
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 2,000円～2,000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) 8時30分～12時30分 就業場所

時給

1人 1,425円～1,425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 856円～1,070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) 7時30分～18時30分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時30分～18時30分 就業場所

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00分～15時00分 就業場所

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) 8時30分～15時30分 就業場所

時給

1人 900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 18歳以上 (1) 4時30分～ 8時30分 就業場所

時給

1人 780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 不問 就業場所

時給

1人 780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 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

2人 925円～925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

018-884-1152

390人 秋田県秋田市
3ヶ月

労災
05010-17861881

＊介護初任者研修
（ヘルパー２級）
必須
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）　必須
＊介護福祉士あれ
ば尚可

12ヶ月
雇用・労災

05010-17858681

介護員

○デイサービスの介護業務（２０名前後）
・食事、入浴、排泄等の身体介護
・車の乗降の介護
・レクリエーションの運営

＊送迎をしていだだく場合もあります。（社有車ＡＴ）

【働き方改革関連認定企業】【秋田県】介護サービス事業所認
証評価制度

日他 株式会社　虹の街　まごころセンター
毎　週

秋田県秋田市牛島西１丁目１０番１６
号

21人

毎　週
秋田県秋田市新屋朝日町１３－２５

5人 018-893-4137

不問
54人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010-17856081

介護職員（デイサービ
ス拓稜）

○介護業務に従事していただきます。
・食事の世話、排泄の世話、入浴介助、移動の介助、
　軽作業、レクリェーション等
・その他、付随する業務

＊送迎については同乗をお願いします。

＊定員１０名。

介護職員初任者研
修（ヘルパー２級）
以上

他 株式会社　シンワ

おつけものの販売

○秋田西武地下１Ｆにて、おつけものの販売等を担当してい
ただきます
・対面販売に係る業務全般

＊週４日の勤務です。（日曜日休み可）

＊就業時間や休日についてはご相談に応じます

＊繁忙期は、出勤日や勤務時間が若干変わる可能性ありま
す

不問

他 有限会社トシフーズ（おつけものの丸
越）毎　週
秋田県秋田市中通２丁目６－１　秋
田西武内地下１Ｆ

2人 018-833-9786

不問

8人 0187-84-2132

不問
120人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05040- 5178681

雇用・労災・健康・厚生
05010-17868581

点呼業務（早朝）【秋田
南営業所】

＊出社、帰社した運転乗務員の点呼を、早朝４：３０～　
　８：３０まで行っていただく業務となります。　

※日報など書類整理等の事務仕事もあります。

※雇用契約については、１年毎の更新の予定です。


・普通自動車免許
（通勤用）
※運行管理者資格
があれば尚可

日他 六郷小型貨物自動車運送　株式会
社その他
秋田県仙北郡美郷町六郷字往還南
１２－１

毎　週
秋田県潟上市天王字上江川４７

195人 018-878-3131

不問
205人 秋田県潟上市

53人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-17823081

外来フロアサービス係
兼外来看護補助者

・外来患者に対する移動介助等
・外来看護業務における補助全般

＊制服支給あり

※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

◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆

不問

他 医療法人　敬徳会

一般事務

○一般事務に関する業務を担当していただきます。
【主な仕事の内容】
・請求書発行
・運行データ入力（パソコン使用、エクセル）
・電話応対（取り次ぎ）
・来客対応
・その他、付随する業務

＊増員のための募集です。

不問

土日祝他 奥羽運送　株式会社
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目１４－
３４

53人 018-846-6773

パソコン（ワード、エ
クセル）

11人 018-884-7550

パソコンの基本操
作（ワード・エクセ
ル）

121人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-17829781

～平成31年3月31日
雇用・労災

13010-12609982

受付業務

・受付業務
　　パソコン修理の受付や発送等
　　組合員証再発行受付
・レジ閉め業務
・新入生の入学準備に関する業務（２月～３月）
・電話対応　等

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田大学生活協同組合
毎　週

秋田県秋田市手形山崎町１２－１４

毎　週
東京都千代田区大手町２－６－２

10人 03-6734-1280

不問
990人 秋田県秋田市

390人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-17860781

非常勤保育士／企業
内保育園／秋田市

・企業内保育園です。
・施設・設備ともに新しく、綺麗で快適な環境で保育ができま
す。
・保育資格のない方は保育指導員の資格を取得して頂きます

＊就業場所は窓口まで

保育士資格

他 株式会社パソナフォスター

機能訓練指導員（デイ
サービス）

○デイサービスにおける機能訓練指導業務及び看護業務を
　担当していただきます。
・機能訓練（運動指導等）・訓練記録
・レクリエーション補助　・体調管理
・急変時対応  ・その他、付随する業務
＊機能訓練は１日２０名程度になります。
＊ユニフォームの貸与あり。
【働き方改革関連認定企業】【秋田県】介護サービス事業所認
証評価制度

看護師または准看
護師

日他 株式会社　虹の街　まごころセンター
毎　週

秋田県秋田市牛島西１丁目１０番１６
号

21人 018-884-1152

不問

不問
7人 秋田県秋田市

労災
05010-17830081

正看護師・准看護
師

木日祝他 福田胃腸科クリニック
毎　週

秋田県秋田市広面字家ノ下３４－１

7人 018-832-3535

平成30年9月11日発行（平成30年9月10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

看護業務

○無床診療所で看護師業務を担当していただきます。
・外来診療
・診察、検査介助
・採血
・点滴　等




℡ 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

時給

2人 770円～1,000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～14時00分 就業場所

時給

1人 850円～950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) 6時00分～13時00分 就業場所
(2)11時00分～18時00分

時給

1人 856円～1,070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30分～17時30分 就業場所

時給

3人 1,000円～1,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000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278人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010-17824381

スクールバス運転手


　○スクールバス運転業務（ノースアジア大学・明桜高校）
　
　・送迎を行わない時間は、洗車・車内清掃・簡単なメンテナ
ンスを行っていただく場合があります。
　・就業時間はシフトにより変動します。

大型自動車運転免
許（第一種）

他 学校法人　ノースアジア大学
毎　週

秋田県秋田市下北手桜字守沢４６－
１

5人 018-836-3319

バスの運転経験が
ある方

83人 018-889-9004

不問
302人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-17827581

～平成31年3月31日
雇用・労災

13010-12611382

駐車場整理スタッフ

○市内のスーパーマーケットやドラッグストア、中古店やケー
キ屋、セレモニーホール等の駐車場における場内の案内をす
る仕事を中心に、ＴＶ撮影、コンサート、イベント　等での案内
業務等を行います。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　国際パトロール
その他

秋田県秋田市仁井田新田２丁目４－
３

毎　週
東京都千代田区大手町２－６－２

10人 03-6734-1280

不問
990人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-17854281

調理補助／企業内保
育園／秋田市

・企業内保育園です。
・定員１０名と小規模なお預かりからのスタートですが、
　企業のニーズに合わせて増員の可能性があります。
・施設・設備ともに新しく、気持ちよく働ける環境です。
・本社の管理栄養士が作成した献立のもと、給食の調理を
　お願いします。
＊主な業務：調理、食材発注・管理、食育指導　など

※就業場所は窓口まで

不問

他 株式会社パソナフォスター

調理員

○介護付有料老人ホームおよびショートスティ「ヴィレー
ジュ」において、入居者３０人の食事の調理業務全般を担当
していただきます。
・調理、盛り付け、片付け、食器洗浄
・その他、付随する業務

＊スタッフは２～３名体制です。

＊制服は貸与いたします。

不問

他 株式会社　ヴィレージュ
毎　週

秋田県秋田市外旭川字大谷地１６３
番２７　２Ｆ

30人 018-880-5115

不問

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-17881081

介護職員初任者研修
修了（ヘルパー２級）
以上
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

土日他 有限会社　介護センターふるさと
毎　週

秋田県秋田市手形字才ノ浜２７－６

9人 018-884-0350

2ページ中 2ページ

平成30年9月11日発行（平成30年9月10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

介護職員

○デイサービス利用者様へのサービス
・利用者の食事・入浴の介助、送迎車への乗降の際の介助、
　清掃等
・１日当たりのデイサービス利用者は平均１３名に対し
　スタッフ６名で対応

＊明るく、仕事に前向きに取り組める方を希望します。　　


　　　　●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．　９月１１日　㈱プレステージ・インターナショナル【ロードアシスタンス・オペレーター　他】
　　２．　９月１２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　３．　９月１３日　社会福祉法人幸楽会【看護師・准看護師、介護員、訪問介護員】
　　４．　９月１４日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員　他】
　　５．　９月１８日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　６．　９月１９日　㈱秋田キャッスルホテル【ホテル内調理補助、病院・介護施設の調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　７．　９月２０日　㈱ファイブフォックス【販売スタッフ】
　　　　　　　　　　　　　　（イオンモール秋田内「コムサイズム」　※西武秋田店内の店舗もあり）

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



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 1,300円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 900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 就業場所

日給（時給換算）

1人 827円～827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30分～17時15分 就業場所

時給

2人 925円～925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30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分
(3)13時00分～17時00分

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分
(3)13時00分～17時00分

時給

1人 1,000円～1,400円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 758円～758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～15時00分 就業場所

時給

4人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 780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)17時00分～22時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分

時給

2人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所
(2)11時00分～16時00分
(3)17時00分～21時30分

8人 018-829-4530

不問
120人 秋田県秋田市

労災
05010-17914581

12ヶ月
労災

05020- 4299981

ホール・キッチン担当

＊ホール内における接客業務全般に従事していただきます。
　・お客様を席へご案内
　・ハンディターミナルによる注文受付
　・料理、飲み物の配膳　　・飲食後の食器等の片付け
　・調理及び調理補助　　　・店内外の清掃作業
　・その他付随する業務
　　　　　　　　
※土曜日・日曜日・祝日の勤務できる方を歓迎します。
※平日のみの勤務も可能です。ご相談ください。

不問

他 株式会社　ＴＲＥｎＴＡ　Ｆｏｏｄ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ　スパゲッティ専門店　トレンタ御所その他
秋田県秋田市御所野地蔵田２丁目１
－６

毎　週
秋田県能代市字芝童森７－１２

13人 0185-89-1015

不問
20人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-17957481

弁当製造販売員

◇お持ち帰り用の弁当の製造及び店頭での接客販売等（レ
ジ含む）の業務に従事していただきます。
※応募の方は事前連絡の上、面接時にハローワークの紹介
状　と履歴書を持参してください。

不問

他 合同会社　Ｂｅｎ

サブウェイの店舗スタッ
フ

○サブウェイ秋田キャッスルホテル店において店舗スタッフ
の業務に従事していただきます。

・サンドイッチ等の調理
・接客サービス
・店舗の清掃
・衛生管理など

不問

他 株式会社　アプローチ
その他

秋田県秋田市中通１丁目１番３３－２
５０４号

9人 018-807-2879

不問

16人 018-823-5825

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災・財形
05010-17952081

雇用・労災
05010-17940781

クリーニング仕上作業

○クリーニング仕上げ作業に就いていただきます。
【主な仕事内容】
・工場内におけるクリーニング品のアイロン、たたみ、ハン
ガー掛けなどの仕上げ作業全般に従事します。
・その他付随する業務


＊指導いたしますので、未経験の方も応募可です。

不問

土日 有限会社　クリーンサプライ
毎　週

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
１１

その他
秋田県秋田市寺内イサノ１０１番地
アルファコート１Ｆ

14人 018-866-0888

不問
80人 秋田県秋田市

232人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-17979081

訪問介護員　（ライフ
サービス秋田）

○訪問介護員として従事していただきます。
・生活援助（掃除・調理・買い物　等）
・身体介護（食事介助・入浴介助・排泄介助　等）

＊訪問範囲：秋田市内
＊外出用務には自家用車使用（ガソリン手当別途支給）
＊就業時間・日数・曜日等は相談に応じます。

＊初めての方でも、同行訪問で丁寧に指導致します。
　　　　　　　　　　　　　

介護職員初任者研修
修了者（ヘルパー２級
以上）
普通自動車免許（自
家用車使用）

他 株式会社　レヴァレンス

介護職員（通所リハビリ
テーション）【初任者研
修】

○通所リハビリテーション利用者の介護業務全般を担当して
いただきます。
・リハビリの手助け　　・入浴の介助
・利用者の送迎（車：セレナ）　
・その他付随する業務
＊４５名を職員１０～１２人で対応します。
＊契約更新は本人の勤務状況等による。
＊週の労働日数は応相談
働き方改革関連認定企業【くるみん】

初任者研修
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 医療法人　運忠会
その他

秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

59人 018-845-4151

不問

59人 018-845-4151

不問
232人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-17975781

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-17972981

介護職員（通所リハビリ
テーション）介護福祉士

○通所リハビリテーション利用者の介護業務全般を担当して
いただきます。
・リハビリの手助け
・入浴の介助
・利用者の送迎（車：セレナ）
・その他付随する業務
＊４５名を職員１０～１２人で対応します。
＊契約更新は本人の勤務状況等による。
働き方改革関連認定企業【くるみん】

介護福祉士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 医療法人　運忠会
その他

秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

毎　週
秋田市八橋南１丁目８－２　秋田市
老人福祉センター２階

14人 018-863-5900

・営業経験者
・パソコン操作（エク
セル、ワードでの文
書作成）

14人 秋田県秋田市

75人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-18007481

高齢者就業開拓

・シルバー会員（６０歳以上の高齢者）の就業機会の拡大を
はかるための企業、事業先への就業開拓訪問。
・シルバー会員の会員数の拡大推進。


＊業務で使用する車両はマイカーとなります。（手当あり）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月水土日祝他 一般社団法人　秋田市シルバー人材
センター

保育所保育士

○主に乳幼児の保育をしていただきます。
・授乳、食事介助
・オムツ交換、着替え
・外気浴
・室内清掃

○社会福祉法人認可保育園で定員１５０名、職員数３６名
　（パート含む）
・広い園庭と敷地内で子供達は伸び伸びと遊んでいます。


保育士免許

土日祝他 社会福祉法人　新屋厚生会　日新保
育園毎　週
秋田県秋田市新屋町字関町後７７番
３号

36人 018-828-3211

不問

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-17974481

看護師または准看
護師

日祝他 株式会社　秋田温泉さとみ
毎　週

秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

26人 018-833-7171

平成30年9月12日発行（平成30年9月11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（福祉事業部）
≪急募≫

○旅館施設を利用した通所介護事業（デイサービス）の
　看護・介護業務に従事していただきます。
（看護業務）
・利用者のバイタルチェック、健康管理　　・緊急時の対応
（介護補助）
・レクリエーションの補助
＊１日当たりの平均利用者４０名～５０名、スタッフ１１名～１
５名体制　＊制服貸与
＊欠員補充の為

℡ 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

時給

2人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所
(2)11時00分～16時00分
(3)17時00分～21時30分

時給

5人 900円～1,200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 18歳以上 就業場所

時給

3人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)19時00分～ 4時00分

時給

3人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)20時00分～ 5時00分 就業場所
(2)21時00分～ 6時00分
(3)10時00分～19時00分

時給

3人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3)13時00分～22時00分

時給

3人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所

時給

3人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所

時給

3人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 740円～740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～16時00分 就業場所

40人 018-880-5077

不問
262人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17995081

6ヶ月
労災

05010-17937381

庫内作業員

○ドラックストア等に商品を納入するためのピッキング作業
（仕分け作業）に従事していただきます。
・食品（乳製品、めん類等）の仕分け作業
・庫内作業
・その他付随する業務

※就業時間は応相談

不問

他 南貨物自動車　株式会社　秋田営業
所毎　週
秋田県秋田市土崎港相染町西山根
１－１

その他
秋田県秋田市新屋豊町１４番２号

2人 018-865-3501

不問
33人 秋田県秋田市

660人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
03070- 5542681

レンタルテレビ等の簡
易清掃

○病院内のレンタルテレビ、ベッドキャビネット及び附属設
　備、カード販売機・精算機の清掃作業。

＊レンタルテレビ、ベットキャビネット（床頭台）の清掃は移動
したり、ご飯の時間等を避けて清掃します。


＊自宅からの直行・直帰になります。
＊制服支給します。

不問

日祝他 株式会社　柏木実業　秋田営業所

ルームメイク・清掃業務
（ホテル秋田御所野：土
日勤務）

秋田南ＩＣ直ぐ近くのビジネスホテル「ホテル秋田御所野」にお
ける、ルームメイクや清掃のお仕事です。

・ルーム清掃、シーツやタオルの交換
・歯ブラシ等備品の補充
・ワークスケジュールに基づき、職場の清掃

※土日限定の募集ですので、週２日の勤務でＯＫです。
時間を有効活用し、新しくてきれいな職場で一緒に働きましょ
う！

不問

月火水木金祝 株式会社　みちのくジャパン
毎　週

岩手県北上市大通り四丁目４－２２
ＭＪビル

21人 0197-63-7878

不問

21人 0197-63-7878

不問
660人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

03070- 5541381

6ヶ月
雇用・労災

03070- 5540081

ルームメイク・清掃業務
（ホテル秋田御所野：週
３日勤務）

秋田南ＩＣ直ぐ近くのビジネスホテル「ホテル秋田御所野」にお
ける、ルームメイクや清掃のお仕事です。

・ルーム清掃、シーツやタオルの交換
・歯ブラシ等備品の補充
・ワークスケジュールに基づき、職場の清掃

※【週３日】の募集です。
時間を有効活用し、新しくてきれいな職場で一緒に働きましょ
う！

不問

他 株式会社　みちのくジャパン
毎　週

岩手県北上市大通り四丁目４－２２
ＭＪビル

毎　週
岩手県北上市大通り四丁目４－２２
ＭＪビル

21人 0197-63-7878

不問
660人 秋田県秋田市

14,000人 秋田県潟上市
平成30年10月1日～平
成30年11月30日 雇用・労災

05010-17962381

ルームメイク・清掃業務
（ホテル秋田御所野：週
５日勤務）

秋田南ＩＣ直ぐ近くのビジネスホテル「ホテル秋田御所野」にお
ける、ルームメイクや清掃のお仕事です。

・ルーム清掃、シーツやタオルの交換
・歯ブラシ等備品の補充
・ワークスケジュールに基づき、職場の清掃

※【週５日】の募集・雇用保険加入あります。
時間を有効活用し、新しくてきれいな職場で一緒に働きましょ
う！

不問

他 株式会社　みちのくジャパン

サンドイッチ・調理パン
の製造【潟上市】

・サンドイッチ・調理パン等の製造をお願いします。
・ライン作業です。

※その他付随する作業あり

※初めてでも丁寧に指導いたします。

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県潟上市

平成30年10月1日～平
成30年11月30日 雇用・労災

05010-17961081

平成30年10月1日～平
成30年11月30日 雇用・労災

05010-17960181

おにぎりの製造【潟上
市】

・おにぎりの製造
・ライン作業です
・初めてでもできる簡単な作業です。 不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県潟上市

1,200人 秋田県秋田市
4ヶ月

雇用・労災
05010-17954681

お弁当の盛り付け・調
理補助【潟上市】

・お弁当、お寿司、オードブル等の盛り付け、炊飯など
・ライン作業です。
・簡単な調理補助もお願いします。 不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

ホール接客・調理補助
「秋田おでん　さけ富」
《パート》

○店舗での接客・調理補助等を担当していただきます。
［主な仕事内容］
　・仕込み、調理、盛り付け補助
　・ドリンクや料理の提供
　・食器の片付け、清掃等　その他、付随する業務

　しょっつるを使った秋田おでんと地酒のお店
　ゆったりとしたカウンターで秋田独自のおでんを振るまいま
す。
　＊未経験者でも丁寧に教えます！！

不問

他 株式会社　ドリームリンク
その他

秋田県秋田市山王２丁目９－１

3人 018-863-9999

不問

不問
120人 秋田県秋田市

労災
05010-17923481

不問

他 株式会社　ＴＲＥｎＴＡ　Ｆｏｏｄ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ　スパゲッティ専門店　トレンタ外旭その他
秋田県秋田市外旭川字四百刈５－１

8人 018-869-7630

2ページ中 2ページ

平成30年9月12日発行（平成30年9月11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

ホール・キッチン担当

＊ホール内における接客業務全般に従事していただきます。
　・お客様を席へご案内
　・ハンディターミナルによる注文受付
　・料理、飲み物の配膳
　・飲食後の食器等の片付け　　・調理及び調理補助　
　・店内外の清掃作業　　　・その他付随する業務
※土曜日・日曜日・祝日の勤務できる方を歓迎します。
※平日のみの勤務も可能です。ご相談ください。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 850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)13時30分～18時30分 就業場所

時給

1人 800円～1,200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 就業場所

時給

2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 就業場所

時給

1人 800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 不問 就業場所

時給

2人 900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

時給

1人 950円～1,200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

4人 775円～775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) 6時45分～11時45分 就業場所
(2)16時00分～21時00分

時給

4人 775円～775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) 7時00分～12時00分 就業場所
(2)13時00分～18時00分

時給

1人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)19時30分～23時30分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～19時00分 就業場所

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年10月9日～平
成30年11月30日 雇用・労災

05010-18048981

平成30年10月9日～平
成30年11月30日 雇用・労災

05010-18046381

鮮魚担当【秋田市】

○当社派遣先事業所において、次の業務に従事していただ
きます。
・鮮魚コーナーにてお魚をさばく作業
・パック詰め

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

6,200人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-18030981

シール貼り、閉店処理
【秋田市】

○当社派遣先事業所において、次の業務に従事していただ
きます。
・値引きシールを商品に貼る。
・冷蔵庫ケースを閉めたり、掃除などの閉店作業

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

商品管理・補充（加工・
ノンフーズ・日配）

○スーパーマーケットで商品管理・補充業務に従事していただきま
す。
（仕事内容）
・加工食品、ノンフーズ・日配の商品管理・補充
・商品の陳列、補充
・ＰＯＰを作ったり、値段の管理もあります
・その他、付随する業務
＊６ヶ月ごとの更新（面談の上、更新の可能性あり）
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

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マッ
クスバリュ河辺店その他
秋田県秋田市河辺和田字北条ケ崎
１４－８

35人 018-882-3008

不問

35人 018-882-3008

不問
6,200人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-18032481

6ヶ月
雇用・労災

04010-62436381

チェッカー

○スーパーマーケットのチェックアウト業務に従事していた
　だきます。
・レジ業務（バーコードタイプ、タッチキータイプ）  ・環境整備
・サービスカウンター業務（包装、のし、宅配受付等）
・電話応対  ・商品補充
・その他、付随する業務
＊６ヶ月毎の更新（面談の上、更新の可能性あり）
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

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マッ
クスバリュ河辺店その他
秋田県秋田市河辺和田字北条ケ崎
１４－８

毎　週
宮城県仙台市青葉区中央３丁目３番
３号　三丸ビル７階

3人 022-264-2612

不問
秋田県秋田市

17人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成30年12月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-18080581

保険アドバイザー［秋田
市］

◎イオングループ直営の来店型保険ショップにて以下の業務
を担当していただきます。
　・保険のご提案
　・見積もり
　・申込受付等の接客業
　・その他の作業
　（生命保険・損保保険取扱）
＊６ヶ月毎の契約更新
（基準日：３月２１日、９月２１日）

不問

他 イオン保険サービス株式会社　北日
本ショップ営業グループ

事務補助員

○事務補助の業務をお願いします。
・電話応対
・来客応対
・その他事務処理、雑務等
＊多少、残業有ります。
（詳細は面接時に説明いたします。ご相談に応じます。）

＊契約更新はありません。

不問

他 株式会社　料亭濱乃家
隔　週

秋田県秋田市大町４丁目２－１１

15人 018-862-6611


パソコンの基本操
作ができる方

33人 018-889-6411

基本的なパソコン
操作

33人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-18070681

6ヶ月
雇用・労災

05010-18024481

事務

○次のような事務的職務に従事していただきます。
・建設部（設計課）の人員としての職務となります。
・各種書類整理、役所への届出
・電話応対
・外出はマイカーを使用していただきます
（ガソリン代支給）
・その他付随する業務

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　マスターピース
毎　週

秋田県秋田市山手台１丁目１－１

毎　週
秋田市御所野湯本２－１－１

20人 018-839-4055

不問
1,228人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18031581

事務職

・事務所の中で行う事務処理です。毎日同じ仕事なので直ぐ
に慣れていきます。
・売上金の処理、帳票の整理等

＊簡単なパソコン作業なので、どなたでも処理ができます。
＊デスクワーク業務です。

不問

他 ヤマト運輸株式会社　秋田主管支店
事務管理センター

フロント業務・経理事務

・フロントでの受付業務、経理事務
・データ入力等の一般事務
・顧客車両の洗車、清掃
・店内清掃
＊他に必要な事務スキルは指導いたします。
＊状況聞き取り等でお客様と対面するため、明るく快活な対
応をできることが望まれます。
＊役所への提出書類等、お手伝いして頂ける方を探していま
す。
＊外出用務時は社用車使用。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

火他 ＴＯＰＳ
その他

秋田県秋田市寺内字三千刈４７３－
１

2人 018-863-3881

マイクロソフトオフィ
ス（ワード、エクセ
ル）が使える方

不問
19人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-18054381

・保育士免許必須

土日祝他 学校法人加藤学園　認定こども園土
崎幼稚園毎　週
秋田市土崎港中央４丁目５番４２号

19人 018-845-1297

平成30年9月13日発行（平成30年9月12日受付分)　Ｎｏ．１
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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

保育指導

○保育業務全般を担当していただきます。
【主な仕事の内容】
・子どもの保育指導にあたっていただきます。
・保育業務および行事などでの作業の補助業務
・保育士１３名で対応しております。



℡ 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

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 18歳以上 (1)22時00分～ 7時00分 就業場所

時給

2人 770円～770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～13時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分
(3) 7時00分～12時00分

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 765円～765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～16時00分 就業場所

時給

1人 770円～770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) 8時00分～16時30分 就業場所
(2)16時30分～19時00分

時給

2人 740円～740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)10時00分～16時30分 就業場所
(2) 9時00分～16時30分

時給

1人 900円～1,000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)16時00分～18時00分 就業場所
(2) 5時00分～ 7時00分

時給

3人 900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) 5時00分～10時00分 就業場所

時給

3人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～22時00分 就業場所

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

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
05010-18090781

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）

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

不問

21人 0197-63-7878

不問
660人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

03070- 5587481

6ヶ月
雇用・労災

03070- 5586581

ホール：居酒屋・竿燈亭
（ホテル秋田御所野１
階）

秋田南ＩＣ直ぐ近くのビジネスホテル「ホテル秋田御所野」
の１階にオープンした「居酒屋　竿燈亭（かんとうてい）」にお
けるホール・接客のお仕事です。

・お客様のご案内、オーダー伺い、商品提供、お席の準備・片
付け、お店の清掃等のお仕事です。

不問

他 株式会社　みちのくジャパン
毎　週

岩手県北上市大通り四丁目４－２２
ＭＪビル

毎　週
岩手県北上市大通り四丁目４－２２
ＭＪビル

21人 0197-63-7878

不問
660人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

労災
05010-18021681

朝食調理補助（ホテル
秋田御所野：週５日勤
務）

◆ビジネスホテル「ホテル秋田御所野」における朝食の準備
　業務に従事していただきます
・調理補助業務
・食材の調理、盛り付け、食事の配膳
・後片付け
・食器や調理器具類の洗浄、消毒
・他付随する業務

※決まった時間の仕事ですので、日中の時間を確保できます

不問

他 株式会社　みちのくジャパン

調理員

○調理員としての業務に従事していただきます。
・レトルト食品の調理をメインに考えています。
・就業時間（１）日曜の夕食２０食前後の調理業務
・就業時間（２）月曜の朝食２０食前後の調理業務

＊（１）と（２）の両方勤務可能な方を募集します。
＊業務は１名体制です。
＊平成３０年１０月１日～の勤務を予定。
＊Ｗワーク可能

不問

火水木金土 更生保護法人　秋田至仁会
毎　週

秋田県秋田市楢山川口境２２－１２

8人 018-832-5787

不問

15人 018-823-1933

不問
15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18041781

労災
05010-18089981

クリーニング作業員

・集配してきた品物を折りたたんで整理をしていただきます。

＊仕事処理は白衣、Ｙシャツ、ズボン等のプレス。
＊直接お客様とやり取りすることはありません。
＊品物は主に衣類となります。

不問

日祝他 株式会社　福岡ドライクリーニング
その他

秋田市旭南３丁目３－１０

毎　週
秋田市千秋公園１－２３

4人 018-833-6480

不問
4人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18083881

院内雑務業務

○院内の雑務業務全般に従事していただきます。
・ガーゼ等の備品の整理、在庫の確認
・治療器具の洗浄、滅菌消毒
・小学校の保健指導の補助
・受付業務、電話の応対、会計、院内の清掃など
＊現在勤務者と交替して勤務できるように、仕事を分担しておこなっ
ていただきます。
＊月曜と木曜の勤務になります（週２日）。他の曜日は相談に応じま
す。
＊就業時間（１）～（２）のシフト制です。主な就業時間は
（１）です。（２）については相談に応じます。

不問

火水金土日祝他 武田歯科医院

生花販売、配達、清掃

○生花作り、秋田市内外への生花の配達、店内の清掃等に
従事していただきます。

・配達は社用車（ＡＴ車）使用
・制服あり


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　フローリスト春花
毎　週

秋田県秋田市外旭川八幡田１丁目１
７－８

4人 018-868-8780

不問

9人 018-835-9565

不問
75人 秋田県秋田市

労災
05010-18060081

雇用・労災・健康・厚生
05010-18065481

ガソリンスタンド給油
（広面・仁井田・明田）

○広面・仁井田・明田ＳＳにおいて給油業務等を担当してい
ただきます。
・ガソリンスタンドの給油業務
・車の給油と窓ふき作業
・タイヤ交換作業（ある程度経験後、指導します）
・その他、付随する業務
＊就業場所は、応相談。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
危険物取扱者（乙
種）あれば尚可

他 合資会社　丸伊商店
その他

秋田県秋田市東通１丁目２－１

その他
秋田県秋田市御所野地蔵田１丁目１
－１　イオン１Ｆ

6人 018-893-3786

不問
18人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市

労災
05010-18018881

販売業務（店頭販売：イ
オンモール秋田）

○バラエティ雑貨「ＦＡＣＥ」にて販売業務全般に従事していた
だきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ティーンズ向けのアクセサリー、バック、文具等店頭販売
・レジ業務
・商品管理　等

＊制服貸与

＊社内割引制度あり

不問

他 株式会社　内藤　秋田店

コンビニエンスストア店
員
【パート】

○コンビニエンスストアの業務全般に従事していただきます。
・販売、レジ、清掃、調理、陳列、発注等
・その他付随する業務 不問

他 セブンイレブン秋田手形西谷地店
毎　週

秋田県秋田市手形字西谷地３１

14人 018-836-5371

不問

不問
14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18016481

不問

他 セブンイレブン秋田手形西谷地店
毎　週

秋田県秋田市手形字西谷地３１

14人 018-836-5371

3ページ中 2ページ

平成30年9月13日発行（平成30年9月12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

コンビニエンスストア店
員
【夜勤パート】

○コンビニエンスストアの業務全般に従事していただきます。
・販売、レジ、清掃、調理、陳列、発注等
・その他付随する業務



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

8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

日給（時給換算）

3人 777円～777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)13時30分～18時30分 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～10時00分 就業場所

時給

1人 762円～762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00分 就業場所

時給

1人 762円～762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)13時00分～17時30分 就業場所

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 18歳以上 (1) 4時00分～ 5時40分 就業場所

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 18歳以上 (1) 4時00分～ 5時40分 就業場所

時給

2人 800円～1,000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～15時00分 就業場所
(2) 9時00分～16時00分

時給

2人 775円～775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) 6時00分～ 9時00分 就業場所
6ヶ月

労災
05010-18027281

その他
秋田県秋田市河辺和田字北条ケ崎
１４－８

35人 018-882-3008

不問
6,200人 秋田県秋田市

25人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18050881

早朝品出し・商品管理

○スーパーマーケットで商品管理・補充業務に従事していただきま
す。
（仕事内容）
・生鮮食品・加工食品の商品管理・補充
・商品の陳列、補充
・ＰＯＰを作ったり、値段の管理
・その他、付随する業務
＊６ヶ月ごとの更新（面談の上、更新の可能性あり）
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

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マッ
クスバリュ河辺店

清掃員　（９時～１５時）

・アパートの巡回清掃作業
・学校の日常清掃作業
＊現在、女性７名にて作業をしています。
＊作業場所は全て秋田市内となります。
＊就業時間は（１）（２）のローテーションとなります。

※受注量増加に対応するための≪急募≫です。

不問

土日祝 有限会社　ライフ・ワーク
毎　週

秋田県秋田市山王６丁目１０番９号
猿田興業ビル５Ｆ

25人 018-853-6236

不問

22人 018-845-3844

不問
25人 秋田県秋田市

労災
05010-18077181

労災
05010-18076281

新聞配達【秋田市飯島
地区】

○朝刊の配達業務
・読売新聞、報知新聞、毎日新聞を軽自動車に積み、配達し
ます。
＊折り込み作業はございません。
＊休日は月初に決定します。

＊配達は、秋田市飯島地区です。
（一日８０軒程度）
＊週３日以上働ける方を希望します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 読売センター土崎
その他

秋田県秋田市土崎港北５丁目６－２
８

その他
秋田県秋田市土崎港北５丁目６－２
８

22人 018-845-3844

不問
25人 秋田県潟上市

39人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-18085181

新聞配達【潟上市追分
地区】

○朝刊の配達業務
・読売新聞、報知新聞、毎日新聞を軽自動車に積み、配達し
ます。
＊折り込み作業はございません。
＊休日は月初に決定します。
＊配達は、潟上市追分地区です。
（一日８０軒程度）
＊週３日以上働ける方を希望します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 読売センター土崎

現場作業員（１３時～１
７時３０分）

○機械によって梱包された折込チラシの仕分け作業及び作
業場内の運搬作業に従事していただきます。

※運搬は手作業となりますので、ある程度体力を要します。

※雇用期間は採用日から１年更新となります。

不問

土日祝他 株式会社　さきがけ折込センター
毎　週

秋田県秋田市御所野下堤２丁目１－
６

18人 018-889-8230

不問

18人 018-889-8230

不問
39人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-18082781

労災
05010-18040481

現場作業員（９時～１５
時）

○機械によって梱包された折込チラシの仕分け作業及び作
業場内の運搬作業に従事していただきます。

※運搬は手作業となりますので、ある程度体力を要します。

※雇用期間は採用日から１年更新となります。

不問

土日祝他 株式会社　さきがけ折込センター
毎　週

秋田県秋田市御所野下堤２丁目１－
６

毎　週
秋田県秋田市大町３丁目５－８
ウィング・グラン４Ｆ

2人 018-874-7547

不問
25人 秋田県秋田市

3,360人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成30年11月30日 雇用・公災

05010-18092281

食品製造補助・清掃ス
タッフ
（パート）

○自社ブランド食品の製造補助業務を行っていただきます。
（朝、牛乳受入れ、材料計量、清掃等）

＊力仕事のため、体力が必要とされます。

※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

不問

土日祝 ノリット・ジャポン　株式会社

児童館補助員（臨時職
員）

○児童館補助員業務に従事していただきます。
［仕事内容詳細］
・児童館で、児童厚生員の助言を受け、児童へ遊びの指導を
したり、子供達の安全管理及び施設の管理等を行います。

・掃除や一般利用貸し出しの手続き等、事務補助的な作業も
あります。

不問

土日祝他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

3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
公災

05010-18091881

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

平成30年9月13日発行（平成30年9月12日受付分)　Ｎｏ．３

3ページ中 3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

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）

℡ 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。



　　　　●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．　９月１３日　社会福祉法人幸楽会【看護師・准看護師、介護員、訪問介護員】
　　２．　９月１４日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員　他】
　　３．　９月１８日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　４．　９月１９日　㈱秋田キャッスルホテル【ホテル内調理補助、病院・介護施設の調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　５．　９月２０日　㈱ファイブフォックス【販売スタッフ】
　　　　　　　　　　　　　　（イオンモール秋田内「コムサイズム」　※西武秋田店内の店舗もあり）
　　６．　９月２１日　㈱プレステージ・インターナショナル【オペレーター、受付スタッフ　他】
　　７．　９月２５日　㈱和敬園ショートステイ「御所野の森」【介護職】
　　８．　９月２６日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　９．　９月２７日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員　他】
　１０．　９月２８日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ｼｮｰﾄｽﾃｲ介護職員、調理員】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

●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！

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                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．　９月１３日　トラックドライバー募集合同面接会 in ﾊﾛｰﾜｰｸ秋田【秋田市内運送業４社参加予定】
　２．　９月２６日　警備業者合同面接会 in ハローワーク秋田【秋田市内警備業者４～５社参加予定】
　３．　９月２７日　警備業者合同面接会 in ハローワーク秋田【秋田市内警備業者４～５社参加予定】
　　　　※９月２６日と２７日の警備業者合同面接会は２日連続の開催となりますが、初日と２日目では
　　　　　　それぞれ違う秋田市内警備業者が参加予定です（２日間で合計８～９社参加予定）

『会社説明会』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 1,800円～2,500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 就業場所

時給

2人 1,440円～1,440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30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分
(3) 9時00分～13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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～15時00分 就業場所

時給

2人 900円～1,000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 752円～752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00分～13時00分 就業場所

時給

50人 1,050円～1,050円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

日雇 不問 (1)14時00分～18時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～15時30分 就業場所

時給

1人 950円～950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00分 就業場所

時給

6人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所
(2)16時00分～20時00分
(3)13時00分～20時00分

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時30分 就業場所
(2)13時00分～17時00分
(3)17時00分～20時00分

77人 018-846-2515

不問
428人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-18116181

平成30年10月15日～
平成30年11月30日 労災

05010-18142681

レジ・農産・惣菜担当
（茨島店）

○レジでの商品の精算業務
・商品のバーコードをチェッカーで読み取り、代金・釣銭の
　受け渡し。
・閉店時のレジ締め、現金の回収。
○農産・惣菜担当の業務
・加工、調理    ・品出し     ・値付け
　　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

不問

他 生活協同組合　コープあきた
毎　週

秋田県秋田市土崎港北６丁目１－３
０

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

2,208人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-18125081

レジ業務【秋田市】

○秋田市内の派遣先において、レジ業務に従事していただき
ます。

※制服貸与。初心者の方へも丁寧に指導します。

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

銀行窓口業務（外旭川
支店）

○銀行窓口業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・窓口での預金受払業務　　　　　　　　　　　　　　　　
・振込、税金納付の受付業務　　　　　　　　　　　　　　
・諸届の受付業務　等


＊当初は６ヶ月契約。以後契約更新となった場合は６ヶ月。
　その後に契約更新する場合は１年毎。

不問

土日祝 株式会社　秋田銀行
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目２－１

15人 018-863-1212

銀行窓口業務経験
者
（金融機関窓口業
務経験者応募可）

13人 018-857-3588

エクセル・ワード入
力程度できる方

13人 秋田県秋田市

労災
05010-18114881

平成30年9月20日～平
成30年9月22日 労災

04010-62646681

税理事務

○税理士事務所で事務に従事していただきます。

・伝票入力が中心です。ＰＣでの入力作業。
・電話対応
・来客対応
・その他付随する業務

＊事務所内での業務であり、外出用務はありません。

簿記３級以上（日
商）

土日祝他 税理士法人　ＭＩＲＡＩ
毎　週

秋田県秋田市土崎港南２丁目３－６
４

な　し
宮城県仙台市宮城野区小田原２丁
目１－２８　アブニール小田原１階

0人 022-766-9507

不問
10人 秋田県秋田市

768人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-18110981

（派）医学会の受付・案
内業務［秋田市］

医学会開催時における、参加者の受付・案内業務

不問

他 株式会社　ジェイ・クリエイター

医事課パート職員


○医事課における受付業務を担当していただきます。
・総合案内において再来患者の受付や案内、質問等への対
応
・保険証の番号などのデータをパソコンに入力　
・電話応対、他部署との連絡・連携
・その他、付随する業務全般



不問

土日祝他 地方独立行政法人　市立秋田総合
病院毎　週
秋田県秋田市川元松丘町４－３０

768人 018-823-4171

簡単なパソコン操
作ができること（エ
クセル）

018-874-7680

10人 秋田県秋田市
～平成30年11月30日

雇用・労災
05010-18178581

・パソコン操作　　
・Ｗｉｎｄｏｗｓの基本
操作が出来る方
（画像系の経験なく
ても可です）　※特
記事項参照

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-18118381

クリエイター
〇ｍａｙａという３ＤＣＧツールを使用して、マニュアル等を見本
に、アニメのレイアウト作業をしていただきます。
・パソコン操作が出来、映像に興味がある方であれば、対応
できると思います。
・ｍａｙａの操作方法は教えます。
・９月～１１月末、１日８時間まで

土日 株式会社　シーズクラフト
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目３－１０
秋田スカイプラザ６－Ｃ

4人

毎　週
秋田県秋田市新屋表町８－１９

27人 018-828-3049

不問
85人 秋田県秋田市

170人 秋田県潟上市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-18168681

保育士（グリーンローズ
てがた保育園）

＊０歳～５歳児（７０名）の園児の保育業務となります。
・担任の補助的業務になります。
・日常の清掃業務あり


＊契約更新は、園長と面談のうえ決定します。




保育士

日祝他 社会福祉法人　グリーンローズ

看護師（パート・松恵
苑）


　○施設利用者の看護業務全般を担当していただきます。
　　・バイタルチェック、処置、健康管理
　　・病院の受診付添
　　
　＊一般入所者８０名、短期入所者１０名です。
　＊看護スタッフ　７名体制


看護師又は准看護
師

日他 社会福祉法人　敬仁会
毎　週

秋田県潟上市天王字鶴沼台４３－２
２６

63人 018-878-5533

不問

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18119681

薬剤師
がん薬物療法認定
薬剤師優遇（手当
支給）

木日祝他 いなば御所野乳腺クリニック
毎　週

秋田県秋田市御所野下堤２丁目１番
９号

9人 018-838-1785

平成30年9月14日発行（平成30年9月13日受付分)　Ｎｏ．１
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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

薬剤師

○乳がん治療に特化した専門クリニック内に於いて、薬剤師
業務、その他付随する業務全般を行っていただきます。



＊就業時間について：（１）～（３）の間の３～５時間
（１）８：３０～１８：００　月・火・金、休憩なし
（２）１３：００～１９：００　水　休憩なし
（３）８：３０～１４：００　土　休憩なし

℡ 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

時給

2人 750円～770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)13時00分～18時00分 就業場所

時給

6人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～11時30分 就業場所
(2)16時00分～20時00分
(3)17時00分～21時00分

時給

1人 770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～13時00分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分

時給

1人 850円～950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) 8時15分～17時00分 就業場所
(2) 9時15分～18時00分
(3)11時30分～20時15分

時給

1人 762円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 780円～780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)10時00分～14時00分 就業場所
(2)11時00分～15時00分
(3)17時00分～21時00分

時給

5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 就業場所

時給

1人 762円～762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30分～14時30分 就業場所
(2)13時30分～22時30分

月給（時給換算）

2人 1,250円～1,250円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 4時00分～ 6時00分 就業場所

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 18歳以上 (1) 2時00分～ 4時30分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000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～12時00分 就業場所22人 秋田県秋田市

労災
05010-18164281

新聞配達員（９：３０～１
２：００）

○当社指定ルートへチラシのポスティング業務を担当してい
ただきます。

＊長期間勤務できる方歓迎。

＊毎週木曜日のみ勤務です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月火水金土日祝他 有限会社　秋田魁新報東専売所
毎　週

秋田県秋田市千秋矢留町３－３６

22人 018-832-4682

不問

22人 018-832-4682

不問
22人 秋田県秋田市

労災
05010-18162781

労災
05010-18140081

新聞配達員（２：００～
４：３０）

・新聞にチラシを入れる作業。
・指定ルートの新聞購読者へ新聞配達業務を担当していただ
きます。

＊週に一度ポスティング作業あり。

＊長期間勤められる方歓迎。

普通自動車運転免
許（ＡＴ免許可）

他 有限会社　秋田魁新報東専売所
その他

秋田県秋田市千秋矢留町３－３６

その他
秋田県秋田市仁井田蕗見町８－１１

35人 018-839-7376

不問
35人 秋田県秋田市

725人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-18152581

新聞配達／週５日（四
ツ小屋または勝平方
面）

○新聞朝刊の配達業務
・仕分け後、原付での配達になります。
＊各地区１名ずつの募集です。
＊就業場所は相談に応じます。
＊週５日勤務。希望日優先します（週４日希望の方相談可）
＊配達部数や詳細については、面接時に説明します。


原付または普通自
動車免許

他 有限会社　旭光　（朝日新聞　秋田南
部専売所）

駐輪場管理人

○秋田駅西地下駐輪場の管理員
・駐輪場の利用者の入出庫受付、料金管理等全般
・定期使用券の発券管理
・その他、駐輪場の清掃等

不問

他 株式会社　友愛ビルサービス
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

4人 018-823-1251

不問

9人 018-862-2367

不問
30人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-18154781

労災
05010-18131281

ボウリング場・カラオケ
スタッフ

○『ブルックリンストライク』でのお仕事です
・ボウリング場、カラオケボックスの、フロント・ホール・キッチ
ン業務全般
・ゲームコーナーでの簡単な作業
＊就業時間は相談に応じます。
＊週２日からの勤務可能。
＊シフトは１週間ごとの相談可能。
＊高校生不可。
＊年末年始のみ勤務の方も歓迎します。

不問

他 株式会社　ファンキー
毎　週

秋田県秋田市大町５丁目２－４３

毎　週
秋田県秋田市大住２丁目１８－１６

4人 018-893-3316

不問
4人 秋田県秋田市

22人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-18181181

飲食店のサービス・調
理補助

〇パンケーキとオムライスを専門とした飲食店において、ホー
ルと調理補助を担当していただきます。
・料理等の配膳
・注文受付
・レジ業務
・卵を割る、盛付けなどの調理補助
・ドリンク作り（夜はアルコールも提供）

＊日曜日に勤務できる方、歓迎します。

不問

月他 ピーパル

調理補助員（ノースアジ
ア大学学生食堂）

○学生食堂内での昼食調理業務に従事していただきます。
・１００人～２００人分の食材仕込み、調理
・食器洗浄など

＊４名のスタッフで対応
＊雇用期間終了後は１年更新となります。


不問

土日他 株式会社　サンアメニティ東北
毎　週

秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１９
４番地１

3人 018-881-3171

不問

15人 018-828-0682

不問
1,280人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18127681

雇用・労災
05010-18123281

調理師（企業内レストラ
ン・カフェにおける調理
等）≪急募≫

・大手企業内のカフェで料理を提供しています。
・企業内レストラン・カフェにおける調理を担当
・料理の提供サービス
・洗浄
・その他、付随する業務

＊経験者は優遇します。

不問

日祝他 エームサービスジャパン株式会社
プレステージ・インターナショナル事毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２
プレステージ・インターナショナル内

毎　週
秋田県秋田市将軍野東２丁目８－１
６

10人 018-845-4019

不問
10人 秋田県秋田市

14,000人 秋田県秋田市
平成30年10月15日～
平成30年11月30日 雇用・労災

05010-18136981

布団・ジュータンの梱包
作業・事務

○布団・ジュータンの梱包作業
・マットレスカバー脱着作業
・クリーニング後の布団・ジュータンの梱包作業
○事務業務
・来客の受付・電話応対・納品準備
・パソコンによる納品書作成
＊営業車使用（ＡＴ車）
＊年に数回程度、学校等の集配を依頼します。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 有限会社　鈴木ファクトリー

商品の陳列【秋田市】

○秋田市のスーパー内の青果コーナーで、商品のパック詰め
や品出し、片付け、清掃などの作業をしていただきます。

※その他付随する作業あり

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問

不問
1,000人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-18122881

不問

他 株式会社　ナイス
その他

秋田県秋田市新屋豊町３－４８

102人 018-862-2611

3ページ中 2ページ

平成30年9月14日発行（平成30年9月13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

惣菜部門（外旭川店）

○惣菜部門において、簡単な調理加工、商品の品出しや
　パック詰め、値付け等の作業を行っていただきます。


＊土・日・祝日勤務できる方を希望。
（面接の際応相談）



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 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 18歳以上 (1) 3時00分～ 5時00分 就業場所

時給

1人 765円～765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00分～12時00分 就業場所

時給

1人 765円～765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)13時00分～16時30分 就業場所

時給

3人 850円～850円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 7時00分～11時00分
(3)12時00分～16時00分

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年10月15日～
平成30年11月30日 雇用・労災

05010-18151981

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-18133081

米を炊く釜の洗浄作業
【秋田市】

〇秋田市内の食品工場において、米を炊く釜を洗う作業をし
ていただきます。

※釜は重さがあり、力仕事になります。

※その他、付随する作業あり。

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

な　し
秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

13人 018-823-4061

不問
607人 秋田県南秋田郡八郎潟町

607人 秋田県南秋田郡八郎潟町
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-18132181

清掃員・午後（湖東厚
生病院）

○「湖東厚生病院」内の日常清掃業務を担当していただきま
す。
・男女トイレの清掃
・病室や廊下のモップ掛け
・床の掃き、拭き等　

＊年度毎の契約更新があります。

不問

日祝 厚生ビル管理　株式会社

清掃員・午前（湖東厚
生病院）

○「湖東厚生病院」内の日常清掃業務を担当していただきま
す。
・男女トイレの清掃
・病室や廊下のモップ掛け
・床の掃き、拭き等　

＊年度毎の契約更新があります。

不問

日祝 厚生ビル管理　株式会社
な　し

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

13人 018-823-4061

不問

不問
22人 秋田県秋田市

労災
05010-18165181

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　秋田魁新報東専売所
な　し

秋田県秋田市千秋矢留町３－３６

22人 018-832-4682

平成30年9月14日発行（平成30年9月13日受付分)　Ｎｏ．３

3ページ中 3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

新聞配達員（３：００～
５：００）

○指定ルートの新聞購読者への配達業務を担当していただ
きます。

＊長期勤務できる方歓迎。

℡ 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。

●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！

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                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．　９月２６日　警備業者合同面接会 in ハローワーク秋田【秋田市内警備業者４～５社参加予定】
　２．　９月２７日　警備業者合同面接会 in ハローワーク秋田【秋田市内警備業者４～５社参加予定】
　　　　※９月２６日と２７日の警備業者合同面接会は２日連続の開催となりますが、初日と２日目では
　　　　　　それぞれ違う秋田市内警備業者が参加予定です（２日間で合計８～９社参加予定）

『会社説明会』のご案内



　　　　●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．　９月１４日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員　他】
　　２．　９月１８日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　３．　９月１９日　㈱秋田キャッスルホテル【ホテル内調理補助、病院・介護施設の調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　４．　９月２０日　㈱ファイブフォックス【販売スタッフ】
　　　　　　　　　　　　　　（イオンモール秋田内「コムサイズム」　※西武秋田店内の店舗もあり）
　　５．　９月２１日　㈱プレステージ・インターナショナル【オペレーター、受付スタッフ　他】
　　６．　９月２５日　㈱和敬園ショートステイ「御所野の森」【介護職】
　　７．　９月２６日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　８．　９月２７日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員　他】
　　９．　９月２８日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ｼｮｰﾄｽﾃｲ介護職員、調理員】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



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 1,000円～1,200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30分～11時30分 就業場所

時給

1人 950円～950円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所

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)10時15分～17時00分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～13時00分 就業場所
(2) 9時00分～14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

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時00分～16時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分

時給

1人 1,000円～1,100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～12時00分 就業場所

時給

1人 770円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

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 就業場所

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 就業場所

26人 018-833-7171

不問
70人 秋田県秋田市

労災
05010-18203281

労災
05010-18189881

介護職員（福祉事業
部）

・旅館施設を利用した通所介護事業（デイサービス）の
　介護業務
・入浴、排泄、食事等の介助、レクリエーション等の一般業
務
・１日の平均利用者８０名に対し、スタッフ２２名で対応

＊業務拡張の為　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（介護資格あれば
尚可）

日祝他 株式会社　秋田温泉さとみ
毎　週

秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

その他
秋田県秋田市泉北２丁目８番７号

7人 090-2846-2357

不問
13人 秋田県秋田市

64人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
12020- 9596881

接客・販売と商品作成
（イオンモール秋田店）

〇アイスクリームの販売員として、接客・販売と作成をしてい
ただきます。
・お客様の注文に合わせて、アイスクリームを作成、販売提
供します。

不問

他 株式会社　人吉

靴の販売スタッフ（リー
ガルシューズ秋田店）

○リーガルシューズでの接客販売
　（レジ、靴のサイズ出し、フィッティング等）や
　清掃、品出しのお手伝いをお願いします。


＊未経験でもＯＫです。

不問

他 東北リーガルシューズ　株式会社
毎　週

千葉県浦安市日の出２丁目１－８

4人 047-304-7381

不問

7人 018-833-4211

不問
1,543人 秋田県南秋田郡五城目町

～平成30年9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-18245181

6ヶ月
労災

05010-18200481

普通銀行業務（五城目
支店）

○銀行業務全般、その他内部事務、外訪
・一定期間経過後に必要な資格を取得していただきながら、
窓口業務や外訪をしていただきます。


＊当初は平成３０年９月３０日までの契約です。
（以後６ヶ月毎の契約更新）

不問

土日祝 株式会社　北都銀行
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目１－４１

毎　週
秋田県秋田市将軍野南５－１２－１９

5人 018-845-0295
・ＰＣ基本操作
（ワード、エクセル）
必須
・病院での経理経
験あれば尚可

5人 秋田県秋田市

47人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成30年12月28日 雇用・労災

05010-18247381

事務経理

・税理士への書類の届け、受け取り
・請求書の銀行振り込み依頼
・職員の給与台帳の記入
・経理帳の記入（ＰＣ使用）

＊マイカー使用。ガソリン代支給。
＊Ｗワーク可

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 村山クリニック

事務（オペレーター）


○事務所内での電話受付と事務補助の業務に従事していた
だきます。

・お客様からの注文受付
・パソコン入力（電話を受けながら入力します）



不問

他 有限会社　斎藤昭一商店　本社工場
毎　週

秋田県秋田市楢山城南新町３４－１
３

37人 018-835-3673

不問

37人 018-835-3673

不問
47人 秋田県秋田市

平成30年10月1日～平
成30年12月28日 雇用・労災

05010-18244281

平成30年10月15日～
平成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-18195581

事務（オペレーター）


○事務所内での電話受付と事務補助の業務に従事していた
だきます。

・お客様からの注文受付
・パソコン入力（電話を受けながら入力します）



不問

他 有限会社　斎藤昭一商店　本社工場
毎　週

秋田県秋田市楢山城南新町３４－１
３

毎　週
秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ等）
が出来ること。

2,334人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災

05010-18241481

事務系スタッフ（地方創
生・研究推進課）

所属先：地方創生・研究推進課

「戦略的基盤技術高度化支援事業」に関する下記の業務

・資料作成補助、チェック、整理
・会議の準備、運営
・関係者からの問い合わせへの対応補助
・その他事務処理
　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝他 国立大学法人　秋田大学

一般事務業務【紹介予
定派遣】

・取引先企業の給料計算
・社会保険、雇用保険、加入脱退書類作成業務

不問

土日祝 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問

不問
10人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010-18233481

保育士免許（必須）

土日祝他 小規模保育事業所　もりのらくえん
毎　週

秋田県秋田市桜３丁目９－３

10人 090-4631-1960

平成30年9月18日発行（平成30年9月14日受付分)　Ｎｏ．１
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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

保育

○保育補助を行っていただきます。
　対象年齢は０～２歳児です。

＊現在園児１１名（０歳児３名、１歳児６名、２歳児２名）を保
育士７名（うちパート２名）で保育しています。

℡ 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

時給

2人 800円～870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～11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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～14時45分 就業場所

時給

1人 780円～780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 18歳以上 (1) 3時00分～ 8時00分 就業場所
(2) 8時00分～13時00分
(3)13時00分～18時00分

時給

1人 760円～760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)12時30分～16時00分 就業場所

時給

2人 780円～780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

時給

1人 762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 64歳以下 (1) 7時30分～15時00分 就業場所
(2) 7時30分～16時00分

時給

1人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

2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 64歳以下 (1) 7時30分～11時45分 就業場所

時給

5人 900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) 8時00分～17時00分 就業場所
～平成30年12月30日

雇用・労災
05010-18202881

毎　週
秋田県秋田市寺内神屋敷２９５－４０

29人 018-857-5383

不問
29人 秋田県秋田市

476人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18242781

作業員

○産業廃棄物の分別作業に従事していただきます。
・工場内、現場内での作業
・主に建築廃材の分別
・その他、付随する業務

不問

日祝他 株式会社　ストーン

清掃業務（４Ｈ／秋田
赤十字病院）

○秋田赤十字病院内の清掃業務を担当していただきます。
・ロビー
・診察室、病室、廊下
・男女トイレ等

＊モップ、ほうき、雑巾がけ等による清掃

＊就業中は、禁煙に対応できる方を希望します。
　（病院敷地内は禁煙です）

不問

土日祝他 株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズその他
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

30人 018-862-3251

不問

15人 018-864-8551

不問
55人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18228281

雇用・労災・健康・厚生
05010-18217581

ベッドメイク（９：００～１
７：００）

○ファッションホテルのお部屋の清掃、ベッドメイクの
　お仕事に従事していただきます。


＊階段の上り下り、浴槽の清掃など、体力を必要とします。

＊長期勤務できる方が望ましいです。

＊就業時間等相談に応じます。

不問

他 株式会社　アクシス　ホテル　ハイ
ビック毎　週
秋田県秋田市大町６丁目２－２８

その他
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

25人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

120人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18216981

清掃スタッフ「中通総合
病院」

○病院内の日常清掃業務に従事していただきます。
・病室、診察室、事務室、廊下、トイレ等の清掃
・掃く、拭く、機械清掃、その他日常清掃業務全般 不問

他 株式会社　友愛ビルサービス

客室清掃

○和室の客室清掃業務全般を担当していただきます。
・客室内、トイレ、洗面の清掃
・茶碗、急須などの洗い物
・その他付随する業務
＊お客様がチェックアウトしてから、次のお客様の為のセット
までをしていただくお仕事です。
＊制服貸与あり
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

不問

他 株式会社　秋田温泉さとみ
毎　週

秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

120人 018-833-7171

不問

2人 018-874-9371

不問
67人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災
05010-18183381

雇用・労災
05010-18221381

建物清掃員「らいらっ
く」
【急募】

○日常的清掃全般に従事していただきます。
・床面の清掃
・居室の清掃
・トイレの清掃
・その他清掃業務全般


不問

日祝 株式会社　エフシービルテック
その他

秋田県秋田市仁井田字古川向２２－
４

毎　週
秋田市東通一丁目１番２６号

40人 018-833-6461

不問
50人 秋田県秋田市

85人 秋田県秋田市

労災
05010-18230681

駅弁の調理補助・洗い
場

○駅弁の調理補助及び調理器具の洗浄（簡単な洗い物）、盛
り付けなどです。

＊就業日数は週２～５日で相談に応じます。

＊経験のない方の応募も歓迎します。

＊Ｗワーク可能です。

不問

他 株式会社　関根屋

看護職員（看護師補
助：火・木・土）

看護職員としての業務に従事していただきます。
○看護師の補助業務
○患者さんの身の回りのお世話など

＊火・木・土の勤務です（祝日でも勤務）

＊未経験者にも仕事内容は教えます。
＊マンツーマンで指導いたします。



不問

月水金日 医療法人　祥仁会　秋田南クリニック
毎　週

秋田県秋田市南ヶ丘１丁目３－１

35人 018-892-7474

不問

不問
127人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010-18218481

不問

水土日 社会福祉法人　いずみ会
毎　週

秋田県秋田市泉菅野２丁目１７－１１

81人 018-896-5880

2ページ中 2ページ
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求人番号

介護補助員（リンデンバ
ウムいずみ）

○特別養護老人ホーム（５０床）「リンデンバウムいずみ」　に
おいて介護補助業務全般を担当していただきます。
・浴室での入浴介助の補助



