
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）

1人 1,422円～1,422円
就業場所

パート労働者 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14分 就業場所
(2) 8時30分～15時14分
(3)13時16分～14時14分

時給

4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)17時00分～21時30分 就業場所

日給（時給換算）

2人 774円～774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

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

時給

2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～12時30分 就業場所
(2)13時45分～17時45分

日給（時給換算）

2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15分～12時15分 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

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2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 (1) 5時00分～10時30分 就業場所
(2) 6時00分～10時30分

時給

2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 (1) 5時00分～10時30分 就業場所
(2) 6時00分～10時30分

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

平成30年5月31日発行（平成30年5月30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

児童自立支援専門員 
（平成３０年６月１日～）

 
・児童の作業、生活、クラブ活動等の指導に関すること 
 
＊児童と共に活動するので体力が必要　　 
 
＊児童としっかりと向き合え、熱意のある指導ができる職員 
　を求む 
 
＊契約更新制度あり（年度ごとの更新） 

不問

他 秋田県千秋学園
毎　週

秋田県秋田市新屋下川原町１－２

30人 018-862-2614

不問
30人 秋田県秋田市

平成30年6月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-10926781

公共施設の使用受付、
管理及び一般事務（夜
間）

○公共施設の受付及び管理業務に従事していただきます。 
・貸室の予約受付（電話、インターネット） 
・貸出受付 
・施設、設備の日常点検などの管理業務全般 
・管理に関する庶務、事業の事務補助等 
（ワード、エクセル等を使用） 
・その他、付随する業務 
 
＊雇用開始：平成３０年７月２４日～

不問

他 南部地域づくり協議会
その他

秋田県秋田市御野場一丁目５番１号

8人 018-838-1211

パソコンの基本操
作（ワード、エクセ
ル等）

8人 秋田県秋田市
平成30年7月24日～平
成31年3月31日 労災

05010-10945181

公共施設の使用受付、
管理及び一般事務（土
日祝のみ）

○公共施設の受付及び管理業務に従事していただきます。 
・貸室の予約受付（電話、インターネット） 
・貸出受付 
・施設、設備の日常点検などの管理業務全般 
・管理に関する庶務、事業の事務補助 
　（ワード、エクセル等を使用） 
・その他、付随する業務 
 
＊雇用開始：平成３０年７月２４日～

不問

月火水木金 南部地域づくり協議会
毎　週

秋田県秋田市御野場一丁目５番１号

8人 018-838-1211

パソコンの基本操
作（ワード、エクセ
ル等）

8人 秋田県秋田市
平成30年7月24日～平
成31年3月31日 労災

05010-10946081

経理事務補助

○ゴルフ場での経理事務補助に従事していただきます。 
 
・伝票のパソコン入力業務 
・電話の取り次ぎ 
・事務所への来客時にお茶出し等 
・その他付随する業務 
 
＊降雪の状況等により雇用期間が前後する可能性がありま 
す。 

不問

他 株式会社　南秋田カントリークラブ
その他

秋田県秋田市金足吉田字浅田１－１

65人 018-873-3824

ＰＣ入力程度
65人 秋田県秋田市

～平成30年11月30日
労災

05010-10927881

介護パート　（デイサー
ビスぬくもり山王）

○「デイサービスぬくもり山王」において、利用者（定員　１８
名）の介護業務全般に従事していただきます。 
・食事、入浴、排泄等の介助業務 
・レクリエーションの補助業務 
・その他、付随する業務 
 
 

介護職員初任者研
修または介護福祉
士 
　
 

日他 社会福祉法人　はまなす会　特別養
護老人ホーム　ぬくもり山王毎　週
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
番地の５９

12人 018-824-7000

不問
118人 秋田県秋田市

平成30年6月1日～平
成31年5月31日 雇用・労災

05010-10940581

給食調理員（臨時職
員）

○学校の給食調理場で学校給食の準備、調理、および清掃
な 
　どの業務を行っていただきます。 
 
○１日の勤務時間は４時間です。 

不問

土日祝他 秋田市教育委員会
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

2人 018-888-5803

不問
3,496人 秋田県秋田市

平成30年6月1日～平
成30年7月23日 雇用・労災

05010-10950781

賄い調理及び調理補
助

・従業員の賄いの調理 
・料理人の指示に従い、調理補助、盛り付け、片付け、洗い
物等の全般を担当していただきます。 
・その他、付随する業務 
 
＊週２０時間未満の勤務

不問

他 株式会社　第一会館
毎　週

秋田県秋田市大町５丁目４－２８

5人 018-864-1166

不問
50人 秋田県秋田市

労災
05010-10944281

調理補助（唐橋茶屋）

○唐橋茶屋において調理補助業務に従事していただきま
す。 
・食材の仕込み、調理の補助 
・盛付、洗い物　等 
 
＊勤務日数は相談に応じます。

不問

他 有限会社　あべ乃グループ
毎　週

秋田県秋田市仁井田目長田１丁目１
６－７－１０６

14人 018-893-4675

調理補助経験者
55人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10958581

ホール接客（唐橋茶
屋）

○唐橋茶屋でのホール接客業務に従事していただきます 
・ホテル宿泊客の朝食提供 
・洗い物　等 
 
 
＊勤務日数は相談に応じます。

不問

他 有限会社　あべ乃グループ
毎　週

秋田県秋田市仁井田目長田１丁目１
６－７－１０６

14人 018-893-4675

不問
55人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10957981

ショールームアシスタン
ト［秋田市］

◎ショールームアシスタントとして、電話対応、接客対応 
（お茶出し）、一般事務（パソコンを使用しての入力）を 
　行っていただきます。 
 
＊パソコンは専用ソフトを使用しますが、使用方法は指導 
　いたします。 
＊１日４～５時間、週２日からＯＫです！ 
＊土・日・祝勤務できる方歓迎！

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

火他 株式会社　イデアル
毎　週

宮城県仙台市若林区六丁の目西町
８－６１

20人 022-287-1259

パソコン（入力程
度）

140人 秋田県秋田市

労災
04010-36504181

℡ 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～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 18歳以上 (1)19時00分～ 3時00分 就業場所
(2)19時30分～ 3時30分
(3)20時00分～ 4時00分

時給

2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 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時30分～14時30分 就業場所

2ページ中 2ページ

2ページ中 2ページ

平成30年5月31日発行（平成30年5月30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

代行運転手（二種）

○運転代行業務 
・飲酒後のお客様の車を代わりに運転して、自宅へ届ける 
　仕事です。 
・随伴もあります。

普通自動車免許二
種 

他 秋田ジャパン代行社
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目１７－１１

5人 018-866-1171

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10933481

農産部門（仁井田南
店）

○農産部門において 
 
・簡単な加工 
・商品の品出し 
・パック詰め 
・値付け　等の業務に従事していただきます。 
 
＊土・日・祝日勤務可能な方（面接の際応相談） 
＊１日４時間からの勤務可

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

113人 018-862-2611

不問
1,000人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-10941481

ホール業務、洗浄など

○秋田駅から徒歩２分、アットホームなオープンキッチンで 
　のホール業務、洗い物等に従事していただきます。 
・料理配膳 
・片付け・洗浄 
・開店準備・清掃等（テーブル等の移動あり）付随する業務 
・夜の営業・宴会席の準備など 
＊今回は昼ランチのパートさんの募集です。 
＊１７席ほどの『かまどのご飯』が売りのお店です。 
＊テキパキ気の利く方大歓迎。 

不問

土日他 かまど炊き　あきた飯

労災
05010-10934781

毎　週
秋田県秋田市中通４丁目１７－８　駅
前あっちゃんビル５Ｆ

3人 018-853-8121

不問
3人 秋田県秋田市

●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３１日 ㈱和敬園 ショートステイ御所野の森 【介護職】
２． 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】
３． ６月 ４日 ㈱和敬園 ショートステイ御所野の森 【介護職】
４． ６月 ６日 あいおいニッセイ同和損保㈱【営業職】
５． 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】
６． 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

●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。

６月 ６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、管理者候補、保育士等】

『会社説明会』のご案内


