
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 310,000円～450,000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30分～17時15分 就業場所

月給

1人 171,300円～204,200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30分～18時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 124,200円～124,200円
就業場所

正社員以外 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

時給（月額換算）

1人 117,600円～117,600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年単位） 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

日給（月額換算）

1人 126,000円～126,000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～17時15分 就業場所

月給

1人 155,000円～180,000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～13時00分 就業場所
(2) 8時30分～18時00分
(3) 8時00分～13時00分

月給

1人 148,000円～150,000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 40歳以下 (1) 8時45分～17時00分 就業場所

月給

2人 124,224円～230,000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 就業場所

時給（月額換算）

1人 130,200円～156,240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) 5時00分～14時00分 就業場所

15,573人 秋田県秋田市
平成30年7月20日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-10848281

保健師

土日祝他 独立行政法人　労働者健康安全機
構　秋田産業保健総合支援センター毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６－６
秋田県総合保健センター４階

7人 018-884-7771

平成30年5月29日発行（平成30年5月28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

保健師

○労働者の健康管理に関する事業所からの相談対応
○疾病を抱える労働者が就業を継続するための事業場との調整支
援
○事業所訪問による保健指導、その他労働衛生に係わる指導
○産業保健に係わる研修やセミナーの講師
○その他産業保健総合支援センターの運営にあたり必要な業　務、
事務処理等
＊企業、病院、公的機関における保健指導の業務経験、各種パソコ
ンソフト（ワード、エクセル、パワーポイント）が使用できること

営業事務（広面店・嘱
託社員）

＊Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ秋田広面店において、下記業務に従 
　事していただきます。 
・ショールームにて、お客様への説明やご案内等接客業務 
・自動車保険のご案内や手続き 
・業務に付随する事務（伝票入力、書類作成）など 
 
＊正社員への登用制度あり 
 
　　　　　　　　　≪　急　募　≫

普通自動車運転免
許１種　（ＡＴ限定
不可） 　（簿記３級
（主催者不問）あれ
ば尚可）

他 株式会社　ホンダ四輪販売北・東北
毎　週

岩手県盛岡市北山二丁目２７番１１
号

14人 019-663-3333

不問
428人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-13312681

一般事務

○一般事務業務に従事していただきます。 
・パソコンによる簡単なデータ入力 
・納品伝票の照合 
・電話対応、来客対応 
 
＊制服貸与 
＊外出用務はありません。 
 
※正社員及び準社員への登用制度あります。

不問

土日他 みちのくコカ・コーラボトリング　株式
会社　 毎　週
秋田県秋田市四ツ小屋字与左衛門
川原３８５－１

11人 018-839-1771

不問
700人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10837581

一般事務

○ＦＡＸ・郵便によるアンケート送付。 
・設計会社の実績などの調査票を送付します。 
○返送された書類と閲覧した内容をエクセルで入力します。 
・過去の調査データの修正がメインになります。 
 
＊作業方法等については、指導いたします。

不問

土日祝他 株式会社　建設新聞社　秋田支局
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目３－１０

3人 018-862-6921

パソコン操作（エク
セル・ワード等）可
能な方

45人 秋田県秋田市
平成30年7月16日～平
成30年9月15日 雇用・労災

05010-10843981

一般事務

○一般事務全般を担当していただきます。 
・パソコンでの契約書、注文書等の書類作成 
・請求書作成および送付手配 
・給与計算 
・労働保険、社会保険等の入退者手続き 
・電話応対、来客対応 
＊銀行等への外出業務あり（自家用車使用） 
 
※仕事内容についてはご相談ください。 

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　東北特殊工事
その他

秋田市河辺豊成字祖神台１０３－１

11人 018-853-7987

パソコン操作（エク
セル、ワード）必須

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10845481

大森山動物園事務補
助（臨時職員）

○動物園管理事務所で事務補助等に従事していただきま
す。 
・文章作成、書類整理、窓口対応、電話応対 
・パソコンを使用してのデータ入力 
・動物園イベント補助 
・その他、付随する業務 
 
＊土・日・祝日勤務可能な方 
＊ジャンパー貸与 
＊応募締切：平成３０年６月１２日

不問

他 秋田市大森山動物園
その他

秋田県秋田市浜田字潟端１５４番地

43人 018-828-5508

不問
2,532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

05010-10846781

受付、医療事務

・患者の受付 
・電話応対 
・会計 
・医療事務 
・カルテの整理等 
 
＊医療事務経験なくても可

不問

日祝他 中込内科医院
その他

秋田県秋田市八橋本町３丁目１－５

7人 018-862-1564

パソコン入力程度
（電子カルテ使用
の為） 

7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10856281

販売（店舗）スタッフ【急
募】

○店頭でのお菓子の販売とそれに付随する業務 
・ケーキや和菓子の販売　 
・お菓子の袋詰めなどの包装作業 
・販売先への配送の準備　 　　・店内の飾りつけ 
・笑顔での接客 　　・商品開発 
・販売促進 
＊市内近隣への配達あり。社用車（軽ワゴン：ＡＴ）使用　＊
試用期間１ヶ月（この間、時給　７４０円）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可・業務
上諸用件のため）

他 株式会社　塚本商店　旭南高砂堂
その他

秋田県秋田市旭南１丁目１８－２５

19人 018-823-4021

不問
28人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10838481

美容師

○美容業務全般に従事します 
・カット、カラー、パーマ、メイクアップ　等 
・福祉施設等への出張サービスも週１～２回行っており、 
　交替で担当します（運転業務はありません）。 
 
＊未経験の分野については、入社後研修を行いながら技術
を 身につけて頂きますので、安心してご応募下さい。 
 

美容師免許 
（免許取得予定の
方　可）

他 株式会社　シャトー
その他

秋田県秋田市牛島西１丁目２－２８

40人 018-835-6990

不問
40人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10857181

給食業務「山盛苑」早
番専任

○施設内で仕込み、盛り付け、配膳、下膳、お茶出し、調理
などの給食業務全般を担当します。 
 
＊専属スタッフが丁寧にサポートしますので、未経験者でも
安心して応募ください。 
 
＊契約更新は、勤務状況等を考慮し１年毎となります。

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル
その他

秋田県秋田市中通１丁目３番５号

8人 018-834-1141

不問
450人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10853481

℡ 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（月額換算）

1人 130,200円～156,240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) 5時00分～14時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～152,500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 18歳～40歳 (1)17時00分～10時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分
(3)13時00分～22時00分

月給

1人 155,000円～170,000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15分 就業場所

月給

1人 230,000円～350,000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) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 153,000円～295,200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

月給

2人 153,000円～307,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 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
(2) 6時00分～15時00分
(3)13時00分～22時00分

月給

1人 147,035円～202,275円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～39歳 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)18時00分～ 2時00分
(3)20時00分～ 4時00分

日給（月額換算）

1人 140,700円～201,000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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 152,300円～180,600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30分～17時15分 就業場所

月給

1人 200,000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 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 165,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 2時30分～ 6時30分 就業場所
(2)16時30分～19時00分

2ページ中 2ページ

平成30年5月29日発行（平成30年5月28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

給食業務（あいぜん
苑）早番専任

○施設内で仕込み・盛り付け・配膳・下膳・お茶出しなどの給
食業務全般を担当します。 
 
＊専属スタッフが丁寧にサポートしますので、未経験者でも
安心して応募ください。 
 
＊契約更新は、勤務状況等を考慮し１年ごととなります。

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10854781

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル
その他

秋田県秋田市中通１丁目３番５号

8人 018-834-1141

10人 018-836-5800

不問

不問
450人 秋田県秋田市

不問

土日祝 株式会社　秋田県食肉流通公社

フロントスタッフ

○フロントでの業務を担当していただきます。 
・主にチェックイン、チェックアウトなどの接客対応 
・インターネット、電話からの予約受付 
・その他付随する業務 
 
＊現在活躍しているスタッフの多くがホテル未経験者です。 
　どうぞ安心してご応募ください。

不問

他 株式会社　ホテル・アルファーワン秋
田毎　週
秋田県秋田市中通４丁目１６－１

不問
70人 秋田県秋田市

510人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10861481

施設保守管理

○浄化槽及び施設の管理業務 
・浄化槽や施設の保守管理業務を行っていただきます 
 
＊熟練した監督指導者が設備の取扱および衛生、品質管理
を　指導いたします。 
　 
＊制服貸与します。

農事組合法人　四ツ小屋スカイサー
ビス毎　週
秋田県秋田市四ツ小屋字御野場４２
６番地２号

毎　週
秋田県秋田市河辺神内字堂坂２－１

70人 018-882-2161

05010-10866081

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10844581

防除作業及び経理事
務

・農家から依頼を受けた水田への農薬散布 
・散布依頼の取りまとめ、散布準備、実施のチェック 
・散布終了後の請求事務 
・作業員への賃金支払等の経理事務 
 
＊４人のチーム作業になりますのでコミュニケーション能力
が問われます。散布作業期間中は朝食・昼食を提供し、作業
服も貸与しています。それ以外は散布の取りまとめや請求事
務などを行います。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可） 
簿記２級程度の知
識あれば尚可

土日祝

97人 018-862-5541

不問

0人 018-829-1244
産業用無人ヘリコ
プター操縦資格あ
れば尚可   パソコ
ン操作（ワード・エ
クセル）

0人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 株式会社　東北機械製作所　マテッ
クス事業部

工場作業者（溶接・加
工、組立等）

○鋼構造物、各種産業機械の製造に係る工場作業に従事し
て　いただきます。 
 
＊○ホームページも参照してください。
 
　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｍｗ．ｃｏ．ｊｐ

不問

土日祝他 株式会社　東北機械製作所
毎　週

秋田県秋田市茨島１丁目２番３号

不問
234人 秋田県秋田市

223人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10868681

工場オペレーター

○下記に係る、製造職として従事していただきます。 
・鋳物の製造工程 
（金属溶解、造型、仕上、熱処理） 
 
 
＊詳細は会社ホームページをご確認下さい。 
　ｈｔｔｐ：／／ｔｍｗ．ｃｏ．ｊｐ 
 
＊未経験者は入社後指導します。

株式会社　秋田魁新報印刷（さきが
け印刷センター）毎　週
秋田市御所野堤台１－２－１

毎　週
秋田県秋田市川尻若葉町６番１号

130人 018-862-5271

雇用・労災・健康・厚生
05010-10831281

雇用・労災・健康・厚生
05010-10869981

印刷業務

○印刷工場で秋田魁新報朝刊等の印刷作業を担当していた
だきます。 
・印刷・発送機器の操作及びメンテナンス 
・機械操作、電気系操作等に携わります。 
 
＊日勤、夜勤のローテーション職場です。 

不問

他

14人 018-823-6661

機械加工経験のあ
る方 
熱練、多能の方厚
遇

34人 018-889-6030

不問
34人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（業務使用する場
合あり：ＡＴ限定可） 

日祝他 障がい福祉サービス事業所　白樺

機械加工及び受注・納
品

＊機械加工全般 
・旋盤やフライス盤等の操作をしていただきます 
 
＊受注と納品 
・主に、３トントラックを使用しての作業になります 
　　　　（マニュアル車） 
＊その他、付随する現場作業等があります 
＊工場内作業（秋田製錬内、社員６名） 

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可） 
準中型又は、中型
免許 

土日祝他 株式会社　船木鉄工所
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－３２

製菓業務従事経験
（１年以上）

36人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10862781

菓子製造

○焼き菓子製造業務全般に従事していただきます。 
・生地作り、オーブン作業、商品の整理や品出し 
・焼き菓子製造に使用したボウルやその他器具の洗浄等 
 
 
＊社有車（ＡＴ軽）での運搬業務もあり 
 

株式会社　男鹿トラック
その他

秋田県秋田市八橋南１丁目１２－２３

その他
秋田県秋田市中通１丁目３－３７

10人 018-884-0051

雇用・労災・健康・厚生
05010-10830881

雇用・労災・健康・厚生
05010-10850681

トラック運転手兼セメン
ト作業、配達用員

・フレコン作業と配達 
・袋セメント平ボディーに積み配達（手積みの場合もあり） 
・構内作業と清掃 
・火薬（２人１組で作業）、ガラス配達　　 
・その他雑用 
 
＊作業着貸与 
＊配達は秋田県内

大型自動車免許

日祝他

な　し
秋田県潟上市天王字蒲沼１３７番地
１１３

25人 018-872-2701

不問

12人 018-823-1727

不問
23人 秋田県秋田市

25人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05011-  705381

新聞配達・集金・営業

○秋田市上新城及び飯島の配達エリアで担当者が休みの時に代
配を行います。 
　（会社の原付バイク又は私用車を使用）　　　　　　　 
・天王、追分、飯島地区の集金業務　　　　　　　　　　 
・個別訪問による営業（営業の７割はルート営業です。）
【トライアル雇用（併用）求人】 
※トライアル期間中は賃金月額１３０，０００円です。 
※トライアル期間中は営業ありません。 
※トライアル雇用期間終了後は 
　　　賃金月額１６５，０００円～２２０，０００円です。

普通自動車運転免
許

他 合資会社　天鹿新聞


