
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

2人 230,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 230,000円～250,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 158,000円～195,000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 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

月給

1人 141,000円～161,000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)10時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時30分～18時30分
(3) 9時00分～18時00分

月給

2人 185,000円～225,000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 59歳以下 就業場所

月給

1人 200,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～64歳 (1)14時00分～23時00分 就業場所

月給

2人 135,000円～140,000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 18歳以上 (1) 3時00分～12時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分

日給（月額換算）

1人 138,180円～138,180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30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 138,180円～138,180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30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 138,180円～138,180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30分～17時15分 就業場所

不問
140人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-35279081

不問

土日祝他 株式会社　スタッド　東北支店
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目９－
８　日宝本町ビル２階

6人 022-716-0152
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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

土木技術者［秋田市］

・官公庁などが発注する道路、河川、ダムなどの工事指導や
民間会社が作成する概算工事費用の資料作成を行います。 
　（経験がなくても、経験者が指導します。） 
・ドローンを活用した空撮画像や動画データにより、工事説
明等の資料作成を行います。

訪問看護ステーション 
正看護師（常勤）

・体温、脈拍、血圧、呼吸など心身の状態を観察し、異常の
早期発見、予防につとめます。 
・健康チェックとご相談に対応いたします。 
・フットケアを通した自立支援をいたします。 
＊訪問件数は一日６件程度 
＊訪問先は秋田市内が中心です。 
＊訪問車両あり（スズキ・ラパン）通勤使用可  通勤で使用し
た場合は通勤手当なし  ＊携帯電話、ｉＰａｄ貸与 
＊制服貸与（スクラブ着用・カラーは自由選択）

看護師免許 
普通自動車免許
（ＡＴ限定可） 

他 株式会社　彩の風
毎　週

秋田県秋田市牛島東３丁目９番７号
アルカサール城南１０１号室

5人 018-853-1016

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10653781

栄養士（兼）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人の食事による栄養管理業務全般 
を担当していただきます。 
・１日３食の献立作成、食材発注、栄養管理 
・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。 

栄養士

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
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10638881

指導員

○学校へ通う障害児（主に中学生から高校生）に授業終了
後 
　または休日に、生活能力の向上の為に必要な訓練や社会
と の交流の促進。 
　または、就労継続支援Ｂ型の利用者の支援。 
・その他、必要な支援 
・送迎業務 
 
＊社有車使用：ミニバン（ＡＴ車・セレナ） 
＊秋田市内・潟上市内の送迎

日祝他 ホプシー　有限会社
毎　週

秋田県秋田市保戸野千代田町１４－
２３

4人 018-864-7074

18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10671281

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可） 
（介護福祉士、社
会福祉士、保育士
の資格所有者なお
可）

保育士／正社員（秋田
市） 

ショッピングモール内当社保育施設での 保育業務を行ってい
ただきます。 
　＊保育全般 
　＊保護者への対応 
　＊行事の企画 
　＊書類の作成 
　＊子育て支援　他 
 
※未経験者は一から指導します。 

保育士

日祝他 株式会社　Ｔｈｉｎｋ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ
その他

千葉県千葉市花見川区幕張町５－４
９８－２

10人 043-306-9369

不問
43人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
12010-19631881

大型量販店のエリアマ
ネージャー／秋田県内

（請負先での業務） 
担当する店舗を訪問して、安全度のチェックおよび改善を行いま
す。店長の右腕として、売上や予算管理以外の店舗危機管理のマ
ネジメントを行って頂きます。 
例えば、防災・防犯対策や店舗ロスの軽減、お客様対応等です。 
＜１日のスケジュール＞ 
出社→防災・防犯のチェック→店舗内の安全確認→店長と打合せ
→書類作成→退社（直行直帰）チェックシート確認済 
◆店舗より要請があった場合、その都度お客様対応をして頂きま
す。◆隣県の店舗も担当していただきます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　エス・ピー・ネットワーク
毎　週

東京都杉並区上荻１－２－１ 
インテグラルタワー１６階

1人 03-6891-5558

不問
330人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13080-43604181

事務員

○事務の仕事全般を行っていただきます。 
・乗務員の出勤、退勤の確認 
・経理、給与計算（ソフトを使用） 
・売上げ集計 
・電話応対、文書作成 
・車検の車を整備工場へ移動することもあります 
＊運行管理者補助者の資格取得後は乗務員のアルコール 
　チェックをする仕事もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ可）

他 こまちタクシー企業組合
その他

秋田県秋田市楢山古川新町２９－３

26人 018-834-8118

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）【必
須】

26人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10666381

一般事務補助

＊一般事務補助 
＊文書整理 
＊パソコン操作（一太郎・Ｅｘｃｅｌ等） 
＊電話応対 
＊接客（お茶出し等）

不問

土日祝他 秋田県農林水産部森林整備課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

24人 018-860-1750

パソコン操作可能
であること

3,500人 秋田県秋田市
平成30年6月18日～平
成30年12月17日 雇用・公災・健康・厚生

05010-10635581

一般事務補助

・一般事務補助 
・文書整理 
・パソコン操作（一太郎、Ｅｘｃｅｌ等） 
・電話対応 
・接客（お茶出し等） 

不問

土日祝他 秋田県農林水産部園芸振興課
毎　週

秋田市山王４丁目１－１　秋田県庁

16人 018-860-1721

パソコン操作可能
であること

3,500人 秋田県秋田市
平成30年6月18日～平
成30年12月17日 雇用・公災・健康・厚生

05010-10636481

一般事務補助

○一般事務補助業務に従事していただきます。 
・文書整理 
・パソコン操作（一太郎、エクセル等） 
・電話応対 
・接客（お茶出し　等） 

不問

土日祝他 秋田県農林水産部農業経済課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番１号

24人 018-860-1770

パソコン操作可能
であること

3,500人 秋田県秋田市
平成30年6月18日～平
成30年12月17日 雇用・公災・健康・厚生

05010-10637781

℡ 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）

1人 138,180円～138,180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30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 138,180円～138,180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30分～17時15分 就業場所

月給

2人 195,097円～218,152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 40歳以下 (1) 8時50分～17時55分 就業場所
(2) 8時50分～17時25分

月給

1人 161,127円～305,294円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 161,127円～305,294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30分 就業場所

月給

1人 162,000円～167,000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 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)12時00分～21時00分

月給

1人 141,000円～162,000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 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3)10時30分～19時30分

時給（月額換算）

1人 155,984円～155,984円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時55分～16時05分 就業場所

時給（月額換算）

2人 139,400円～139,400円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 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)20時00分～ 5時00分

時給（月額換算）

3人 139,400円～139,400円
就業場所

有期雇用派遣 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

時給（月額換算）

4人 141,440円～149,760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) 8時00分～17時00分 就業場所
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平成30年5月24日発行（平成30年5月23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

一般事務補助

＊一般事務補助 
＊文書整理 
＊パソコン操作（一太郎・Ｅｘｃｅｌ等） 
＊電話応対 
＊接客（お茶出し等） 
 

平成30年6月18日～平
成30年12月17日 雇用・公災・健康・厚生

05010-10639281

不問

土日祝他 秋田県農林水産部農林政策課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

43人 018-860-1721

15人 018-860-1721

パソコン操作可能
であること

パソコン操作可能
であること

3,500人 秋田県秋田市

日祝他 丸井産業株式会社　秋田営業所
その他

一般事務補助

【主な仕事の内容】 
・一般事務補助 
・文書整理 
・パソコン操作（一太郎・Ｅｘｃｅｌ　等） 
・電話応対 
・接客（お茶出し　等） 

不問

土日祝他 秋田県農林水産部畜産振興課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10662881

3,500人 秋田県秋田市
平成30年6月18日～平
成30年12月17日 雇用・公災・健康・厚生

05010-10640381

営業職

建築・設備・電設工事に使用する自社商品をゼネコン・施工
業者へ販売。 
 
現場直販を主としておりますので、建築現場での打ち合わ
せ・商品ＰＲが主な仕事になります。 
 
取り扱う商品はひとつ１０～２０ｋｇ程度の建材等。日常的に
配達で持ち運びしますので、体力を必要とします。 
 

6人 018-884-3226

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

秋田県秋田市卸町３丁目２－３

7人 018-863-0101

960人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　ユニハイト　秋田営業所

営業（秋田）【未経験者
応募可】

＊得意先（病院・医院）への医療機器等の販売。 
　見積書・企画書・営業資料等作成。 
　営業範囲は秋田県内及び近隣の県。 
　 
　・販売ノルマはありません。 
　・医療業界の営業について理解のある方歓迎。 
　・ＰＣ等に興味のある方歓迎。 
　・基本的にはＰＣスキル必須。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　ユニハイト　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市広面字蓮沼９０－１

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

38人 秋田県秋田市

38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10673081

営業（秋田）契約社員
【未経験者応募可】

＊得意先（病院・医院）への医療機器等の販売。 
　見積書・企画書・営業資料等作成。 
　営業範囲は秋田県内及び近隣の県。 
　・販売ノルマはありません。 
　・医療業界の営業について理解のある方歓迎。 
　・ＰＣ等に興味のある方歓迎。 
　・基本的にはＰＣスキル必須。

有限会社　クラウド　グループホーム
幸樹その他
秋田県秋田市泉南１丁目４番２０号

毎　週
秋田県秋田市広面字蓮沼９０－１

6人 018-884-3226

雇用・労災・健康・厚生
05010-10631081

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10674381

介護職

・グループホームで入居者１８名への日常のお世話、排泄、
入浴、通院、レクリエーション等をお世話し、楽しく利用してい
ただく内容のお仕事です。　 
＊就業時間（４）１７：００～９：００（休憩１２０分） 
　　　内訳（２１：００～６：００夜勤）　＊夜勤は月４～５回程度 
＊社用車（ＡＴ車）で買い物などに行っていただく場合 
　もあります。 
＊研修は１ヶ月程度、最初の夜勤は研修の後半から先輩社
員　と一緒に勤務します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他

15人 018-864-7074

不問

15人 018-883-0303

不問
31人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所

介護従事者（正社員）

○グループホーム入居者の生活介護に従事していただきま
す 
・食事介助　・入浴介助　・排泄等の介助 
・入居者の方との外出等もあり（社用車使用・ＡＴ） 
＊３人の職員で、９～１２人の入居者さんを介護します。　＊
１ユニット（定員９名）に一人体制の夜勤です。 　２ユニットあ
り、建物はつながっていません。 
＊共用型デイサービスの利用者３名とグループホームの 
　利用者９名を一体的に支援します。 
＊試用期間をかけじっくり指導しますので、ご安心下さい。 

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 ホプシー　有限会社
その他

秋田県秋田市保戸野千代田町１４－
２３

不問
23,000人 秋田県秋田市

21人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10670881

製造工【秋田市】

＊金属製品（カドミウム）の製造 
　　製品の研磨、機械操作、剥ぎ取り等の作業 
 
＊派遣期間：Ｈ３０年６月２０日～Ｈ３０年７月３１日 
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続 
　される予定です。 
 
※上記就業場所での最長就業可能日は、 
　平成３１年６月２８日です。

日総工産株式会社秋田事業所
毎　週

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

毎　週
秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

平成30年6月10日～平
成30年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 2892081

平成30年6月20日～平
成30年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 2896581

製造工（交替制あり）
【秋田市】

＊電子部品（セラミック酸素センサ）の製造 
 
＊派遣期間：Ｈ３０年６月１０日～Ｈ３０年７月３１日 
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続 
　される予定です。 
 
※上記就業場所での最長就業可能日は、 
　平成３２年９月３０日です。

普通自動車免許
（通勤用）

他

不問

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県秋田市

平成30年6月10日～平
成30年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 2891181
有限会社　プラズマ

毎　週

製造工【秋田市】

＊フレキシブルプリント基板の製造 
 
＊派遣期間：Ｈ３０年６月１０日～Ｈ３０年７月３１日 
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続 
　される予定です。 
 
※上記就業場所での最長就業可能日は、 
　平成３２年１月１０日です。

普通自動車免許
（通勤用）

土日他 日総工産株式会社秋田事業所

不問

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可） 
入社後２年以内に
中型運転免許を取
得していただきま
す。 
パソコン・メールア
ドレスの自己所有
が必須となります。

25人 秋田県秋田市

23,000人 秋田県秋田市

毎　週
秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

雇用・労災・健康・厚生
05010-10663281

電子部品の組立（夜勤
なし）

○アミューズメント機器（パチスロ）の基盤組立業務です。 
・検査時のみ機械で行い、後は手作業。 
・目視作業です。 
・ラインではないので、自分のペースで作業ができます。 
 
＊未経験者の方も歓迎

不問

土日他

秋田市保戸野桜町１８－１９　サンシ
ティみうら１０１

20人 090-5355-7690



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

その他

3人 120,442円～120,442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 18歳以上 (1)19時00分～ 4時00分 就業場所

月給

2人 154,000円～154,000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 59歳以下 (1) 5時00分～13時45分 就業場所
(2) 6時00分～14時45分
(3) 7時00分～15時45分

日給（月額換算）

2人 165,000円～165,000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) 5時00分～13時45分 就業場所
(2) 6時00分～14時45分
(3) 7時00分～15時45分

月給

2人 168,000円～178,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

5人 163,100円～326,200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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 172,800円～200,000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 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～22時00分

月給

2人 160,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 39歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～160,000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 18歳以上 (1) 4時30分～13時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 109,688円～109,688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) 7時30分～15時00分 就業場所
(2) 7時30分～16時30分
(3) 8時00分～16時00分

平成30年5月24日発行（平成30年5月23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

タクシーの乗務員（１９
時～４時）

○タクシーの運転業務です。 
・秋田市内での営業となります。 
・駅前やフォンテ前等での客待ち及び流しを行います。 
・運行前点検、乗車後の洗車（毎時ではありません）を行いま
す。 
・報告書を作成し、業務終了時にタコメーターの記録ととも
に管理者へ提出します。 　＊基本的に１台の車を２名で使用
します。 
＊未経験者の方には、指導いたします。 
＊採用後１～１０日間の訓練期間があります。経験、未経験

普通自動車二種免
許

他 こまちタクシー企業組合
その他

秋田県秋田市楢山古川新町２９－３

26人 018-834-8118

不問
26人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10665081

ドライバー／運転手（２
ｔ及び４ｔでの県内配送
業務）

・小型車（２ｔ車）及び中型車（４ｔ車）での県内配送業務 
・フォークリフトによる作業も含む 
（※フォークリフト資格は入社後に取得可） 
・手積み、手下ろしもあり 
 
＊正社員での募集となります。

日祝他 東邦運輸倉庫株式会社　秋田支店
隔　週

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－１１

41人 018-845-3665

41人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10657081

ドライバー／運転手（２
ｔ及び４ｔでの県内配送
業務）

・小型車（２ｔ車）及び中型車（４ｔ車）での県内配送業務 
・フォークリフトによる作業も含む 
（※フォークリフト資格は入社後に取得可） 
・手積み・手下ろしもあり 
 
＊年度契約での募集となります。 
＊社員登用制度有り

日祝 東邦運輸倉庫株式会社　秋田支店

その他
秋田県秋田市山王７丁目９－３５

隔　週
秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－１１

41人 018-845-3665

41人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10660481

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-10658381

メンテナンス補助

○アパートやマンションの定期巡回 
・外回りの点検、共用部の点検 
○空き家、空室点検 
・写真、ビデオ撮影、軽清掃 
○入居前点検 
○チェックリスト記入 
＊移動は社有車使用します。 
 

日他 株式会社　秋田住宅流通センター

13人 018-884-7331

不問

70人 018-864-4717

70人 秋田県秋田市

・普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）・中
型免許 （大型特殊・
車両系／入社後取
得可）

土祝他 有限会社　千秋商事

とび工（一側足場作業
員）

○建築現場にて仮設足場組み立て、解体、施工業務に従事
していただきます。 
・各現場の親方の指示のもと、作業を行っていただきます。 
 
＊現場は主に秋田県内 
 
＊会社に集合し、現場へ向かう 

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可） 
＊免許取得予定の
方も可

日他 株式会社　飯沢興業
な　し

秋田県秋田市牛島東５丁目３－２３

不問
12人 秋田県秋田市

16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10668981

現場作業員

○主に下記の現場作業に従事していただきます。 
・店舗、事務所内外の清掃 
・建物解体現場での内部解体作業及び重機を使って壊した
廃材を車両（２ｔ～４ｔ車）に積み込み後、処分場への運搬 
・冬期除排雪作業（８ｔ～１０ｔ車） 
（ホイールローダや除雪ドーザにて除雪作業を行います。） 
 
＊現場は主に秋田市内です。 

株式会社　秋田ホーム　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市八橋三和町１７－１５

その他
秋田県秋田市金足下刈字林中１０６
－２

12人 018-870-4622

雇用・労災・健康・厚生
05010-10628781

雇用・労災・健康・厚生
05010-10672181

大工

○大工として下記の業務に従事していただきます。 
・注文住宅建築、建売住宅建築 
・リフォーム工事　など 
 
＊現場は秋田市内が中心です。 
 
 

不問

水日他

20人 018-868-2171

不問

17人 018-862-5995

不問
17人 秋田県秋田市

不問

日祝他 大洋ビル管理　株式会社

青果物の配送等　（４：
３０～１３：００）

○青果物を卸売市場で集荷し取引先へ配送作業 
・倉庫内にて荷物の積み下ろし 
・配送作業（２ｔ車およびライトバン） 
 
＊配送エリアは秋田市内

普通自動車免許
（２ｔ車の運転あり） 
（フォークリフトあれ
ば尚可）

日祝他 秋田青果　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字四百刈２９

不問
310人 秋田県秋田市

50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10646881

クリーンスタッフ（東北
森林管理局）

・館内（事務所、廊下、階段等）の掃き、拭き、掃除機がけ 
・ごみ回収（各ごみ箱から回収し台車で集積所へ運ぶ） 
・定期清掃（月１回土曜日ワックスがけ） 
・トイレ清掃 
 
＊制服貸与 
 
＊入社時社員研修があります。

雇用・労災・健康・厚生
05010-10652481

中型（８ｔ限定可）ま
たは大型自動車運
転免許 
フォークリフト免許
あれば尚可 

中型（８ｔ限定可）又
は大型自動車運転
免許 
※フォークリフト免
許あれば尚可

＊パソコン（エクセ
ル、ワード等）操作
のできる方 
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可

その他
秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

2人 018-865-0601

℡ 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 ！

開催日時：平成３０年５月３０日（水） １０：００～１０：３０
開催場所：ハローワーク秋田 ２階会議室

参加企業：有限会社 やさしい手秋田
就業場所：本店（川尻総社町）、ももさだ店（新屋表町）、ポートセンター（将軍野東１丁目）
募集職種：訪問介護員（フルタイム）、ホームヘルパー（パート）

※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。

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． ５月２４日 秋田港北トラック㈱ 【２ｔ・４ｔ運転手、配達補助、経理・営業事務】
２． ５月２５日 ㈱サカイ引越センター秋田支社 【引越スタッフ・アシスタント、梱包スタッフ、営業】
３． ５月２８日 サンワ重搬㈱ 【大型乗務員（秋田県内）】
４． ５月２９日 泉運輸㈱秋田営業所 【大型中長距離トラック運転手】
５． ５月３０日 秋田県身体障害者更生訓練センター 【支援員】
６． ５月３１日 ㈱和敬園 ショートステイ御所野の森 【介護職】
７． ６月 １日 ファッションセンターしまむら桜ヶ丘店【衣料販売スタッフ】
８． ６月 ４日 ㈱和敬園【介護職】
９． ６月 ６日 あいおいニッセイ同和損保㈱【営業職】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内


