の雇用契約更新予定あります。

不問

土日祝 株式会社　光風舎
毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

32人 018-823-4116

不問
384人 秋田県南秋田郡八郎潟町

～平成31年3月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-12942581

発注業務

・冷凍・冷蔵商品の在庫管理
・商品発注業務
・データ入力管理
・その他、付随する業務


＊長期勤務可能な方
＊雇用期間：１２ヶ月毎の更新あり

不問

他 株式会社　日本アクセス　盛岡支店
秋田営業所毎　週
秋田県秋田市川尻町字大川反２３２
－２

11人 018-863-1957

不問
3,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-12936781

販売スタッフ・ギフトアド
バイザー（秋田店・正社
員）

＊ブランドバッグ・小物・ジュエリー・時計等、幸せなプレ
　ゼント選びのお手伝いをする仕事です。
（ブランド品や当社オリジナルブランドの販売・商品管理・
ディスプレイ等）
＊未経験者の方も努力次第で様々なキャリアアップが可能
　です。
＊年間休日１２０日で土日祝も交替でお休みいただけます。
＊安心の東証ＪＡＳＤＡＱ上場企業で働きませんか。

不問

他 株式会社　ハピネス・アンド・ディ
その他

東京都中央区銀座１－１６－１　東貨
ビル４Ｆ

4人 03-3562-7523

不問
400人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-79793781

介護職員（介護付有料
老人ホーム）

○平均要介護２と比較的元気な方が多い損保ジャパングループの
有料老人ホームです。平成２８年３月オープン。
・研修、教育制度が充実しており安心して教育を受けることができま
す。例：プリセプター制度、スキルアップ研修等
・無資格、未経験者大歓迎です。（平均６５％が未経験からの入職）
・資格取得支援制度が充実しています。　
　介護実務者研修半額援助、スクーリングは出勤扱い
　介護福祉士、ケアマネ受験対策無料
　ケアマネ受験費、交通費、研修費全額支給

不問

他 株式会社　シダー　介護付有料老人
ホーム　ラ・ナシカ　あきたな　し
秋田県秋田市東通４丁目４－１３

28人 018-887-6700

不問
1,737人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-12961881

アイリスト（秋田市）

・カウンセリング内容
　　お客様の悩みや希望を聞き出し、最適なデザイン・
　　エクステ（人工まつ毛）を選びます。

・施術内容
　　地まつ毛１本１本にピンセットでエクステを装着し、
　　目元を華やかにしていきます。

美容師免許

他 株式会社　そわか
その他

大阪府大阪市淀川区西中島６－７－
３

3人 06-6195-1955

不問
54人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
27060-23132581

まつ毛エクステシャン
（秋田北店）

○お客様に対し、まつ毛エクステションを施します。
・レジ業務およびサロン業務全般
＊就業時間は９時～２１時の間の７時間４５分勤務のシフト制
です。
＊試用期間３ヶ月あり（期間中は時給制）
※未経験者にも研修により、丁寧に指導します。
※人とのふれあいが多いため、コミュニケーション能力が
　求められます。

美容師免許

日他 センターフィールド　株式会社
その他

秋田県秋田市山王５丁目７－７

8人 018-853-6028

不問
29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-12944781

調理員

〇老人ホーム入所者の給食調理業務全般に従事していただ
きます。

・献立に基づき、個々の入所者に応じた調理を行います。
・約１００人分の昼食・夕食を調理員５～６人体制で行いま
す。
・食器洗いも行います。

※（１）～（３）の交替勤務になります。
※６か月更新

不問

他 社会福祉法人　秋田聖徳会
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目５－６

45人 018-862-3267

不問
200人 秋田県秋田市

平成30年7月1日～平
成30年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-12949381

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

秋田市茨島１丁目１２－１６
◎ 紙面の関係上、全内容が掲載されておりませんので、詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせ

ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承 くだ

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

5人 129,600円～172,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 147,000円～157,500円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 154,760円～154,760円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～140,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

2ページ中 2ページ

平成30年7月2日発行（平成30年6月29日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

警備員

・秋田市内の工事現場、イベント会場等における人や車の
　交通誘導及び警備
・自宅から現場までは直行直帰

＊採用後、交通誘導員の研修が４日程度あります
　（この間の賃金は面接時説明）

＊未経験者でも性別に関係なくできる仕事です

普通自動車免許
（通勤用車両お持
ちの方）　　交通誘
導警備２級以上の
方優遇

他 株式会社　ファースト警備保障
毎　週

秋田県秋田市新屋松美ガ丘北町１２
－１７

9人 018-853-4536

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-12941981

自動車整備士


　○自動車整備作業に従事していただきます。
　・車検整備
　・法定点検
　・一般整備
　


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
自動車整備士２級
以上

土日祝他 大潟村農業協同組合
その他

秋田県南秋田郡大潟村中央１－５

13人 0185-45-2211

不問
120人 秋田県南秋田郡大潟村

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-12959981

配送・荷渡し業務


＜主な業務＞
・農業資材の配送及び荷渡し等
・四半期ごとの商品棚卸実査作業
・その他付随する業務

準中型自動車免許

土日祝他 大潟村農業協同組合
その他

秋田県南秋田郡大潟村中央１－５

11人 0185-45-2211

不問
118人 秋田県南秋田郡大潟村

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-12960781

卵のパック箱詰め作業
員

　○全自動選別機での卵のパック、箱詰め（流れ作業）を
行っていただきます。

　＊１年の雇用期間で更新の可能性あります

不問

他 有限会社　瀧田養鶏場
毎　週

秋田市河辺大張野字道の下７２番地

12人 018-882-3113

不問
60人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-12939181

　　　　●求人に興味はあるけれど、いきなり面接は不安・・・
　　　　●色々な会社の情報を集めたい！

　
　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。

　　１．　７月　２日　㈱和敬園　ショートステイ御所野の森　【介護職】
　　２．　７月　３日　布亀㈱マザーケア秋田デリバリーセンター【明治の宅配のサンプル配りと受付】
　　３．　７月　４日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　４．　７月　５日　大同生命保険㈱【法人営業・アフターサービス】
　　５．　７月　９日　㈱和敬園　ショートステイ御所野の森　【介護職】
　　６．　７月１１日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　７．　７月１３日　大同生命保険㈱【法人営業・アフターサービス】
　　８．　７月１７日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田（介護施設）」【栄養士、介護職員】
　　９．　７月１８日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　１０．　７月１９日　㈱幸栄ハウスサービス【営業】
　１１．　７月２０日　㈱プレステージ・インターナショナル【ｺｰﾙｾﾝﾀｰｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、管理職候補　他】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,130円～1,250円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時30分 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～16時00分

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時45分 就業場所

時給

1人 1,500円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 796円～846円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,400円～1,400円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時50分～21時00分 就業場所

時給

1人 738円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～16時00分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～10時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分
(3)14時00分～18時00分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～15時30分 就業場所

3人 018-865-3512

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-12943481

平成30年7月1日～平
成30年9月30日 雇用・労災

05010-12950581

厨房およびホール補助
（秋田市泉）

・食器洗い
・食材を切る、きざむ
・具材の盛り付け
・ホール係の補助
※店の営業時間は１０：３０～１４：３０です。

不問

月火 らーめん　小江戸
毎　週

秋田県秋田市泉中央２丁目５－１２

毎　週
秋田県秋田市旭南１丁目５－６

45人 018-862-3267

不問
200人 秋田県秋田市

29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-12945881

調理補助

〇老人ホーム入所者の給食調理補助業務全般に従事してい
ただきます。

・献立に基づき、個々の入所者に応じた調理を行います。
・約１００人分の昼食・夕食を調理員５～６人体制で行いま
す。
・食器洗いも行います。

※（１）～（３）の交替勤務になります。
※６か月更新

不問

他 社会福祉法人　秋田聖徳会

まつ毛エクステシャン
（秋田北店）

○お客様に対し、まつ毛エクステションを施します。
・レジ業務およびサロン業務全般

＊試用期間３ヶ月あり

※未経験者にも研修により、丁寧に指導します。

※人とのふれあいが多いため、コミュニケーション能力が
　求められます。

美容師免許

日他 センターフィールド　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目７－７

8人 018-853-6028

不問

4人 03-3562-7523

不問
400人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

13010-80155381

3ヶ月
雇用・労災

05011-  851381

販売・ギフトアドバイ
ザー（秋田店・パート）

＊ブランドバッグ・小物・ジュエリー・時計等、幸せなプレゼント
選びのお手伝いをする仕事です。
＊ブランド品や当社オリジナルブランドの販売・商品管理・
ディスプレイ等）
＊未経験者歓迎。
＊安心の東証ＪＡＳＤＡＱ上場企業で働きませんか。
　あなたの活躍をお待ちしています。
＊ノルマはありません。
＊是非ホームページもご覧ください。

不問

他 株式会社　ハピネス・アンド・ディ
その他

東京都中央区銀座１－１６－１　東貨
ビル４Ｆ

その他
秋田県男鹿市船越字内子８９番地

160人 0185-22-6300

不問
505人 秋田県秋田市

4,600人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-12957381

鮮魚販売員（御所野
店）

○鮮魚コーナーでの販売業務を担当します。
・鮮魚のパック詰め
・商品値付け
・商品陳列、整理など
※雇用期間は雇入れの日から３ヶ月、その後は６ヶ月毎の
　更新となります。
※原則、シフトによる勤務となりますが、勤務時間、休日に
　ついては相談に応じます。
○社員登用制度あり○

不問

他 株式会社　アマノ

商品補充（７：００～１１：
００）

○スーパーマーケットにおける商品補充に従事していただき
ます。
・加工食品（調味料、お菓子、飲料等）の品出し、商品陳列
・店内清掃
・その他、商品整理や買物カゴ回収等の付随業務

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マッ
クスバリュ広面店その他
秋田県秋田市広面字堤敷１９

130人 018-834-2828

不問

0人 027-345-8725

不問
18,877人 秋田県秋田市

～平成31年3月15日
雇用・労災・健康・厚生

10020-11508281

平成30年8月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-12962281

パート／インテリアＣ／
秋田本店／０２４７※急
募

≪仕事内容≫
リフォームコーナーでの家具、リフォーム、家電等のご案内
受付、見積り、コーディネート等となります。
（詳細）
・コーディネート　・アンケート取り、集計業務
・接客サポート業務（簡単な商品説明、標準工事の説明等）
・見積もり依頼受付
・契約書作成フォロー　・会計業務　　等
※契約更新月は３月となります。

インテリアコーディ
ネーター等のイン
テリア系資格保有
者

他 株式会社　ヤマダ電機
毎　週

群馬県高崎市栄町１番１号

毎　週
秋田県秋田市本道１－１－１

950人 018-884-6010

ワードによる文書作
成，エクセルやパ
ワーポイントによる
データおよびグラフの
作成ができること

1,400人 秋田県秋田市

230人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-12935481

事務系スタッフ（医事課
医療サービス室）

医事課医療サービス室において事務系スタッフとして次の業
務に従事していただきます。
・感染制御部に関する院内会議に関する業務
　（資料作成，開催通知，議事要旨作成等）
・感染制御に関する院内研修会実施に関する業務
　（資料準備，出席状況確認，未受講者への通知）
・感染制御部に関する庶務
　（物品購入，電話応対等）

不問

土日祝 秋田大学医学部総務課

事務（運送業庶務）

＊事務所内での庶務業務
・システムへ入力業務（運転日報等）
・電話受付、窓口対応（外部、運転手等）
・書類ファイリング、箱詰め業務
・郵便物の受領、仕分け、発送


不問

土日祝他 能代運輸　株式会社　秋田港運事業
所毎　週
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１２４－５

43人 018-880-5880

　パソコン操作（エ
クセル・ワード）

不問
200人 秋田県秋田市

平成30年7月1日～平
成30年9月30日 労災

05010-12948081

看護師または准看
護師免許

土日他 社会福祉法人　秋田聖徳会
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目５－６

15人 018-862-3267

平成30年7月2日発行（平成30年6月29日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師兼機能訓練業
務

〇秋田市旭南デイサービスセンター利用者の看護業務及び
機能訓練業務を担当していただきます。

・利用者は２０名前後です。
・１．５名体制で対応しております。
・制服を貸与します。

※勤務日数は毎月１０日前後です（勤務表により）

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

秋田市茨島１丁目１２－１６
◎ 紙面の関係上、全内容が掲載されておりませんので、詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせ

ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承 くだ

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給（時給換算）

5人 909円～909円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時30分～18時30分 就業場所
(2)14時00分～18時30分
(3) 8時30分～13時30分

月給（時給換算）

5人 909円～909円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時30分～18時30分 就業場所
(2) 8時30分～13時30分

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)18時00分～ 8時30分 就業場所

時給

2人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

12人 018-882-3113

不問
60人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-12940681

6ヶ月
労災

05010-12938281

卵のパック箱詰め作業
員（パート）

　○全自動選別機での卵のパック、箱詰め（流れ作業）を行っ
ていただきます。

　＊１年の雇用期間で更新の可能性あります

不問

他 有限会社　瀧田養鶏場
毎　週

秋田市河辺大張野字道の下７２番地

毎　週
秋田県秋田市豊岩小山字狐森３２３
－２

0人 018-853-8666

不問
700人 秋田県潟上市

3,360人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

公災
05010-12954281

宿直業務

○施設の宿直業務を担当していただきます。
・戸締確認、館内巡回
・夜間来所者の対応
・電話の対応（受付程度）
　詳しい対応は職員が行う。
・朝の開錠

不問

他 株式会社　タクト　秋田支店

児童厚生員（Ｂ）

○児童厚生員業務に従事していただきます。
［仕事内容詳細］
・児童館で、児童へ遊びの指導をしたり、子供達の安全管理
および施設の管理等を行います。

＊２～３名体制での業務となります。

＊雇用期間は、年度毎の契約更新となります。
（更新時の断続なし、雇用期間上限なし）

保育士資格・幼稚
園教諭免許・教員
免許
いずれかの資格を
持っている方

日祝他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

2人 018-866-2012

不問

不問
3,360人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・公災・健康・厚生

05010-12953881

保育士資格・幼稚
園教諭免許・教員
免許
いずれかの資格を
持っている方

日祝他 秋田市役所
な　し

秋田県秋田市山王１丁目１－１

2人 018-866-2012

2ページ中 2ページ

平成30年7月2日発行（平成30年6月29日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

児童厚生員（Ａ）

○児童厚生員業務に従事していただきます。
［仕事内容詳細］
・児童館で、児童へ遊びの指導をしたり、子供達の安全管理
および施設の管理等を行います。

＊２～３名体制での業務となります。

＊雇用期間は、年度毎の契約更新となります。
（更新時の断続なし、雇用期間上限なし）

●求人に興味はあるけれど、いきなり面接は不安・・・
●色々な会社の情報を集めたい！

　　　　　　　　ハローワーク秋田２階大会議室において、下記日程の１０：００～１０：３０で開催します。
　　　　　　　　参加希望者は９：５０までに直接会場へお入りください。
　　　　　　　　希望者は、説明会終了後別会場での個別面談もできます。

　１．　７月　３日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田（介護施設）」【栄養士、介護職員】
　２．　７月　５日　北日本運輸㈱【中型運転手（4ｔ）、運行管理補助、大型運転手】
　３．　７月１０日　ヤマト運輸㈱【荷受作業（イオンモール秋田）】
　４．　７月１２日　㈱へいあん秋田【営業スタッフ、セレモニープランナー、フューネラルディレクター　他】
　５．　７月２６日　警備業者合同面接会　in　ハローワーク秋田（秋田市内警備業８社参加）【警備員】
　

『会社説明会』のご案内


