
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 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

時給

1人 1,000円～1,300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 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 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) 9時00分～13時00分 就業場所

時給

8人 750円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)19時00分～23時00分 就業場所
(2)17時00分～21時00分
(3) 9時30分～13時30分

時給

3人 755円～755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) 7時00分～12時00分
(3)14時00分～19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

雇用期間の定めなし 不問 (1)18時00分～22時00分 就業場所

時給

3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

3人 850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 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)14時00分～18時00分

時給

1人 755円～890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30分 就業場所
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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

特別支援教育支援員

・学習及び発達障がいを有する児童生徒等に対する 
　学校生活全般の支援及び学校行事における介助等

不問

土日祝他 潟上市役所
毎　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

45人 018-853-5301

不問
829人 秋田県潟上市

平成30年7月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-10879481

一般事務［秋田市］

電話応対 
定型的な部品見積工事データ入力 
当社システム等の専用ソフト操作 
その他庶務業務 
 
＊６ヶ月毎契約更新

不問

土日祝他 株式会社　ＩＨＩ回転機械エンジニアリ
ング　東北事業所毎　週
宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
１

2人 022-227-9711

パソコン操作（ワー
ド・エクセル・メー
ル）基本操作 
事務経験がある方

1,276人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
04010-36222081

事務系スタッフ（生体情
報研究センター）

所属先：生体情報研究センター 
・事務全般（文書の接受・発送・整理、学内通知作成や会計処理等） 
・研究補佐（有機溶媒を用いた脂質抽出、溶媒調製や器具洗浄等） 
・その他実験に関すること（エクセルやパワーポイントを用いたデー
タ整理等） 
※研究補佐業務は仕事全体の１割程度で、難しい作業ではありま
せん。はじめに説明指導しますのでご安心ください。 
※採用後、配置換等により変更の可能性があります。

不問

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
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
平成30年6月22日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-10886581

事務補助員（パート職
員）

○看護部に所属し、事務補助の業務に従事していただきま
す。 
【主な業務内容】 
　・パソコンでの書類作成（議事録等） 
　・院内の会議の準備等　 
　・その他、付随する業務（院内での電話応対、事務補助） 
 

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

828人 018-823-4171

パソコン使用経験
があること（エクセ
ル、ワード）

828人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-10901781

レジ担当（八橋店）

○レジカウンター全般業務に従事していただきます 
　・お買上げ商品の会計業務（レジ操作による） 
　・お客様のご案内等接客に関する業務　 
　・その他、付随する業務　 
　レジ機の取扱いの経験がなくても大丈夫です。

不問

他 株式会社　マルダイ
毎　週

秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６
号

71人 018-835-6111

不問
420人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010-10874081

販売（惣菜部門）

〇惣菜の加工・販売業務に従事していただきます。 
・商品管理 
・その他付随する業務 
 
＊制服貸与します。

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マッ
クスバリュ泉店毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１１－７

89人 018-888-3222

不問
7,500人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-10895581

販売員（五城目店　ア
ルバイト）

・商品の陳列、補充 
・整理 
・レジ 
・接客応対などの店頭販売

不問

他 株式会社　宮脇書店
その他

香川県高松市丸亀町４－８

10人 087-851-3732

不問
300人 秋田県南秋田郡五城目町

労災
37010-14770781

訪問介護員（たんぽぽ
飯島）

○訪問介護業務全般を担当　　　　　　　　　　　　　　　 
・利用者宅に訪問して、調理、掃除、買物、身体介護等の手
伝い
 
＊希望する曜日・時間をもとに就業していただきます。
　（希望する曜日の午前中・午後のみでも可能です。）　　 
 
＊自家用車使用（ガソリン代支給） 

・ホームヘルパー２
級以上 
・普通自動車免許

他 株式会社　レヴァレンス
毎　週

秋田県秋田市寺内イサノ１０１番地
アルファコート１Ｆ

29人 018-866-0888

不問
120人 秋田県秋田市

労災
05010-10920081

アシスタント・接客

・美容全般、アシスタント業務 
・シャンプー、カラー塗布、その他一般雑務 
・カフェメニューのお茶出し 
・掃除 
・雑貨販売、レジ等

美容師免許

月日祝 ヘアメイク　クリップ（ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｃ
ＬＩＰ）毎　週
秋田市外旭川字梶ノ目５２２－２

3人 018-868-0660

美容師経験
5人 秋田県秋田市

労災
05010-10902881

調理員

○デイサービスでの調理業務に従事していただきます。 
・昼食の調理、軽いおやつの提供 
・調理、盛り付け 
・食材の準備、下ごしらえ 
・食器、使用調理器具の洗浄、清掃　等 
 
＊２０名規模のディサービスです。 
＊現在、利用者１日平均１２食で１名体制で調理します。

不問

土日 有限会社　ケアポート秋田
毎　週

秋田県秋田市山王沼田町２－４１

12人 018-883-1572

実務経験者尚可
12人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-10905081

℡ 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

3人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

4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 (1)13時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 738円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 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 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 就業場所
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平成30年5月30日発行（平成30年5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

屋外プール監視員

・遊泳者の監視 
・施設の衛生管理

平成30年7月23日～平
成30年8月23日 労災

05010-10878581

不問

土日祝他 潟上市役所
毎　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

829人 018-853-5301

71人 018-835-6111

不問

不問
829人 秋田県潟上市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）  電
気工事士、電話工
事士資格有れば尚
可

他 有限会社　ファミリーデンカあさひ

惣菜担当（八橋店）

　惣菜加工業務全般 
　・寿司、弁当の製造 
　・揚げ物、焼き物などの製造 
　・パック作業及び値付け 
　・商品の品出し及び陳列 
 
　家庭でも役立つ様々な調理も覚えることができます。

不問

他 株式会社　マルダイ
毎　週

秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６
号

不問
3人 秋田県秋田市

420人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010-10873181

ケーブルテレビ工事、
一般電気工事（冷暖房
機、アンテナ等）

○光ケーブル工事、テレビ等の調整をします。 
・暖房機等の場合は設置工事をします。 
・インターネット、エアコン工事、その他修理工事。 
・一般電気工事（一般住宅の配線工事等） 
 
＊現場は秋田県内、社用車（ＭＴ、ＡＴ）で移動します。 
＊高所作業あり（高所作業車運転あり） 
＊雇用期間終了後も希望があれば応相談 

有限会社　アイ・サポート
毎　週

秋田県秋田市御所野元町１丁目１－
８

その他
秋田市牛島東６丁目２－２１

3人 018-835-4686

雇用・労災
05010-10923981

平成30年6月1日～平
成30年6月30日 労災

05010-10872281

清掃員

○介護施設（ショートステイ３０床）の清掃業務に従事してい
ただきます。 
・居室の拭き、掃き掃除　・モップ掛け 
・廊下の掃き掃除 
・トイレ掃除（床、便器、洗面台） 
・食堂の掃き掃除、テーブルの拭き掃除 
・各所ごみの回収 
・その他、清掃作業

不問

他

毎　週
秋田県秋田市千秋矢留町２番１１号
１３０６

1人 018-853-4177

不問

15人 018-893-4175

不問
67人 秋田県秋田市

1人 秋田県秋田市

労災
05010-10889881

ハウスクリーニング

・一般家庭のハウスクリーニング 
・アパート、マンション等の空き室クリーニング 
・エアコン、カーペット、窓ガラス、浴室、キッチン等のクリーニ
ング 
 
＊作業場所までは本人の自家用車で直行していただきま
す。作業終了後は現場にて解散となります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 おそうじ本舗　秋田山王店

●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３０日 秋田県身体障害者更生訓練センター 【支援員】
２． ５月３１日 ㈱和敬園 ショートステイ御所野の森 【介護職】
３． 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】
４． ６月 ４日 ㈱和敬園 ショートステイ御所野の森 【介護職】
５． ６月 ６日 あいおいニッセイ同和損保㈱【営業職】
６． ６月 ７日 三菱マテリアル電子化成㈱【開発・製造補助、ﾌﾟﾗﾝﾄ運転業務、製造業務】
７． ６月 ８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】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内


