
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 150,000円～300,000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 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 161,000円～240,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 170,000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 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 170,000円～190,000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～19時30分 就業場所
(2) 9時00分～13時30分

月給

1人 220,000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 40歳以下 就業場所

月給

1人 150,276円～150,276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30分 就業場所
(2) 6時50分～15時50分
(3)10時30分～19時30分

月給

10人 152,000円～217,000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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)14時00分～23時00分

月給

2人 152,000円～180,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

5人 152,000円～217,000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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
(3)22時00分～ 7時00分

月給

1人 150,000円～205,000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00分～17時00分 就業場所

6人 018-862-4321

パソコン操作（ワー
ド・エクセルを使っ
て定型フォームの
入力ができること）

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14212781

雇用・労災・健康・厚生
05010-14217381

社会保険労務士業務
の補助

○社会保険労務士事務所にて、社会保険労務士業務の補助業
　務を担当していただきます。
・簡単なデータ入力
・労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所への提出書類作成や
提出（社用車、ＡＴ車使用）、給与計算業務など
・経験を積んでいただいた後は、顧問先を担当していただき労働保
険等の人事労務に関する手続き、相談業務なども行っていただきま
す。
＊未経験者の方も丁寧に指導いたします。
＊繁忙期（４・６・１２月）は残業１０時間／月程度や、
　土曜日出勤となる場合があります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田綜合労務管理事務所
毎　週

秋田市山王２丁目２－３４　山王グ
リーンビル３Ｆ

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２
西部工業団地内

1,487人 018-888-9120

基本的なパソコン
操作できる方（両手
で文字入力ができ
る事）

2,499人 秋田県秋田市

2,499人 秋田県秋田市
4ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14216081

パークアシスト受付ス
タッフ

【三井のリパーク】のコインパーキングをご利用の方からの問い合わ
せ受付および事務業務
・「精算機でコインが認識しない」「出庫時のバーが動かない」などの
パーキング設備に関するご連絡が多く対応方法もマニュアルがあり
ますので安心です。
・座学の他、実際の設備を使用した研修もしっかり行いますので経
験や知識は不要です。
＊現在３０名ほどの人数で構成されたチームです。
・男女ともに未経験からのスタートした方ばかりで２０代～５０代まで
幅広い方が活躍されています。

不問

他 株式会社　プレステージ・インターナ
ショナル　秋田ＢＰＯキャンパス

受付スタッフ（９：００～
１８：００）【契約社員】

○お客様からのお問い合わせにお答えする、電話受付及び事務作
業です。
・大手損害保険加入中のお客様からのロードサービス要請の受付と
業者手配
・海外旅行に行かれたお客様からの各種相談や事故受付などの業
務を担当して頂きます。今までの経験や適性を見て配属先を決定い
たします。
＊当社では、未経験からのスタートがほとんどです。充実した研修を
行い、一人立ちまでの全面サポートをしておりますのでご安心下さ
い。
◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆

不問

他 株式会社　プレステージ・インターナ
ショナル　秋田ＢＰＯキャンパス毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２
西部工業団地内

1,487人 018-888-9120

基本的なパソコン
操作（文字入力程
度）

1,487人 018-888-9120

基本的なパソコン
操作（文字入力程
度）

2,499人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14215181

平成30年8月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14206281

自動車保険受付スタッ
フ

○自動車保険加入中のお客様からの事故の受付、故障等に
よるロードサービス業者の手配等や付属する事務業務
＊保険や車の知識は不要です。
＊研修体制がしっかりしていますので未経験の方でも問題あ
りません。

◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆

不問

他 株式会社　プレステージ・インターナ
ショナル　秋田ＢＰＯキャンパス毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２
西部工業団地内

毎　週
秋田県秋田市楢山登町１０番５０号

24人 018-832-4582

不問
119人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14196181

保育士

保育園の０～２歳児の保育業務に従事していただきます。

毎回ではありませんが、次の通り事務時間を設けています。
（２）のシフトでは１４：３０～１５：５０
（３）のシフトでは１０：３０～１４：３０

　



保育士免許

日祝他 社会福祉法人秋田県母子寡婦福祉
連合会　かわぐち保育園

柔道整復師

○整骨院の運営業務に従事していただきます。
・主に柔道整体師としての業務を担当します。

※制服貸与します。
※有資格者で経験がある方は条件考慮いたします。

＊勤務時間　０９：３０～２０：００の間の７．５時間勤務　土曜
日　　０９：３０～１２：３０（休憩なし）

柔道整復師　　　

日祝他 スッキリ本舗はりきゅう　秋田中央整
骨院その他
秋田県秋田市広面小沼古川端４４１

5人 018-874-8740

不問

7人 018-867-8255

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14227981

雇用・労災・健康・厚生
05010-14179281

歯科衛生士

○歯科衛生士業務全般に従事していただきます。
・予防処置　・保健指導　・診療補助
・その他、付随する業務

＊予防歯科に力を入れています。プロフェッショナルとして
　の歯科衛生士の力を必要としています。

＊当院のマニュアルに沿って指導いたしますので、安心でき
　る職場です。

歯科衛生士免許

日祝他 ＴＡＫＵ歯科クリニック
隔　週

秋田県秋田市寺内字三千刈３２５－
３

毎　週
秋田県秋田市八橋本町２丁目１１－
８

3人 018-853-1480

歯科勤務経験者の
み

3人 秋田県秋田市

145人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14234681

歯科衛生士

○歯科衛生士業務全般に従事していただきます。
・歯科診療介助
・歯科衛生指導
・予防指導等
・その他、付随する業務
　
＊フレッシュで明るく元気なクリニックをみなさんとともに
　運営しましょう。

歯科衛生士

木日祝他 たつやデンタルクリニック

施工管理

○建設工事現場の施工管理（積算、施工図の作成、安全、品
質、工程の管理業務）
・工事現場監督（現場は秋田県内）
・業者との打ち合わせ
・引き渡しの立ち会い
・見積書等書類作成
・その他、付随する作業

＊自家用車使用（ガソリン代、借上料支給）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 千代田興業　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－４９

13人 018-864-6200

パソコン入力程度

平成30年7月18日発行（平成30年7月17日受付分)　Ｎｏ．１

3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

木材加工作業員

〇木工機械（モルダー及び円柱加工機等）のオペレーター、
その他フォークリフトの運転、グラップルの運転
（資格がない場合、入社後取得可能）

※木材運搬のため、トラック（２ｔ車）を運転することもありま
す。

普通自動車免許
（ＡＴ限定：不可）

土日祝他 大成産業　株式会社
毎　週

青森県五所川原市大字浅井字色吉
２０７－１

8人 0173-29-2300

不問
55人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
02060- 2741681

℡ 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 120,600円～120,600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) 8時30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 134,232円～134,232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

3人 135,000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 35歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～180,000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 就業場所

月給

1人 283,000円～420,000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 64歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分

月給

1人 272,000円～409,000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 64歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分

月給

1人 161,000円～240,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 152,000円～202,000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) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

月給

2人 145,000円～185,000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) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3)16時30分～ 9時30分

月給

1人 160,000円～250,000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～15時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 150,000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 不問 (1) 9時00分～19時30分 就業場所
(2) 9時00分～13時30分

7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14231181

受付及び歯科助手

○受付業務全般
○歯科助手業務全般

＊当院のマニュアルに沿って指導いたしますので、安心でき
　る職場です。

不問

日祝他 ＴＡＫＵ歯科クリニック
隔　週

秋田県秋田市寺内字三千刈３２５－
３

7人 018-867-8255

不問

27人 018-823-5320

不問
27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14220781

雇用・労災・健康・厚生
05010-14176481

介護職員及び管理者
業務（デイサービス及
び訪問介護）急募

○主にサービス付高齢者向け住宅の利用者の介護および地
域　の介護が必要な方々への訪問介護及び管理者業務
・食事介助、排泄等の身体介護
・調理、買物等の生活援助　

＊外出時は社有車使用（ＡＴ車）
＊明るく元気に勤務していただける方
＊休日（土、日）については相談に応じます。
＊７月末退職者の補充の為の急募です

介護福祉士
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社ＫＲＫコーポレーション
毎　週

秋田県秋田市川元むつみ町３－３２

毎　週
秋田県秋田市仁井田字切上２４０－
１

35人 018-829-3115

不問
35人 秋田県秋田市

74人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14170181

介護職員【サービス付
き高齢者向け住宅】

○介護施設での利用者様の介護業務を担当して頂きます。
・食事、入浴、排泄等の介助および洗濯、掃除業務
・送迎業務（ＡＴ社有車）
・介護記録の記入　等
＊約３４名の入居者へ対応しています。
＊就業時間：（１）～（４）のシフト勤務です。
　（３）の夜勤業務は月５～６回
＊夜勤人数増員のための求人です。
＊未経験者の方も大歓迎です。

介護職員初任者研修
またはヘルパー２級
以上あればなお可
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

他 エーピー福祉　株式会社（仁井田福
祉センター）

介護職員（ショートス
ティ杏）

○介護体制充実の為職員増員募集
・短期入所生活介助（ショートステイ杏）定員３９名の
　利用者様に対しての介護業務全般とコミニュケーション
・食事、入浴、自立支援、排せつ介助、ベッドメイキング、居室
管理などが中心です。
・レクリエーション活動、時季イベントの考案・　準備
＊就業時間（４）夜勤は平均４～５回／月
　　　　　　　　（仮眠時間１２０分）
＊未経験者、ブランクのある方には、丁寧に指導いたします

不問

他 医療法人　杏仁会　ショートステイ杏
その他

秋田県秋田市桜二丁目１７－２３

31人 018-874-8880

不問

13人 018-864-6200

パソコン入力程度
145人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14235981

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13040-85454381

営業

○建設工事の受注に関する営業、顧客訪問（アフターフォ
ロー）、入札対応

＊自家用車使用（ガソリン代、借上料支給）
＊書類作成、ＰＣ使用
＊訪問先は主に秋田市内

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 千代田興業　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－４９

その他
東京都港区高輪　３－２２－９
　タマホーム本社ビル

25人 03-6408-1235

リフォーム営業経
験のある方

2,784人 秋田県秋田市

2,784人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13040-85207881

リフォーム営業／タマ
ホーム秋田支店

★リフォーム営業職として、主にタマホームにて建築いただいたお客
様に向けてリフォームのご提案等をお任せします。
後々は一般のお客様に対してもご提案等幅広く行っていただきま
す。
【主な業務内容】
・タマホームにて建築のお客様、
　一般リフォームのお客様対応、提案
・見積り依頼・工程スケジュール確認
・業者様とのやりとり　等
是非、これまでのご経験を活かしてみませんか。ご応募お待ちしてお
ります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）は
必須

他 タマホーム　株式会社

リフォーム営業／タマ
ホーム秋田支店

★リフォーム営業職として、主にタマホームにて建築いただい
たお客様に向けてリフォームのご提案等をお任せします。
後々は一般のお客様に対してもご提案等幅広く行っていただ
きます。
【主な業務内容】・タマホームにて建築のお客様、一般リ
フォームのお客様対応、提案・見積り依頼・工程スケジュール
確認・業者様とのやりとり　等。　是非、これまでのご経験を活
かしてみませんか。ご応募お待ちしております。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）は
必須。

他 タマホーム　株式会社
その他

東京都港区高輪　３－２２－９
　タマホーム本社ビル

25人 03-6408-1235

リフォーム営業経
験のある方

160人 0185-22-6300

登録販売者として
の実務経験２年以
上

505人 秋田県男鹿市

雇用・労災・健康・厚生
05011-  989281

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05060- 3987581

医薬品店舗販売

○スーパーでの医薬品の販売業務
・医薬品の販売
・発注
・商品管理
・品出しなど

※最初は御所野店勤務ですが、男鹿店、井川店への異動の
　可能性があります。

登録販売者

他 株式会社　アマノ
毎　週

秋田県男鹿市船越字内子８９番地

その他
秋田県横手市安本字南御所野１０－
１８

76人 0182-32-5211

不問
281人 秋田県秋田市

3,500人 秋田県秋田市
平成30年8月20日～平
成31年2月19日 雇用・公災・健康・厚生

05010-14221881

製造資料及び品質デー
タの管理【秋田事業所】

＊取引先が発行する製造資料の受入

＊製造資料を作成し、製造現場へ発行

＊品質に関する各種データのとりまとめ、資料等の作成

・増員による求人となります。

不問

日他 横手精工　株式会社

事務補助

○事務補助業務に就いていただきます。
【主な仕事内容】
・パソコンによる資料作成（エクセル、ワード）
・書類整理。
・来客応対・電話応対。
・その他雑務あります。

不問

土日祝他 秋田県総務部税務課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

18人 018-860-1123

パソコン操作可能
な方（エクセル、
ワード、一太郎）

不問
768人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-14213881

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

3ページ中 2ページ

平成30年7月18日発行（平成30年7月17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

事務員（臨時）

○診療情報室に所属し、主に書類のスキャン業務に従事して
いただきます。
・院内で発生する書類のスキャン業務
・パソコン入力　等

＊雇用期間：本人の勤務状況等により１年毎の更新あり



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 140,000円～180,000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30分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～220,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 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)10時30分～19時30分

月給

1人 180,000円～220,000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00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 136,960円～154,080円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 6時00分～15時00分
(3) 9時30分～18時30分

月給

1人 170,000円～200,000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

月給

1人 164,000円～164,000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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 173,000円～204,300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00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

3人 172,800円～190,080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) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

3人 132,000円～132,000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00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 146,880円～155,520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) 8時00分～17時00分 就業場所

30人 018-823-6407

不問
30人 秋田県秋田市

～平成31年6月30日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14189081

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14194881

酒造業における出荷作
業スタッフ

○酒造業務補助（出荷）に従事していただきます。
　・壜詰、ラベル貼、段ボール入れ等の出荷業務のセットアッ
プ
　・倉庫等の清掃等

＊１５Ｋｇ位の段ボールの持ち運びあり。

＊雇用期間：雇用日～平成３１年６月３０日まで

＊業務の状況等により、契約更新の可能性あり

不問

日祝他 新政酒造　株式会社
毎　週

秋田県秋田市大町６丁目２－３５

毎　週
秋田県秋田市外旭川字一本木２０４
－４

23人 018-869-7500

不問
58人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市
～平成31年4月30日

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14190981

商品仕分け・値付け作
業

○小分けパック済みの商品に値札シールを貼る軽作業です。
・スーパーの店頭に並ぶ商品を扱う仕事です。

＊１０℃以下での作業のため、防寒着を貸与します。
＊繁忙期（盆正月）は時間の変更をお願いする場合がありま
す。
＊雇用期間：３ヶ月毎の更新

不問

他 株式会社　横手水産物地方卸売市
場　カネキ秋田センター

清酒製造員

○醸造業務全般に従事していただきます。
・原料の精米、洗米
・清酒の仕込み作業
・醸造器具の洗い物
・構内の清掃など

＊雇用期間：雇用日～平成３１年４月３０日まで

＊業務の状況等により、契約更新の可能性あり

不問

他 新政酒造　株式会社
その他

秋田県秋田市大町６丁目２－３５

30人 018-823-6407

不問

110人 018-888-9970

不問
8,500人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14205881

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14171081

製造社員

・冷凍食品製造に係わる製造作業全般及び製造工程管理・
材料管理。
・調理作業
・包装作業
・材料管理
・凍結作業
・その他付随する業務

不問

土日 株式会社エフ・リンク・コーポレーショ
ン　秋田工場毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

その他
秋田市向浜１丁目７－１

188人 018-863-0004

不問
220人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14184481

ショット仕上

○鋳物製品（建築資材部品）の機械仕上げの業務に従事し
ていただきます。
・手作業ではなく、機械へセット、ボタン操作する作業の繰り
返しとなります。

＊作業服、安全靴、ヘルメット等仕事に必要な物は会社から
支給します。　　　　　


不問

日祝他 北光金属工業　株式会社

ホール係（ペペロンチー
ノ）

○イタリア料理店におけるホール接客業務を担当していた
　だきます。
・お客様を案内して、注文を取り、料理を運び、下げて、
　ドリンクをお出しします。　　　　　　　　　　　　　

＊制服は貸与します。

＊６０歳以上の方の応募歓迎します。

不問

月他 株式会社　ぺペロンチーノ
その他

秋田県秋田市大町１丁目２番７号
サンパティオ２Ｆ

7人 018-888-3815

接客経験者

21人 018-877-7110

不問
179人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14222281

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-14197081

調理員「ケアコンプレッ
クス寺内」

○利用者数約２９名に対する給食の調理等に従事していただ
きます。（職員約４名で調理します）
・施設内に給食設備があります。
・配膳や後片付けもあります。
・朝食・昼食・夕食をそれぞれのシフトで担当します。

＊初めての方にも丁寧に指導いたします。

不問

他 社会福祉法人　正和会
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

毎　週
秋田県潟上市飯田川飯塚字上堤敷
９５－２

4人 018-853-0383

不問
1,280人 秋田県潟上市

1,280人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-14172381

調理師【潟上市】

○調理師業務に従事していただきます。
・決められたメニューの調理作業
・食材発注、仕入れ、仕込み、盛付け
・片付け、食器洗浄、清掃
・簡単な事務業務（パソコンでの入力）

＊調理スタッフ４名で対応しています。

調理師免許

土日祝 エームサービスジャパン　株式会社
ミツミ電機秋田事業所

調理師【雄和】

○調理師業務に従事していただきます。
・決められたメニューの調理作業
・食材発注、仕入れ、仕込み、盛り付け
・片付け、食器洗浄、清掃
・簡単な事務業務（パソコンでの入力）


＊調理スタッフ７名で対応しています。

調理師免許

他 エームサービスジャパン　株式会社
パワーテックテクノロジー秋田事業所毎　週
秋田県秋田市雄和石田字山田８９番
地の２

9人 018-886-8058

不問

不問
52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14192481

不問

日他 株式会社　北日本リースキン
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１番
地１１

47人 018-863-8283

平成30年7月18日発行（平成30年7月17日受付分)　Ｎｏ．３
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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

工場内作業員（正社
員）

○工場内における各種業務に従事していただきます。

・業務用洗濯機、乾燥機の操作、製品の出し入れや台車で
　運ぶ作業等。
（玄関マット、モップ、リネン品、おしぼり等）

℡ 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。



　　　　●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．　７月１８日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　２．　７月１９日　㈱幸栄ハウスサービス【営業】
　　３．　７月２０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、管理職候補　他】
　　４．　７月２３日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　５．　７月２４日　㈱全建【大型ウイング乗務員、トレーラー乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
　　６．　７月２５日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　７．　７月２６日　㈱ＪＡＷＡ「さらさ秋田駅前」【看護師又は准看護師、介護職員】
　　８．　７月２７日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　９．　７月３０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　１０．　７月３１日　㈱キャッスルホテル【ホテル内調理補助、病院・介護施設の調理補助　他】

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。

　１．　７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７社参加）【警備員】
　

『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 1,000円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時15分 就業場所
(2) 9時00分～13時30分

月給（時給換算）

1人 1,490円～1,490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～16時33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～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 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給

1人 820円～820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) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)12時00分～20時00分

時給

2人 850円～850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 59歳以下 (1)16時00分～20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
変形（１ヶ月単位） 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

2人 750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30分～14時00分 就業場所
(2)17時00分～22時00分

時給

4人 750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30分～14時00分 就業場所
(2)17時00分～22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

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)17時00分～23時00分 就業場所

33人 018-880-2320

不問
9,700人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14207181

労災
05010-14183581

夕食レストラン業務

○夕食レストラン業務全般を担当していただきます。
＊ホール業務
・できた料理の配膳
・オーダーをいただく
＊厨房業務
・食器洗い、拭く作業等
・簡単な調理（焼く、温める）
＊週４日～５日程度の勤務。就業時間は相談可能です。
＊学生アルバイト（高卒以上）も可
（学生の場合は厨房業務はありません。）

不問

他 ルートインジャパン　株式会社　ホテ
ルルートイン秋田土崎その他
秋田県秋田市土崎港西２丁目１２－
３０

毎　週
秋田県秋田市大町１丁目２番７号
サンパティオ２Ｆ

7人 018-888-3815

不問
20人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14181681

ホール係（ペペロンチー
ノ）

○イタリア料理店におけるホール接客業務を担当していただ
　きます。
・お客様を案内して、注文を取り、料理を運び、下げて、
　ドリンクをお出しします。　　　　　　　　　　　　　　
＊就業時間（１）（２）各２名ずつの募集です。
　就業日数は相談に応じます。
＊制服は貸与します。

＊６０歳以上の方の応募歓迎します。

不問

月他 株式会社　ぺペロンチーノ

ホール係（リストランテ・
ラ・グロッタ）

○イタリアンレストランでのホール接客業務を担当していた
　だきます。
・お客様を案内して、注文を取り、料理を運び、下げて、
　ドリンクをお出しします。
＊就業時間（１）（２）選択可。
　就業日数は相談に応じます。
＊制服貸与します。

＊６０歳以上の方の応募歓迎します。

不問

月他 株式会社　ぺペロンチーノ
毎　週

秋田県秋田市大町１丁目２番７号
サンパティオ２Ｆ

10人 018-888-3815

不問

35人 018-829-3115

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14173681

雇用・労災
05050- 3039881

介護職員【サービス付
き高齢者向け住宅】

○介護施設での利用者様の介護業務を担当して頂きます。
・食事、入浴、排泄等の介助及び洗濯、掃除業務
・バイタルチェック
・家族来所時の対応
・介護記録の記入　等

＊サービス付き高齢者向け住宅入居（定員３４人）
＊未経験者の方も大歓迎です。　　　　


普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　（ヘルパー
２級以上、又は介護
職員初任者研修修了
以上あればなお可）

日他 エーピー福祉　株式会社（仁井田福
祉センター）毎　週
秋田県秋田市仁井田字切上２４０－
１

その他
秋田県由利本荘市西目町沼田字新
道下４９０－５

7人 0184-44-8185

接客経験者（年数
は問わず）

37人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14175581

飲食スタッフ（あきたくら
す　トピコ２Ｆ）

○飲食物サービス業務に従事していただきます。
【主な仕事内容】
＊秋田駅トピコ内２Ｆ『あきたくらす』にて
　秋田県特産品のお酒やお酒に合うおつまみ等
（塩辛、枝豆、漬物）の提供
＊レジ業務（金銭の授受）
＊その他付随する業務

＊土日祝日勤務可能な方。

不問

他 株式会社　ＢＦダイニング

販売員【急募】

○商品の販売
・きりたんぽ、稲庭うどん、生もろこし等、秋田を代表する
　食品の販売
○商品の補充・陳列
・身体を使って動きまわります。体力のある方希望。
＊就業時間（１）（２）の交替勤務です。
　詳細は面接時に説明します。

＊勤務状況により、５年以内に正社員登用する可能性あり

不問

他 有限会社　本山物産（トピコ内）
毎　週

秋田県秋田市中通７丁目１－２　トピ
コ２Ｆ

6人 018-832-7512

不問

24人 018-846-2515

不問
480人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14178881

雇用・労災
05010-14177781

事務員（１日７．５時間）

○事務員として下記の業務に従事していただきます。　
・伝票入力等の事務作業
・その他付随する業務

＊１日７．５時間、週５日の勤務です。
　繁忙期等には１８時を超えて勤務をお願いする場合もありま
す。

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
秋田県秋田市土崎港西３丁目７－２
９

8人 018-845-0181

不問
45人 秋田県秋田市

85人 秋田県秋田市
平成30年8月20日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14169881

事務

○次のような事務作業に従事していただきます。
・会議資料、グラフの作成（エクセル・ワード使用）
・電話対応、来客対応
・売上伝票、入金伝票のパソコンへの入力。
・燃料油、潤滑油の受発注
・請求書の作成


不問

土日祝他 大民石油販売　株式会社

高校生就職支援員

１．配置校及び地域各校の進路指導部との連携による就職
　　支援
２．ハローワークとの連携による就職支援
３．生徒の就職希望に応じた求人の開拓　
４．生徒、保護者、教員への求人情報の提供と進路相談
５．その他、就職支援に関する諸業務
担当地域の雇用状況等について精通し、企業開拓に当たる
ことができること.
基本的なパソコン操作（ワード・エクセル）

普通自動車免許
（マイカー使用）

土日祝他 秋田県立秋田工業高等学校
毎　週

秋田県秋田市保戸野金砂町３－１

85人 018-823-7326

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14228581

歯科衛生士免許

日祝他 ＴＡＫＵ歯科クリニック
その他

秋田県秋田市寺内字三千刈３２５－
３

7人 018-867-8255

平成30年7月18日発行（平成30年7月17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

歯科衛生士

○歯科衛生士業務全般

＊予防歯科に力を入れています。プロフェッショナルとして
　の歯科衛生士の力を必要としています。

＊当院のマニュアルに沿って指導いたしますので、安心でき
　る職場です。

℡ 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 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

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 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

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,000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) 8時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～14時30分

時給

3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) 8時30分～13時30分 就業場所
(2) 9時30分～14時30分

時給

1人 750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)10時00分～16時30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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所
(2)13時30分～15時30分

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00分～15時00分 就業場所

時給

2人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～20時00分 就業場所
12ヶ月

労災
05010-14186881

その他
秋田県秋田市中通１丁目３番５号

18人 018-834-1141

不問
450人 秋田県秋田市

9,700人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14208081

食器洗浄「なぎさ」


○主に食器洗浄業務に従事していただきます。
　・厨房内での食器洗浄作業（洗浄機を使用します）

＊ご飯等の盛り付けのお手伝いもあります。
　

＊契約更新は、勤務状況等を考慮し１年ごととなります。

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル

ハウスキーパー（客室
清掃係）

○客室、館内清掃等業務に従事していただきます。

・ベッドメイク、室内の物品補充、清掃を行いお部屋をきれい
にします。
・大浴場清掃
・館内清掃
・その他付随する業務
＊未経験者には親切に指導します。

不問

他 ルートインジャパン　株式会社　ホテ
ルルートイン秋田土崎その他
秋田県秋田市土崎港西２丁目１２－
３０

33人 018-880-2320

不問

24人 018-832-4582

不問
119人 秋田県秋田市

平成30年8月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010-14204781

雇用・労災
05010-14209381

清掃員及び保育補助

・保育園内外の清掃（保育室、トイレ、廊下等）
　掃除機かけ、掃き、拭き
・園外の花壇の草取り等
・保育のお手伝い（保育補助）
　食器の片付け、おもちゃの消毒など

★保育補助　　９：００～１２：３０
　清掃　　　１３：３０～１５：３０
　清掃のみの応募も可能です。

不問

日祝 社会福祉法人秋田県母子寡婦福祉
連合会　かわぐち保育園な　し
秋田県秋田市楢山登町１０番５０号

その他
秋田県秋田市土崎港北７丁目５－３
１

6人 018-880-5078

不問
6人 秋田県秋田市

58人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010-14203481

配達及び商品管理

○仏事返礼品ギフトの配達及び商品管理をしていただきます

【配達】
・得意先への配達
・ワンボックス車（ＡＴ車）使用
・配達先は秋田市内及び市内から１時間程度の範囲

【商品管理】
・商品の入出荷等のチェック作業

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 有限会社　アキシマ

商品仕分け・値付け作
業

○小分けパック済みの商品に値札シールを貼る軽作業です。
・スーパーの店頭に並ぶ商品を扱う仕事です。

＊１０℃以下での作業のため、防寒着を貸与します。
＊繁忙期（盆正月）は時間の変更をお願いする場合がありま
す。
＊雇用期間：３ヶ月毎の更新

不問

他 株式会社　横手水産物地方卸売市
場　カネキ秋田センター毎　週
秋田県秋田市外旭川字一本木２０４
－４

23人 018-869-7500

不問

3人 018-888-8880

配管工事経験者
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14218681

6ヶ月
雇用・労災

39010-18255681

配管工事施工者

○配管工事施工者として配管工事業務に従事していただきま
す。
・風呂、洗面、台所等の水回り配管工事
・住宅機器メーカーのメンテナンス
（水栓交換、他部品交換等）
・社用車使用

＊一般住宅の配管工事です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 株式会社　ウォーター・エアライフ
毎　週

秋田県秋田市新屋栗田町２－１５

その他
高知市本町４丁目１－１６高知電気
ビル３Ｆ

6人 045-476-0777

不問
8,718人 秋田県秋田市

559人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14202581

販売スタッフ（スタジオ
マリオ秋田／将軍野
店）

★こども写真スタジオマリオでのお仕事です★
（１）こども写真スタジオ接客・販売
（２）受付・電話応対・着付け・ヘアメイク・撮影・販売
　　　・アシスタント業務
（３）その他店内付帯業務

※未経験者歓迎
※親切・丁寧に指導致しますので、ご安心ください
※詳細は応募の際に必ずご確認ください

不問

他 （株）キタムラ

クローク業務

○宴会や婚礼で、お客様の手荷物やコートをお預かりするお
仕事に従事していただきます。

・クローク業務全般。
・キャッシャー業務


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

4人 018-834-1141

不問

不問
14人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-14229481

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社フナコシヤ　東北支店　ホテ
ルアルファイン秋田その他
秋田県秋田市旭北栄町１－４８

7人 018-866-3355

2ページ中 2ページ

平成30年7月18日発行（平成30年7月17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

ホテルスタッフ（パート）

○フロント業務全般に従事していただきます。
・来客対応
・電話応対
・予約受付及び入力
・チェックイン、チェックアウト業務
・レジ業務
・駐車場の整理
・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

1人 315,800円～558,140円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000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 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 140,000円～150,000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) 8時30分～17時10分 就業場所

月給

3人 148,860円～168,090円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 29歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

5人 176,500円～176,500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 35歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)13時00分～22時00分

日給（月額換算）

1人 131,600円～131,600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) 8時00分～16時30分 就業場所

月給

1人 158,300円～226,500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 35歳以下 (1) 8時45分～18時00分 就業場所

月給

1人 170,000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) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 135,000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 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 126,000円～130,000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30分 就業場所

51人 018-888-8333

パソコン操作がで
きる方（エクセル、
ワード使用） 事務
経験あればなお可

89人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14270481

雇用・労災・健康・厚生
05010-14247781

営業事務

○業務用食品（常温品、冷凍品）に係る営業事務に従事しま
す。
（主な仕事の内容）
＊セールスの営業アシスタント業務
＊電話、ＦＡＸ、ＰＣによる注文受付業務。
＊パソコンによる伝票発行、データ入力。
＊その他営業関連業務。（外出業務あり）
＊制服貸与

【正社員登用制度あり】

不問

日他 株式会社　アキタサトー商会
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１番９２号

その他
秋田県秋田市桜１丁目１７－３５コー
ポ風愛１０１

3人 018-838-4802

パソコン操作（エク
セル表計算程度）
＊営業事務経験者
に限る

3人 秋田県秋田市

300人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14242381

営業事務

○農業資材の卸・小売業です。事務所内にて営業事務を担
当していただきます。
・電話応対
・商品の受発注・伝票入力
・見積書の作成、月末締め処理、請求書発行

＊営業ではありません。営業先回りもありません。


普通自動車免許
（自家用車使用）

日祝他 株式会社　アグリコネクト農土歌

営業事務【正社員】

・パソコン入力業務
・商品の発注管理
・顧客管理、顧客フォロー
・電話対応及び案内
・書類の整理
・出勤管理等・その他　付随する業務あり
・社用車（ＡＴ車）を使用しての外出用務あり
　（県外も月１～２回あり）
＊経験、未経験問いません。丁寧にサポートをいたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ジェノバ　秋田支店
な　し

秋田県秋田市中通３丁目３－１０　ス
カイプラザ３Ｆ

2人 018-884-1768

基本的なパソコン
操作（ワード・エク
セル）

10人 018-862-8180

不問
91人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14261581

平成30年9月1日～平
成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14240181

登録業務スタッフ

○自動車の登録に係る業務全般を担当していただきます。
・車での移動等業務もあり
・電話対応、ＰＣ入力作業
・外出用務は社用車（ＡＴ）使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　オールホンダ
その他

秋田県秋田市寺内三千刈２０９－１

毎　週
秋田県秋田市千秋中島町８－１

64人 018-834-1371

パソコン操作可能
な方（ワード・エクセ
ル・一太郎）

秋田県秋田市

1,700人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
23020-54643481

校務事務補助

・各種印刷物の印刷作業　　　　　　　　　　
・一般事務補助（職員室）
・来客応接、電話応対　
　

＊雇用期間の更新の可能性あり

不問

土日祝他 秋田県立　秋田北高等学校

英会話教室運営スタッ
フ／ＮＯＶＡ秋田御所野
校

英会話スクールで生徒様の夢や目標達成をサポートするお仕事で
す。
■生徒様の受付や、新規でご来校されたお客様へのプランのご案
内
■たくさんの生徒様にご受講頂くためのレッスンのスケジューリング
やインストラクターとのイベントレッスンの企画、生徒様管理や入出
金管理などの事務
専用のシステムや充実した研修がありますので、未経験の方も安心
してスタートできます。生徒様に「あなたのおかげで頑張れた」「あな
たがいたから夢を叶えられた」と、そんな一言をいただける瞬間にや
りがいを感じることが出来ます。

不問

他 株式会社　ＮＯＶＡ
毎　週

愛知県名古屋市中区大須４丁目１－
２１

10人 052-308-8080

不問

42人 018-865-3220

パソコンの基本操
作（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ）

42人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14274181

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14272881

一般事務

担当していただく仕事内容は、配属先により異なります。
（主な業務）
・システムの企画・開発・保守・普及推進
・ＪＡ職員向けの端末研修、事務指導
・口座振替、為替の集中発信
・総務関係の事務

１．平成元年４月２
日以降生まれの方
２．普通自動車免
許（ＡＴ限定可）が
あれば尚可

土日祝他 株式会社　秋田県農協電算センター
毎　週

秋田市大町３丁目２番４１号

その他
秋田県秋田市大町３－３－１５　ユニ
バースビル６Ｆ

5人 018-888-1333

不問
16,000人 秋田県秋田市

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14269681

栄養士（土崎カトリック
こども園）

○こども園での調理業務を担当して頂きます。
・食材の検品、下処理、調理、盛付け、配膳、下膳、洗浄、清
掃等

献立作成、発注業務補助

栄養士免許

日祝 株式会社　メフォス北日本　北東北
事業部　秋田支店

土地建物調査・登記・
測定

○土地・建物の表示登記、申請書類の作成（パソコン操作）
　現地及び官公庁での調査業務。
○測量・測量機械の操作、杭打ち並びにＣＡＤソフトによる
　図面の作成。

＊社用車（ＡＴ）使用

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 加藤総合企画　株式会社
その他

秋田県秋田市山王中園町９番２７号
山王ＹＫビル１０３

6人 018-865-4855

パソコン（ワード・エ
クセル）操作。［入
力程度］
（経験者優遇）

平成30年7月19日発行（平成30年7月18日受付分)　Ｎｏ．１

3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

現場管理（空調・衛生
設備）［秋田県］

建設現場における空調・衛生設備工事の監督業務に従事して頂きま
す。
現場：工程管理、安全・品質管理、写真撮影等
事務所：書類作成、写真管理、データ入力等
ＰＣは基本操作（エクセル、ワード）が出来れば問題ありません。
＊配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致します。
＊ブランクのある方でも安心して頂ける環境つくりを心がけ
　ております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【画像情報あり】

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　オンサイト
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０
－３３　第２日本オフィスビル７階

3人 022-797-7191

施工管理経験３年
以上

52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-48859581

℡ 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 131,200円～131,200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30分～17時30分 就業場所

時給(月額換算）

1人 146,016円～159,120円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時15分～18時15分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

時給（月額換算）

1人 149,760円～159,120円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～158,500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 39歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 9時30分～18時30分
(3)10時30分～19時30分

日給（月額換算）

2人 144,000円～144,000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) 9時15分～18時15分 就業場所

時給(月額換算）

1人 127,800円～127,800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)10時00分～19時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

月給

1人 197,500円～247,300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 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 140,000円～140,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 44歳以下 (1) 5時00分～ 7時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

月給

2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 就業場所

月給

1人 171,000円～251,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 49歳以下 (1) 8時00分～16時45分 就業場所

日給（月額換算）

1人 217,000円～217,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2) 6時00分～15時00分

150人 秋田県仙北郡美郷町

雇用・労災・健康・厚生
05040- 4024181

大型タンクローリードラ
イバー

＊大型タンクローリー車による施設及びガソリンスタンド
　への納入・荷卸
※タンクローリー常駐所（秋田市土崎港愛染町字浜ナシ山）
　を発着地とし、油槽所から各施設へ運転していきます。
※制服貸与

◎雇用開始日は、９月下旬を予定しております。
　詳細については、面接時に説明させていただきます。

大型自動車一種免
許
危険物乙種第４類
または丙種

他 協和石油株式会社県南営業所
その他

秋田県仙北郡美郷町六郷字道尻７

7人 0187-84-3607

不問

20人 0182-32-3670

不問
289人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05060- 3995481

雇用・労災・健康・厚生
05010-14254481

ドライバー職≪秋田南
営業所≫

◇秋田南営業所でのドライバー職

・４トンまたは１０トントラックで秋田県内及び関東一円への配
送業務。

＊試用期間：６ヶ月（労働条件の変更なし）

＊中型免許のみの方は応相談（４トンのみ運行）

・大型免許以上必
須
＊中型免許のみの
方は応相談

日祝他 ヨコウン　株式会社
その他

秋田県横手市卸町８－１４

その他
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
３７

8人 018-847-3339

運転手業務経験者
8人 秋田県秋田市

19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14259081

運転手業務

○社長の運転手業務を担当していただきます。
・社長の外出に伴う運転業務
・社長自宅⇔会社の送迎
・店舗巡回時の送迎　他

＊社長のスケジュールに合わせて運転業務を行います。
＊社長のスケジュールによっては、時間外が発生します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
※ゴールド免許で
あること。

月他 株式会社　シーエーコーポレーション

農作業

○次のような作業を行っていただきます。
・水稲：耕起、代掻き、田植、刈取り等の農業機械の操作運
転
・大豆：播種、中耕、刈取り、選別等の機械操作
・枝豆：播種、収穫、選別、出荷等の作業
・野菜：種まき、育苗、定植、収穫、出荷等の作業
・ハウス：平成２９年からトマトの養液栽培の開始に伴う一連
の作業


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 農事組合法人　種沢ファーム
その他

秋田県秋田市雄和種沢字熊野堂５１

19人 018-886-5666

不問

6人 018-829-0408

不問
953人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14271781

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

04010-48874581

営業員

○担当エリアのスーパーマーケットと加工場を中心に、ルート
セールス及びメニュー提案型営業を行います。

・取扱商品は調合調味料
・エリアは秋田県内
・商品に合わせた売り場レイアウトの提案なども行います。
・社用車使用（ＡＴ車・ワンボックス）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ダイショー　秋田営業所
毎　週

秋田市四ツ小屋字与左ェ門川原３５
１－１

毎　週
宮城県仙台市青葉区中央２丁目３－
６　イオン仙台店内７Ｆ

8人 022-227-3456

販売、手芸
65人 秋田県秋田市

600人 秋田県潟上市
平成30年10月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

06010-15939681

販売員［秋田市］

生地、手芸用品等の店頭での販売業務
接客、レジ操作など



＊１年毎契約更新

不問

他 馬渕　株式会社　小売事業部

（臨）大判焼き・たこ焼き
の製造販売員（秋田県
潟上市他）

＊　上記スーパー、ホームセンターの敷地内に、プレハブ型
の店舗を設置して、大判焼き、たこ焼きの製造販売をして頂く
仕事です。
＊　毎年来てくれる方歓迎します
※　人員が集まり次第、研修開始します
※　勤務店舗・雇用期間についてはお問い合わせください。
　　

※応募の際はハローワークから紹介状の交付を受けて下さ
い

不問

他 株式会社　あじまん
その他

山形県天童市乱川３丁目６番１号

3人 023-653-1144

不問

65人 018-889-6260

不問
265人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14248881

雇用・労災・健康・厚生
05010-14276381

販売店員
（お菓子の郷ジロー店）

○洋菓子、パン、クッキー等の販売業務全般を担当していた
だきます。
・接客業務（レジ会計、包装等）
・商品の陳列、補充
・商品管理
・その他付随する業務

＊就業時時間は（１）（２）（３）の交替制

不問

水他 株式会社　ジロー洋菓子店
毎　週

秋田県秋田市御所野下堤２丁目１－
８

その他
秋田県秋田市山王沼田町２－１

2人 018-865-1265

不問
50人 秋田県秋田市

50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14275081

販売スタッフ（秋田市カ
トレア本店）

○次のような婦人服の接客販売業務に従事していただきます
・レジ操作、包装
・商品の陳列、整理整頓
・在庫管理及び売り上げ管理　等
・商品の搬入、検品作業

＊ミセスの婦人服専門店です。
＊ノルマはありません。

不問

他 カトレア　株式会社

販売スタッフ　（カトレ
ア）

○婦人服販売スタッフ業務に従事していただきます。
・婦人服販売及び店内業務
・店舗管理業務
・商品の整理整頓
・商品の在庫管理及び売上管理
・搬入、検品

＊ノルマはありません

不問

他 カトレア　株式会社
その他

秋田県秋田市山王沼田町２－１

2人 018-865-1265

不問

ＰＣ操作（Ｗｏｒｄ、Ｅ
ｘｃｅｌ）

3人 秋田県秋田市
平成30年8月1日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14287581

不問

土日祝 株式会社　さきがけプラスＡ
毎　週

秋田県秋田市山王臨海町１－１
秋田魁新報社ビル　２Ｆ

0人 018-838-0350

3ページ中 2ページ

平成30年7月19日発行（平成30年7月18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

データ入力【秋田市】

＊派遣先事業所において、下記の業務に従事していただきま
す。
・データ入力、データ集計
・資料作成
・電話応対、郵便物発送など



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 260,000円～265,000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00分～17時00分 就業場所

月給

5人 165,000円～300,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

5人 130,000円～130,000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)20時00分～ 4時00分 就業場所

月給

5人 121,000円～121,000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) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 4時00分

日給（月額換算）

2人 172,400円～218,800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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～350,000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 35歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 151,200円～151,200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
平成30年8月1日～平
成30年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

02030- 7840881

毎　週
青森県弘前市大字外崎２丁目７－３
１

0人 0172-26-2679

不問
200人 秋田県秋田市

307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-88642381

ピッキング（アイスの仕
分）

ピッキング（冷凍庫内でのアイスの仕分作業）

派遣期間：平成３０年８月１日～平成３０年８月３１日までです
が、以降は１か月更新となります。
雇用期間：派遣期間と同じになります。

不問

他 株式会社　オールクリア

【急募】建築現場作業
員等／秋田支店

●各種工事の補助
●敷地調査の作業補助
●建築現場での重機操作　など
業界Ｎｏ．１の給与を目指しており、努力すればするほど昇給
することができます。上記の業務以外にも、ハウスメーカー・
工務店を通じての敷地調達、地盤調査、地盤改良・床暖房・
瑕疵担保取次、防水・断熱・シロアリ駆除・リフォーム工事等
を行っております。これら業務全般を手伝っていただくことも
あります。
※経験のない業務でも、丁寧に指導・教育いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ピコイ
その他

東京都千代田区神田東松下町１７
フリージアグループ本社ビル５Ｆ

5人 03-6635-1833

不問

14人 018-837-3339

不問
14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14265281

雇用・労災・健康・厚生
05010-14246481

業務社員（正社員）

〇新築住宅、ビル等の竣工前クリーニングを行います。
・窓、床ワックス、外壁清掃等
・片付け清掃及び各作業の補助的業務
・現場の管理、各種作業の指導
＊得意先への簡単な営業活動もあります。
＊現場へは社用車（軽ワゴン等）で移動します。
＊移動時の運転もあります。
＊現場の規模にもよりますが２～３人で作業します。
＊未経験の方へは慣れるまで指導します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　アルファテクノ
その他

秋田県秋田市広面字近藤堰越２７－
１

毎　週
秋田県秋田市山王６丁目１０番９号
猿田興業ビル５Ｆ

23人 018-853-6236

不問
26人 秋田県秋田市

26人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14245581

ビルメンテナンス（８時
～１７時）【急募】

○契約している店舗・事業所等の清掃及び空調設備業務。
【ビルメンテナンス】
・店舗定期巡回、ハウスクリーニング　・その他、清掃類
【空調設備】
・空調定期メンテナンス清掃、新規取り付け、修繕、ＬＥＤ
　取り付け、電気工事　等
＊当初は数名で作業を行い業務を教えます。
　その後、一人で業務を行う場合もあります。
＊勤務時間は現場状況により変動します（６時間～８時間）
＊業務拡大のため、急募です。

＊自動車普通免許
（ＡＴ限定可）
＊清掃、電気、設
備に係る資格は尚
可

祝他 有限会社　ライフ・ワーク

ビルメンテナンス（２０時
～４時）【急募】

○契約している店舗・事業所等の清掃及び空調設備業務
【ビルメンテナンス】
・店舗定期巡回、ハウスクリーニング　　・その他、清掃類
【空調設備】
・空調定期メンテナンス清掃、新規取り付け、修繕、ＬＥＤ
　取り付け、電気工事等
＊当初は数名で作業を行い業務を教えます。
　その後、一人で業務を行う場合もあります。
＊勤務時間は現場状況により変動します（６時間～８時間）
＊業務拡大のため、急募です。

＊自動車普通免許
（ＡＴ限定可）
＊清掃、電気、設
備に係る資格は尚
可

祝他 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

23人 018-853-6236

不問

9人 018-893-6125

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14282181

秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14286981

作業員

○作業員として、次のような工事の中での作業に従事してい
ただきます。
・配管工事に係る作業
・仮設プラントの設置及び撤去工事
・大小機械器具の設置及び撤去工事
＊アーク、ガス、ＴＩＧ溶接経験者優遇
＊鳶、重量物据付経験者優遇
＊現場は主に県内（東北６県にあります）
＊未経験者可（入社後、指導します）

日祝他 ケー・アイ・ケー　株式会社
隔　週

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地２５
７

○鋼矢板打ち抜き工事、土留工事、構台工事等に従事して
　いただきます。
・移動式クレーンの運転

＊現場は主に秋田県内

＊３名位のグループで朝、事務所に集合して現場へ移動しま
す。（社用車使用）

移動式クレーン
普通自動車免許Ａ
Ｔ限定不可、、車両
系建設機械運転者

日他 有限会社　南部建設興業
その他

秋田県秋田市飯島字砂田２６－１１

25人 018-845-9434

不問
25人

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
・アーク溶接、ガス
溶接、ＴＩＧ溶接あ
れば尚可
・玉掛、移動式ク
レーン所持者尚可

平成30年7月19日発行（平成30年7月18日受付分)　Ｎｏ．３
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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

移動式クレーンオペ
レーター

℡ 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．　７月１９日　㈱幸栄ハウスサービス【営業】
　　２．　７月２０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、管理職候補　他】
　　３．　７月２３日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　４．　７月２４日　㈱全建【大型ウイング乗務員、トレーラー乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
　　５．　７月２５日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　６．　７月２６日　㈱ＪＡＷＡ「さらさ秋田駅前」【看護師又は准看護師、介護職員】
　　７．　７月２７日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　８．　７月３０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　９．　７月３１日　㈱キャッスルホテル【ホテル内調理補助、病院・介護施設の調理補助　他】

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。

　１．　７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７社参加）【警備員】
　

『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 1,300円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～12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 就業場所

時給

1人 738円～738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～12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 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（時給換算）

3人 875円～875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) 8時00分～17時00分 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

1人 1,600円～1,600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) 8時00分～ 9時45分 就業場所
(2)14時00分～15時45分

時給

1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 (1)10時00分～16時00分 就業場所

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 (1)14時30分～19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) 9時00分～12時00分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分

1人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

労災
05010-14263781

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-14256881

マンション管理員

○「トーカンマンション千秋城下町」管理清掃業務に従事
　していただきます。

・受付巡回、居住者対応、清掃
・除雪、緊急対応他


不問

日祝他 株式会社　友愛ビルサービス
な　し

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

毎　週
秋田県秋田市保戸野千代田町７－１

10人 018-864-7868

不問
160人 秋田県秋田市

92人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14262481

フィットネスクラブの運
営スタッフ（パート）

○フィットネスクラブ「カーブス」の運営スタッフ
・エクササイズ指導
　　お客様の隣で指導していただきます。
・会員管理
　　一般的なワード、エクセルを使用します。
・営業活動
　　ポスティング（チラシをポストに入れるお仕事）は相談
　　により行います。
＊すぐに働ける人を希望します。
＊未経験者、運動経験がない方でも大歓迎！

不問

土日祝他 株式会社　向学舎グループ（秋田英
数学院・秋田個別指導学院・東進衛

車両輸送（パート）

○車両輸送業務を担当します。
・車両を積載車へ乗せての輸送（１台乗せ）
（輸送先は秋田市内の店舗間となります）
・車両の洗車、社内の清掃
・その他、付随する業務

＊経験者は優遇いたします。

中型自動車運転免
許（８トン限定不可）

水他 株式会社　オールホンダ
その他

秋田県秋田市寺内三千刈２０９－１

23人 018-862-8180

不問

19人 018-845-6724

不問
68人 秋田県秋田市

平成30年8月27日～
労災

05010-14268381

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-14283081

送迎バス運転業務

○園児送迎用の中型バスの運転業務に従事します。

　８：００出発・１４：００出発
　午前保育の場合１１：００出発
　１日３時間程度の運転
　中型バス⇒時給　１６００円

　運転以外の雑務があった場合は時給７５０円
＊８月２７日からの業務です。

大型運転免許

土日祝他 学校法人加賀谷学園　将軍野幼稚
園毎　週
秋田県秋田市将軍野青山町１１－１
８

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

13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）

13人 秋田県秋田市

13人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14273281

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）

土日祝他 一般社団法人　秋田市シルバー人材
センター

道路警備、保安業務

○道路警備、保安業務に従事していただきます。
・道路警備
・列車の見張員
＊月１０日～１５日程度の勤務です。
＊現場へは社用車（ＡＴ車）使用。
＊採用後当社で教育研修４日間位あります。
＊６０歳以上の方歓迎いたします。
（７０代の方も活躍中です。）

自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　ゴリラガード
毎　週

秋田県秋田市広面字樋ノ沖１０２－５

13人 018-832-5958

不問

5人 018-863-3631

不問
170人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14260981

雇用・労災
05010-14253581

総務、経理事務

○事務作業全般に従事します。
・来客、電話対応
・庶務業務（備品、消耗品発注、管理等）
・入金管理、預入処理
・電話やＦＡＸによる受発注
・総務、経理全般
・外出用務あり（自家用車使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 上野株式会社　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市川尻若葉町４－３５

毎　週
秋田市大町２丁目６－３３

5人 018-862-2627

不問
5人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市

労災
05010-14238781

麺類製造・包装及び配
送

○麺類製造に係る諸作業を担当して頂きます。
・麺類の製造、包装、機械類の清掃業務

＊配送をお願いする場合があります。
　秋田市内：軽ワゴン車（ＭＴ）使用

＊製麺作業中は眼鏡の使用ができません（コンタクト可）


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 合同会社　松田製麺所

ルート配送【秋田】

○県内の会社、商店等に置いてある自動販売機を当社の
　ルートカー（１ｔ車）で廻り、商品を補充、
　売上金の回収、点検をする仕事です。

＊明るく朗らかな対応が必要な仕事です。
＊運転の上手な方を希望します。
＊荷物は重いもので１０ｋｇ未満です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　リューバ
その他

秋田県秋田市新屋豊町７－２７

6人 018-823-3400

不問

実務経験者（経験
年数は問いませ
ん）

4人 秋田県秋田市
平成30年9月1日～

労災
05010-14281281

歯科衛生士免許

日祝他 中村歯科医院
隔　週

秋田県秋田市大町４丁目３－１４

4人 018-862-2210

平成30年7月19日発行（平成30年7月18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

歯科衛生士

○歯科衛生士業務
・歯科診療補助
・口腔衛生管理　など

＊勤務は月～金と第１．３．５土曜、午前のみ

℡ 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～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～ 6時00分 就業場所

時給

3人 1,000円～1,800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)16時40分～21時20分 就業場所
(2)16時00分～20時00分

時給

1人 780円～780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) 9時40分～15時00分 就業場所
(2)13時30分～18時50分12ヶ月

労災
05010-14279581

毎　週
秋田県秋田市中通６丁目７－９　秋
田県畜産会館３Ｆ

4人 018-832-9469

不問
700人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市

労災
05010-14266181

宝くじの販売・支払い
（秋田市内）

○宝くじの販売及び支払い　
～宝くじを通じて地域・社会に貢献しています～

＊３年程度以上勤務できる方希望
＊就業日数は月１５日前後
＊１年毎の契約更新あります


不問

他 株式会社　エヌエヌシー　秋田支店

学習塾講師

・小中高生への学習指導（主に個別指導）
・自立学習（通塾放題）コースの学習サポート
・塾主催行事の補助
・試験監督、採点

不問

土日他 立志塾ＲＩＳＥ　有限会社古村石材商
会毎　週
秋田県秋田市金足追分字海老穴２６
２－２

2人 018-893-3232

不問

不問
25人 秋田県秋田市

労災
05010-14264881

不問

他 社会福祉法人　緑光福祉会　就労継
続支援Ｂ型　緑光苑毎　週
秋田県秋田市下北手宝川種ケ崎８１
番地１７

8人 018-889-7001

2ページ中 2ページ

平成30年7月19日発行（平成30年7月18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

生活支援員（宿直）

○グループホーム（障害者）の宿直人
・夜間の見回り
・入浴、介護の必要なし


＊平成３０年１０月１日より採用予定です。

　　　　●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．　７月１９日　㈱幸栄ハウスサービス【営業】
　　２．　７月２０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、管理職候補　他】
　　３．　７月２３日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　４．　７月２４日　㈱全建【大型ウイング乗務員、トレーラー乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
　　５．　７月２５日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　６．　７月２６日　㈱ＪＡＷＡ「さらさ秋田駅前」【看護師又は准看護師、介護職員】
　　７．　７月２７日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　８．　７月３０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　９．　７月３１日　㈱キャッスルホテル【ホテル内調理補助、病院・介護施設の調理補助　他】

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。

　１．　７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７社参加）【警備員】
　

『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

日給（月額換算）

1人 184,920円～205,824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00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
交替制あり 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
(2)10時30分～19時15分
(3) 9時30分～18時15分

月給

1人 300,000円～300,000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 135,000円～180,000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30分～17時00分 就業場所

月給

1人 130,000円～130,000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) 6時30分～14時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 134,232円～134,232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 140,000円～140,000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30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 136,864円～136,864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 133,574円～133,574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 170,000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 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

10人 018-833-7444

医療事務経験者
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14357681

平成30年8月1日～平
成31年1月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-14374581

医療事務

○医療事務に従事していただきます。
・受付および会計業務
・レセプトコンピュータへの入力
・カルテ管理および整理
・電話応対など

不問

日祝他 医療法人晨整会　工藤整形外科医
院その他
秋田県秋田市広面字谷地田８－１

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１番１号

48人 018-860-2411

パソコンの一般的
な操作

3,500人 秋田県秋田市

3,500人 秋田県秋田市
平成30年8月1日～平
成31年1月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-14365681

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。

・パソコンの操作、入力、資料作成
・電話応対、来客の取り次ぎ、湯茶準備
・各種システム入力
・その他、行政事務の補助


＊専用システム等の操作方法は指導します。

不問

土日祝他 秋田県建設部　建設政策課

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

2人 018-834-1909

パソコン操作
（ワード・エクセル：
定型フォーム入力
可能な方）

2人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-14360881

平成30年8月1日～平
成31年1月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-14289781

一般事務

○一般事務及び簡単な経理事務に従事していただきます。
・テナント及び駐車場の管理事務
・経理事務、会計ソフト入力操作、現金管理作業
・来客対応、電話対応
＊パソコンはワード、エクセルと専用ソフト使用

＊経理未経験者でも指導します。

＊就業時間については、相談に応じます。

不問

土日祝他 一般社団法人　秋田県畜産会館
毎　週

秋田県秋田市中通６丁目７－９

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１－１　秋
田県庁１階

30人 018-860-2711

パソコン（一太郎、
エクセル等）操作出
来る方

秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14367581

事務補助

○臨時的任用職員
１．パソコン入力による事務補助
２．文書管理事務補助
３．コピー作成
４．電話の受け取り
５．会議、来客の接待（給茶等）
６．その他事務補助（出納局秘書、物品管理、財産管理）
＊６ヶ月更新（最長２年）
＊公務災害制度（労災保険相当）あり

不問

土日祝他 秋田県出納局財産活用課

事務

・銀行用務
・伝票作成（手書き）
・電話来客応対
・その他付随する作業

不問

日祝他 大丸青果　株式会社
その他

秋田市外旭川字待合２８

6人 018-869-5591

事務経験（年数問
わず）

9人 018-880-6808

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14307981

平成30年8月6日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14336881

一般事務

○一般事務業務全般を担当して頂きます。

・伝票の整理、仕訳簿への記入、支払い等の一般事務
・パソコンへのデータ入力業務（積算、加工指示書の入力）
・取引先、金融機関その他への外出用務
（社用車使用／ＡＴ車）
・給茶、軽清掃等もあり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

祝他 株式会社　共同スチール
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１１３－１

毎　週
秋田県秋田市御所野地蔵田３丁目１
－１　秋田テルサ３Ｆ

17人 018-826-1731

23人 秋田県秋田市

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

・県内ＩＣＴ企業・業界
に精通していること
・パワーポイント・エク
セル・ワード等パソコ
ン操作
（写真・資料等を取り
込みプレゼン資料を
作成）

秋田県秋田市
平成30年9月1日～平
成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14325581

ＩＣＴ専任職員

・県内情報系企業訪問
　業務内容聴取、求める人材・必要スキル聴取
　訪問企業の説明資料作成
・東北各県の大学・専門学校のキャリアセンター・研究室等訪
問
　学生に対するセミナー実施
　インターンシップへの誘い込みによる県内企業ＰＲ
・就職フェア等でのブース設置、企業紹介、セミナー実施

＊マイカーを使用する場合あり（規定により旅費支給）

土日祝他 公益財団法人　秋田県ふるさと定住
機構

司書（臨時職員）

○カウンター業務（本の貸し出しおよび返却等）　
○図書資料の整理や運搬等

＊就業時間　
　（１）通常の勤務　
　（２）平日の遅番
　（３）土、日、祝日の遅番　

＊雇用期間：契約更新で最長２年までとなります。

司書資格、司書教
諭資格（取得中の
者も可）または図書
館勤務経験者

他 秋田県立図書館
毎　週

秋田県秋田市山王新町１４－３１

40人 018-866-8400

不問

平成30年7月20日発行（平成30年7月19日受付分)　Ｎｏ．１

4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

臨床検査技師（臨時）

○病理診断科において、病理検査業務に従事していただきま
す。


＊雇用期間：本人の勤務状況等により、年度毎の更新と
　なります。



臨床検査技師資格

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

病理検査に関する
業務経験

768人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-14370081

℡ 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

月給

1人 135,000円～150,000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

月給

3人 203,000円～215,000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)10時00分～19時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
(3)12時00分～21時00分

月給

2人 223,236円～303,880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～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 130,560円～130,560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15分～17時15分 就業場所

月給

1人 169,400円～169,400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30分～16時30分 就業場所
(2) 9時30分～18時30分
(3)17時00分～ 9時00分

日給（月額換算）

1人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)16時30分～ 9時30分 就業場所

月給

1人 145,000円～190,000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) 6時30分～15時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 161,000円～174,000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)10時00分～19時00分

月給

1人 141,000円～141,000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 133,000円～250,000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) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 6時30分～15時30分
(3) 7時00分～16時00分

月給

1人 180,000円～300,000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 44歳以下 就業場所29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13070-69005981

調理及び接客

・調理（補助）業務
　＊仕込み、調理、盛付け及びそれに付随する業務全般
・接客業務
　＊注文対応、片付け及びそれに付随する業務全般

普通自動車免許

他 株式会社ＬＯＮＧ　ＲＯＡＤ
その他

東京都目黒区下目黒４－１－５　テラ
スエムラ１０１

29人 090-7406-4675

不問

27人 018-866-1061

不問
27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14366981

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-14348381

介護職員（ショートステ
イ）

○ショートステイにおける介護業務全般を担当していただき
　ます。
・食事、排泄、入浴介助等
・日常生活の援助
・介護記録の記入
＊入所者数は２０名（全室個室）
＊介護福祉士の資格取得までサポート
　（資格取得に必要な費用の半額を負担します）

不問

他 株式会社　アーバンライフサポート
その他

秋田県秋田市茨島２丁目１５－７０

毎　週
秋田県秋田市八橋南１丁目８－２

14人 018-862-7445

132人 秋田県秋田市

26人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14334481

デイサービス介護員

○デイサービスを利用される高齢者への食事介助、入浴介
助、更衣介助、排せつ介助、レクリエーション、利用者の送迎
等に従事していただきます。
＊利用定員３２名の施設で、フルタイム介護員７名、パートタ
イム介護員７名体制でお世話します。

＊送迎は社用車使用（ＡＴ軽自動車・普通ワゴン車）を使用
し、秋田市の一部地区を担当します。
＊契約は年度更新で１年度毎の更新有り

日祝他 社会福祉法人　秋田市社会福祉協
議会

介護職員

○ショートステイにおける介護業務全般を担当します。
（単独型短期入所生活介護施設、現在４０床）
・生活介助
・入浴および食事介助
・見守り
・その他、付随する業務
＊就業時間（１）～（４）交替制　夜勤は月４～６回程度
（夜勤の回数は、相談に応じます）
＊夜勤は２名体制、休憩１５０分

不問

他 株式会社　アースワン
その他

秋田県秋田市御所野堤台２丁目２－
１９

25人 018-829-0123

不問

24人 018-874-8007

不問
63人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14294581

雇用・労災・健康・厚生
05010-14293981

介護員

○介護施設における介護業務全般を担当していただきます。
・介護利用者に対する入浴、食事、排泄等の介護

＊利用者２０名に対し、職員１４名体制
（１ユニット１０名に職員７名体制のローテーション）
＊夜勤は１階１名、２階１名体制
＊就業時間（４）１７：００～９：００（月３～６回程度）
＊未経験の方には、３ヶ月の研修期間マンツーマンで指導し
夜勤は４ヶ月目から勤務となります。

不問

他 株式会社　ブリング　ショートスティゆ
ずその他
秋田県秋田市外旭川八柳３丁目６－
４１

その他
秋田県秋田市新屋比内町１３番１号

14人 018-828-8170

実務（夜勤業務）経
験のある方

34人 秋田県秋田市

364人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14291381

介護職（夜勤専門）「ま
めでらハウス」

○「まめでらハウス」において、夜間７～８人に対しての介護
業務に従事していただきます。
【仕事内容詳細】
・対象者は７～８人です
・小規模多機能型居宅介護における高齢者の介護業務
・食事、排泄、起床および就寝介助
・その他付随する業務。

＊月８日～１０日程度の勤務となります。


介護職員初任者研修
またはホームヘル
パー２級以上
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

他 有限会社　ｔｏ　ｂｅ

介護福祉士

○施設内において介護業務全般を担当していただきます。
・利用者の生活全般の援助（食事、入浴、排泄介助等）
・その他付随する業務

＊夜勤は月４～５回程度（相談可）




介護福祉士

他 医療法人　正和会　五十嵐記念病院
その他

秋田県秋田市土崎港中央１丁目１７
－２３

28人 018-845-0251

介護業務

22人 018-823-4311

営業経験者およびパソ
コン操作（エクセル、
ワード、メール等を使用
して書類作成、連絡が
できること）

22人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14333581

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14350481

営業職

○秋田市内を中心に事務用機器・備品などを官公庁や法
人、公的サービス団体に販売する仕事です。
・創業１４０年（那波紙店）の実績と信頼を、あなたと一緒に積
み重ねて、当社の企業理念「お客様の満足、嬉しい楽しいの
ためにさまざまオフィスワークをサポートします」を共に実現、
展開していきましょう。
・社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　那波伊四郎商店
毎　週

秋田県秋田市大町４丁目３－３５

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－４９

24人 018-862-5555

営業経験者
245人 秋田県秋田市

5,700人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 09010-16460181

営業スタッフ（秋田市内
５店舗及び本荘店）

○自動車の販売業務に就いていただきます。
・新車および中古車の販売、自動車付帯商品の販売
・来客応対
・車検、点検、イベントなどの誘致、ＤＭ発送、電話連絡等
・新車の納車準備、洗車など
＊飛び込みは一切ありません。
＊担当するお客様ゼロからのスタートはありません。
＊以前の職務経験年数などにもよりますが、比較的お客様の
　多く集まる大型店舗にて２～３年勤務し、店舗対応をしな
　がら先輩社員のお客様を引き継いでいきます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

月他 ネッツトヨタ秋田　株式会社

販売総合職（秋田県）

●コジマ店舗を運営する上での一連の業務を経験して頂き
　ます。
　具体的には、家電製品の接客販売、レジ、会計、売り場
　作り、商品管理、事務（伝票管理、電話対応）、商品の
　荷受け、品出し等の業務を行います。

　家電製品の販売を通じて、ご家庭へ明るさと温かさをお
　届けし、「地域のお客様に最も親しまれ必要とされるコ
　ジマ」を作ります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　コジマ
その他

栃木県宇都宮市星が丘２丁目１－８

018-866-0280

55人 028-627-7754

不問

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

6人 秋田県秋田市

・売上データ入力
・納品先データ資料作成
・商品の発注、ポップ作成
・電話・来客応対
・事務所内清掃

※エクセル・ワード操作可能な方

雇用・労災・健康・厚生
05010-14290081

不問

日祝他 有限会社　秋田園芸資材
その他

秋田県秋田市外旭川字三千刈１６１

6人

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）＊必須
・介護職員基礎研修
修了者・介護職員初
任者研修修了者
・ヘルパー１級、２級・
介護福祉士　のいず
れか保持者は優遇

4ページ中 2ページ

平成30年7月20日発行（平成30年7月19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

事務



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

2人 140,000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 45歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 150,360円～150,360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

月給

1人 140,850円～140,850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 45歳以下 (1) 8時30分～16時30分 就業場所

時給（月額換算）

20人 151,200円～151,200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）

30人 151,200円～151,200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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 2時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

月給

2人 186,000円～331,500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 64歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

2人 170,000円～224,000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～17時30分 就業場所

月給

1人 195,030円～300,030円
就業場所

正社員 TEL
フレックス 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～20時00分
(3)11時00分～15時00分

時給（月額換算）

1人 143,400円～186,420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10分 就業場所

月給

1人 247,000円～247,000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) 7時00分～16時00分 就業場所

38人 018-853-6115

不問
85人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14338181

～平成30年10月31日
雇用・労災・健康・厚生

04010-49070981

トレーラー運転手

＊＊増車のための募集＊＊
○トレーラー運転手として勤務していただきます。
・海上コンテナ輸送（北東北３県）
・日帰り乗務
・積卸等はありません。

・大型ウィング車にて荷物積卸業務をしていただく場合もあり
ます。

大型自動車免許
牽引免許

他 泉運輸　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
６９

毎　週
宮城県仙台市青葉区錦町１丁目７－
２５

8人 022-217-2021

パソコン操作（Ｅｘｃｅ
ｌ、Ｗｏｒｄ）
ＡｕｔｏＣＡＤ経験者可
土木業界経験者優遇

350人 秋田県秋田市

140人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-89327881

事務用機器操作（ＣＡＤ
オペレーター）［秋田市］

土木設計補助業務
・ＣＡＤを使用した図面の修正を行って頂きます。
・報告書作成補助、Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄを使用したデータ入力や文
書作成業務。

＊ＣＡＤのソフトはヴィーナス

＊３ヶ月毎契約更新（最長５年）

不問

土日祝他 株式会社　復建技術コンサルタント

クルマ・バイクの鑑定士
（秋田県）＜直行直帰
＞

クルマ情報「グー」シリーズに掲載される中古車「クルマ・バイ
ク」の鑑定を行っていただきます。

・外装チェックやオイルなどの漏れ、異音確認など
・外装・内装・機関・修復歴の４項目について５段階評価で
　鑑定

普通運転免許（ＡＴ
限定不可）

土日 株式会社　カークレド
毎　週

東京都文京区本郷２丁目１７－１２
プロト本郷第２ビル６階

0人 03-3830-7600

不問

16人 018-862-5555

不問
245人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14353281

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14322381

サービススタッフ【整備
士】　（秋田市内４店舗
及び本荘店）

○自動車販売店においてサービススタッフ（整備士）として
　勤務していただきます。
・自動車の整備、点検、車検
・来店されたお客様への対応
・新車の納車整備（営業スタッフとペアを組んで）
・その他付随する業務


国家整備士資格（２
級以上）
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

月他 ネッツトヨタ秋田　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－４９

その他
秋田県秋田市仁井田栄町１７－３７

7人 018-892-6655

不問
18人 秋田県秋田市

14,000人 秋田県南秋田郡五城目町
平成30年8月1日～平
成30年9月20日 雇用・労災

05010-14317481

整備士【見習い可】

○自動車整備に係る業務全般に従事していただきます。
・一般整備・点検に携わる業務
・車内外の清掃
・タイヤ等の交換作業等
・その他付随する業務

＊試用期間２ヶ月あり

普通自動車免許
（ＡＴ不可）整備士３
級以上

火他 株式会社　アルファコーポレーション
秋田仁井田店

電気機器製造（交替
制）【五城目町】

○電気機器を製造している会社で、手作業でのコイル巻き付
　けや、金属仕上げ作業を行っていただきます。

※その他、付随する作業あり。
※就業時間は変則３交替ですが、（１）と（２）の２交替でも可
能です。

＊就業開始日相談可能

不問

日他 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

20人 0120-709-707

不問

20人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県南秋田郡五城目町

平成30年8月1日～平
成30年9月20日 雇用・労災

05010-14316581

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14292681

電気機器製造（日勤）
【五城目町】

○電気機器を製造している会社で、手作業でのコイル巻き付
　けや、金属仕上げ作業を行っていただきます。

※その他、付随する作業あり。




＊就業開始日相談可能

不問

日他 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
秋田県秋田市川元むつみ町４－１２

131人 018-864-7331

不問
146人 秋田県秋田市

14,000人 秋田県秋田市
平成30年8月1日～平
成30年9月20日 雇用・労災

05010-14313381

清酒びん詰め作業

○酒類製品のびん詰め、包装作業及び付随業務

＊現場は立ち仕事となります（流れ作業ではありません）

＊びん詰め作業には従業員約４０名が在籍しております。

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

【９月１日からの採用を予定しています】

不問

日祝他 秋田酒類製造　株式会社

製造オペレーター（手作
業）　　【秋田市】

○製錬所にて、液体に漬けた鉄板に付着した銅を手作業で
剥　がす作業を行っていただきます。

＊重量物はありませんが、体を大きく動かす作業です。

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

1人 0120-709-707

不問

不問
95人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14337281

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　こすもす秋田
その他

秋田県秋田市寺内字三千刈２３８－
１

95人 018-866-8666

平成30年7月20日発行（平成30年7月19日受付分)　Ｎｏ．３

4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

葬祭営業業務【秋田
市・近隣】

○葬祭業務全般を担当していただきます。
・葬儀前打ち合わせ（火葬・葬儀日時、引き物、料理等）
・式典運営
・会員営業（社有車使用）
・その他、付随する業務

＊研修期間は試用期間を含み３カ月程度（経験等による。）
（研修期間中は時給８００円）

℡ 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

月給

1人 140,000円～190,630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 18歳～45歳 (1) 8時00分～16時10分 就業場所
(2)16時00分～23時10分
(3)23時00分～ 8時10分

月給

1人 140,000円～190,630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 18歳～45歳 (1) 8時00分～16時10分 就業場所
(2)16時00分～23時10分
(3)23時00分～ 8時10分

日給（月額換算）

1人 182,400円～296,400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) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 160,000円～220,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 138,240円～138,240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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 180,000円～180,000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00分～16時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分

月給

1人 140,000円～140,000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00分～17時00分 就業場所

3人 018-853-1323

不問
43人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14302281

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

04010-49173081

清掃員

・ビルクリーニング（病院等）、ハウスクリーニングの清掃
に従事する清掃員として、床掃除（ワックス掛等）ガラス拭
き等
＊資機材を用いて実施することから、機材の搬入、移動があ
り、体力を必要とします。
＊活動地域は秋田市、由利本荘市が中心で社有車に同乗し
て
移動します。一つの現場が２～４日程度で終了します。

不問

他 秋田総合ビル管理　株式会社
その他

秋田県秋田市豊岩小山字狐森３２３
－２

宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目４
－２０

19人 022-259-1611

1,096人 秋田県秋田市

Ｈ１９年６月１日以
前：普通自動車運
転免許
Ｈ１９年６月２日以
降：要中型自動車
運転免許または準
中型自動車運転免
許

410人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14361281

配送［秋田市］

◎食品パッケージを中心とする包装資材（トレー、ラップ、ラベ
ル等）の配送
・スーパーでよく手に取られる肉や魚、寿司、弁当のトレー等
商品の配送
＊簡単な作業ですので、未経験者の方も歓迎です。
＊６ヶ月毎契約更新（基準日：３／２１、９／２１）
【画像情報あり】
ハローワークの求人検索パソコンで画面下の『事業所情報表
示』をクリックすると、画像情報をご覧いただけます。

日他 株式会社　高速
毎　週

倉庫作業員

・冷蔵・冷凍倉庫内での、職位品の仕分け作業
・防寒着貸与

＊正社員登用あり

不問

他 株式会社　日配運輸　秋田営業所
その他

秋田県秋田市御所野堤台１丁目５－
９

20人 018-853-8977

不問

8人 018-827-3811

土木作業経験者
18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14371381

雇用・労災・健康・厚生
05010-14312081

土木作業員

○一般土木工事
・掘削作業補助
・排水側溝据付作業補助
・ダンプ、トラック運転（２ｔ～４ｔ）
○鉄道作業
・機械設置、撤去作業
・土木作業

中型自動車免許

土日他 三國開事　株式会社
毎　週

秋田県秋田市豊岩石田坂字上野１４
５

その他
秋田市下北手松崎字家ノ前１７９

1人 018-834-3448

不問
1人 秋田県秋田市

72人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14372681

大工

○建築大工の作業全般
・住宅などの新築、リフォーム、改築工事等作業に関連した土
木作業もあります。
・会社に集合し、社用車にて現場に向かいます。

＊現場は主に秋田市内が中心です。




普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　柴建

公共設備の運転維持
管理（正社員）

○秋田市公共下水道汚水中継ポンプ場１４か所の機械装置

　（ポンプ等）の運転操作と各施設の巡回点検
・脱落したボルトやヒューズの交換などの軽微な修繕
・各ポンプ場の除草、除雪、清掃

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社東総　プラント事業部
その他

秋田県秋田市新屋豊町１番５８号

18人 018-864-6919

不問

不問
72人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14364381

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社東総　プラント事業部
その他

秋田県秋田市新屋豊町１番５８号

18人 018-864-6919

4ページ中 4ページ

平成30年7月20日発行（平成30年7月19日受付分)　Ｎｏ．４
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

公共下水道設備の維
持管理

○秋田市八橋終末下水道処理場の運転・維持管理・水質検
査
・汚泥脱水器、水処理施設の運転
・脱落したボルトやヒューズの交換などの軽微な修繕
・除草、除雪、清掃
・検査サンプルを採取し、試験薬品や顕微鏡を使い汚れや
　ＰＨ等を測定し、基準に達しているかの検査を行う。

【はじめての簿記・パソコン基礎科】 締め切り迫る！

ＯＡステーション秋田校（秋田市泉菅野）において８月７日から４か月間の求職者支援訓

練が予定されています。

Ｗｏｒｄ操作・Ｅｘｃｅｌ操作・簿記会計基礎を学習できる訓練です。スキルＵＰ↑↑して早期

就職を目指しませんか？の方

は５受講をご希望の方は、７月２３日（月）までに住所を管轄するハローワークに申込みが

必要です。



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 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～16時00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 就業場所

時給

2人 760円～760円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時00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

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1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 (1) 0時00分～ 8時00分 就業場所
(2) 1時00分～ 8時00分
(3) 3時00分～ 8時00分

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 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
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 750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 (1) 8時30分～17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)12時00分～16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 (1)11時00分～13時00分 就業場所

8人 018-853-6218

不問
8人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-14362181

雇用・労災
05010-14330381

調理員

○デイサービス利用者の昼食提供業務（１２食程度）
・味噌汁調理
・配達弁当の盛り付け
・食器洗浄、後片付け

＊週１０時間程度の勤務です（月～金）。

＊雇用契約は１年毎の更新予定です。

不問

土日他 株式会社　ＭＤＦＣ
毎　週

秋田県秋田市東通８丁目１－４１

毎　週
秋田県秋田市桜３丁目９－３

8人 090-4631-1960

不問
8人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-14335781

調理員

○主に調理室にて、調理に関する業務に従事していただきま
す。
・食器の洗浄、保管
・おやつ（３時の調理）
・子供１２名分を１名で担当します。

不問

土日祝 小規模保育事業所　もりのらくえん

介護職員

○デイサービス利用者に対する介護業務
・入浴介助、更衣支援、食事介助
・レクリエーション補助
・利用者送迎　等

＊就業日数、勤務曜日は相談に応じます。

＊雇用契約は１年毎の更新予定です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 株式会社　ＭＤＦＣ
毎　週

秋田県秋田市東通８丁目１－４１

8人 018-853-6218

不問

14人 018-823-5065

不問
180人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-14363081

雇用・労災・健康・厚生
05010-14320181

ガソリンスタンドスタッフ
（セルフ）（有期）

○セルフガソリンスタンド内での事務補助
・電話応対、来客対応
・給油許可オペレーション業務
・その他、付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 シナネン石油　株式会社　セルヴィス
秋田その他
秋田県秋田市八橋大畑１－３－４６

その他
秋田県秋田市御所野地蔵田１丁目１
－１　イオン１Ｆ

4人 018-893-3786

不問
18人 秋田県秋田市

4,600人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-14359581

販売業務（ＦＡＣＥ：イオ
ン土崎港店）

○バラエティ雑貨「ＦＡＣＥ」にて販売業務に従事していただき
ます。
・雑貨小売の販売業務全般
　ティーンズ向けアクセサリー、バッグ、文具等の店頭販売
・レジ業務
・商品管理等

＊就業時間は９時～２１時の間の６～７時間程度です。　　

不問

他 株式会社　内藤　秋田店

レジ業務

○スーパーマーケットにおけるレジ及び精算業務に従事して
いただきます。
・レジ回り、サッカー台の整理整頓
・かごの整理　等
・その他、付随する業務

＊ＰＯＳレジ（バーコード読み取り型）タッチキー使用
＊未経験者にも作業内容は教えます

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マッ
クスバリュ広面店その他
秋田県秋田市広面字堤敷１９

130人 018-834-2828

不問

130人 018-834-2828

不問
4,600人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-14358981

平成30年8月1日～平
成30年9月28日 雇用・労災

05010-14368481

商品補充（１３：００～１
７：００）

○スーパーマーケットにおける商品補充に従事していただき
ます。
・加工食品（調味料、お菓子、飲料等）の品出し、商品陳列
・店内清掃
・その他、商品整理や買物カゴ回収等の付随業務

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マッ
クスバリュ広面店その他
秋田県秋田市広面字堤敷１９

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－１１

151人 018-884-3313

必須ＰＣ操作経験
のある方（ワード・
エクセル）主にエク
セル

12,421人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14303181

事務補助（８／１～）

○一般事務補助作業を担当していただきます。
・パソコンによる入力作業
・検索、照合作業
・来客応対
・その他の事務作業
・お茶出し　など

不問

土日祝他 東北電力　株式会社　秋田電力セン
ター

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。
・パソコンによる見積書や請求書等の作成
・電話応対、取次、来客対応など
・営業アシスタント
・その他付随する業務

＊徒歩圏内での外出用務をしていただく場合あります。
　（自家用車使用する場合はガソリン代支給）
　

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　クレッセントハウス
毎　週

秋田県秋田市楢山佐竹町１－１２

4人 018-893-5528

＊パソコン操作（エクセ
ル・ワード）
＊パワーポイント、イラ
ストレーター、フォト
ショップできる方優遇。

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

410人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14354181

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 株式会社　日配運輸　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市御所野堤台１丁目５－
９

20人 018-853-8977

平成30年7月20日発行（平成30年7月19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

事務職

○事務業務を担当していただきます。
・乗務前および乗務後の点呼
・電話応対
・パソコン入力作業（ワード・エクセル）
・書類作成
・その他付随する業務

＊銀行用務等あり（社用車使用）　
＊正社員登用あり

℡ 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 810円～810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
(2) 8時30分～12時00分

時給

1人 850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

時給

1人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～12時00分 就業場所
(2)12時30分～14時00分
(3) 7時30分～16時00分

時給

1人 880円～880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

14人 018-862-3771

不問
2,000人 秋田県秋田市

平成30年8月1日～平
成31年3月31日 公災

05010-14373981

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-14332981

矯正業務補佐員

（１）衣類、寝具、履物、布きん等の洗濯
（２）衣類、寝具、布きん等の縫製
（３）庁舎内指定箇所の清掃
（４）グランド等庁舎敷地内の除草
（５）花壇の整理
（６）除雪
（７）その他の環境整備　
＊週３日の勤務となります。（月・水・金）　　　　　　
＊契約更新の可能性なし

不問

火木土日祝他 秋田少年鑑別所
毎　週

秋田県秋田市八橋本町六丁目３番５
号

な　し
秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

1人 018-823-4061

不問
607人 秋田県秋田市

105人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14355081

清掃員（中通総合病
院・三浦整形外科）

○各建物内の日常清掃業務を担当していただきます。
・事務室、男女トイレの清掃
・通路や床のモップかけ、拭き掃き等
就業時間と就業場所（週２８．５Ｈ勤務）
１）月～土　　　　（４Ｈ勤務）：中通総合病院　
２）火・水・金（１．５Ｈ勤務）：三浦整形外科
３）日　　　　（６．５Ｈ勤務）：中通総合病院日直時
　　　　　　　　　　　　　　　　日直時は他の日に振休
＊年度毎の契約更新あります。
＊勤務開始日は相談に応じます。

不問

日祝 厚生ビル管理　株式会社

ルート配送、家事代行

・ダスキン商品のお届けと回収
・家事お手伝い業務（１回２時間程度、掃除、洗濯等）
・その他付随する業務

＊配送先は秋田市中心
＊会社の車を使用（ＡＴ車）
＊６０歳以上の方の応募も可能です


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

金土日祝他 株式会社　最上屋
毎　週

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－２４

19人 018-845-4970

不問

Ｈ１９年６月１日以
前：普通自動車運
転免許
Ｈ１９年６月２日以
降：要中型自動車
運転免許または準
中型自動車運転免
許

1,096人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
04010-49164181

水日 株式会社　高速
毎　週

宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目４
－２０

19人 022-259-1611

2ページ中 2ページ

平成30年7月20日発行（平成30年7月19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

配送［秋田市］

◎食品パッケージを中心とする包装資材（トレー、ラップ、ラベ
ル等）の配送
・スーパーでよく手に取られる肉や魚、寿司、弁当のトレー等
商品の配送

※簡単な作業ですので、未経験者の方も歓迎です。
※６か月毎契約更新（基準日：３／２１、９／２１）

【はじめての簿記・パソコン基礎科】 締め切り迫る！

ＯＡステーション秋田校（秋田市泉菅野）において８月７日か
ら４か月間の求職者支援訓練が予定されています。

Ｗｏｒｄ操作・Ｅｘｃｅｌ操作・簿記会計基礎を学習できる訓練で
す。スキルＵＰ↑↑して早期就職を目指しませんか？の方は５月２２日（火）ま

でに、住所を管轄するハローワークにお申し込みが必要です。

受講をご希望の方は、７月２３日（月）までに住所を管轄する
ハローワークに申込みが必要です。



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 210,100円～264,000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) 7時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 155,000円～270,000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～18時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～260,000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～17時00分 就業場所

月給

1人 240,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 175,000円～220,000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00分～17時30分 就業場所

月給

1人 220,000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 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 175,000円～240,000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

2人 197,500円～197,500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 120,000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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分

日給（月額換算）

1人 132,804円～132,804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00分 就業場所

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14379181

・１級、２級土木施
工管理技士
・普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 ケン開発　株式会社
その他

秋田県秋田市下新城長岡字毛無谷
地５６－１

8人 018-872-1180

平成30年7月23日発行（平成30年7月20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

土木施工管理

○当社で行なう各種業務に従事していただきます。
【主な業務内容】
・土木施工管理

＊活動エリア：秋田県内
　

＊社用車使用（２ｔ～４ｔ　ＭＴトラック）

システムエンジニア、プ
ログラマー

オフィス、工場、学校等業務のＩＴ化システム構築
（打合せ、入出力画面レイアウト作成、データベース設計、プ
ログラミング、動作テスト） 不問

土日祝他 株式会社　グランテクニカ
毎　週

秋田県秋田市山王２－１－５４　三交
ビル６Ｆ

2人 018-863-1411

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14428381

理学療法士又は作業
療法士（外旭川病院）

○入院患者様への理学療法と作業療法
・基本動作練習
・日常生活活動の練習
・ベット上での関節可動域練習など

理学療法士又は作
業療法士

日祝他 医療法人　惇慧会
その他

秋田県秋田市外旭川字三後田１４２

218人 018-868-5511

不問
285人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14437681

管理栄養士（秋田市）

請負先において下記の業務を行っていただきます。
・入院患者様への食事提供業務
・調理、盛付、食器洗浄、帳票作成
・献立作成、栄養管理業務全般


＊入院患者数：６００名程度

管理栄養士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

63人 019-629-2384

病院給食５年以上
44,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010-18020781

生活相談員（デイサー
ビスセンター）【急募】

・利用者様の利用相談、事前訪問、ご家族、ケアマネージャーとの連
絡、調整
・介護計画等の作成
・介護業務全般の補助（食事、入浴、排せつ等）
・送迎業務（社用車使用：ワンボックス・軽　ＡＴ車）
＊定員２３名の利用者を７～８名のスタッフでお世話します。
＊コミュニケーションを重視して選考いたします。
・普通自動車免許（ＡＴ限定可
・社会福祉士または社会福祉主事任用資格
＊求人条件特記事項欄参照

日他 株式会社　みらい
毎　週

秋田県秋田市川尻上野町１－１９

24人 018-896-6226

介護支援専門員実
務経験１年以上
　＊求人条件特記
事項欄参照　

24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14449781

介護支援専門員

・小規模多機能型居宅介護事業所において、泊まり及び
通所で利用するお客様及びその家族からの相談を受け介護
サービスのケアプランを作成します。
・社用車使用



普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護支援専門員

他 株式会社　うめの木園
小規模多機能型居宅介護事業所毎　週
秋田県秋田市添川字添川１７０－２１

17人 018-869-7776

不問
104人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14423781

介護支援専門員　≪急
募≫

・居宅介護サービス計画書の策定および相談業務。
・要介護認定申請代行、利用者宅訪問、ほか関係機関との
連携等に関わる業務。
・移動は社有車（ＡＴ車）もしくはマイカー使用（ガソリン代支
給）




介護支援専門員
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 株式会社　みらい
毎　週

秋田県秋田市川尻上野町１－１９

24人 018-896-6226

不問
24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14450081

一般事務（嘱託職員）

学生課事務補助
・窓口対応（主に学生）
・学生の厚生・就職・教務支援業務
・各種書類作成・管理
・その他教務・学生支援に関する業務
企画課事務補助
・事業運営補助
・大学運営事務補助
・施設見学対応業務
・各種書類作成・管理　　　　・その他庶務

不問

土日祝他 公立大学法人　秋田公立美術大学
毎　週

秋田県秋田市新屋大川町１２－３

113人 018-888-8100

・パソコン操作（Ｗｏ
ｒｄ、Ｅｘｃｅｌ等）がで
きること。

113人 秋田県秋田市
平成30年9月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14447581

医療事務

○皮膚科医院において、下記の業務に従事していただきます
（仕事詳細）
・患者様の受付業務
・レセプトコンピューター操作入力
・カルテ整理
・会計レジ操作
・予約診療のための電話応対
・その他、付随する業務

不問

日祝他 医療法人　岡田医院
その他

秋田県秋田市中通４丁目１－４１

9人 018-834-3131

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14390581

看護補助者（事務的業
務）

○事務業務に従事していただきます。
・電話対応、面会者への対応
・入院患者の病棟案内、オリエンテーション
・入院患者の受入準備
・退院患者ファイルの整理等

＊平成３０年８月２０日からの雇用開始です。


不問

土日祝他 秋田赤十字病院
毎　週

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
２２２－１

945人 018-829-5000

パソコン（Ｗｏｒｄ・Ｅ
ｘｃｅｌ）が出来る方
必須

945人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14438981

℡ 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

月給

1人 170,000円～250,000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) 8時50分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～150,000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) 9時00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 176,000円～211,200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)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 165,200円～166,200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～62歳 (1) 9時00分～ 8時59分 就業場所
(2) 0時00分～ 9時00分
(3) 9時00分～18時00分

時給（月額換算）

1人 149,760円～149,760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) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

月給

3人 202,000円～202,000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 64歳以下 (1) 8時35分～17時00分 就業場所
(2) 8時35分～15時00分

月給

1人 184,000円～219,000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)10時00分～18時20分 就業場所

月給

2人 187,000円～263,000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 39歳以下 (1) 9時00分～18時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 133,250円～133,250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30分 就業場所

月給

1人 202,000円～212,000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 160,000円～190,000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

5ページ中 2ページ

平成30年7月23日発行（平成30年7月20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

会計事務所職員

○顧客を訪問し、会計資料の確認、事務改善指導及び経営
指
　導等を行います。
・法人、個人の決算書、申告書等の作成
・パソコンへの各種データの入力作業など
・その他、付随する業務

＊自家用車使用（ガソリン代実費相当分支給）


日商簿記２級以上
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 辻・本郷税理士法人
毎　週

秋田県秋田市山王沼田町６－３４

17人 018-862-3019

パソコン操作できる
方（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ程
度）
経験者優遇

1,297人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14448481

店舗の管理運営（秋田
市）

リテールネット秋田事務所において下記の業務を行っていただきま
す。
秋田県内店舗の売上管理、帳票管理、勤怠管理、販売促進、棚卸
立会。
駅のコンビニ「ニューデイズ」「キオスク」の店舗支援、店舗指導、販
売管理、販売支援（レジ応対等店舗業務を含む）
社用車による店舗巡回、商品・物品運搬（重量物運搬有）がありま
す。
尚、約１年間は駅のコンビニ「ニューデイズ」・「キオスク」でのレジ応
対、商品管理、店舗清掃等の販売業務を行っていただきます。

普通運転免許（ＡＴ
限定可）

他 株式会社　ＪＲ東日本リテールネット
盛岡支店その他
岩手県盛岡市盛岡駅前北通５番３３
号

70人 019-653-3206

パソコン操作の出
来る方（Ｗｏｒｄ、Ｅｘ
ｃｅｌ等）

266人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010-18099181

店舗営業販売ラウン
ダー

・県内全域の家電量販店において、ラウンディング業務を主と
してメーカー暖房機器の販売営業をしていただきます。

・週末は店舗内での販売支援で拡販をお願いします。

＊移動は社用車（ＡＴ車）を使用の予定

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社ＮＴＴネクシア　光販売推進
担当　秋田事務所毎　週
秋田県秋田市山王７丁目５－３７　山
王ＭＫビル２－Ａ

10人 018-893-6714

営業または販売の
経験者

9,100人 秋田県秋田市
平成30年9月1日～平
成31年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14434181

料金所スタッフ（各料金
所）

○有料道路の料金所で通行料金を収受する業務に従事していただ
きます。
・ＥＴＣ機器等の監視
・トラブル対応
・お客様問い合わせ対応
・料金所内外の清掃作業等
・有料道路上の移動のため社有車（ＡＴ限定可）使用
・その他、付随する業務
＊協和料金所及び秋田南料金所は料金精算機のモニター監視やイ
ンターフォンによるお客様対応となります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ネクスコ・トール東北　秋
田事業部その他
秋田県秋田市上北手古野字大繋沢
３０－２

108人 018-829-2176

パソコン（エクセル・
ワード）入力程度

1,600人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14420981

販売員「ピーチ・ジョン・
ザ・ストア　秋田オー
パ」

○ランジェリー、ルームウェア等を扱うブランド直営店での接
客販売。
○品出し、ディスプレイ、ＰＯＰ作成等売場と商品の管理。
○長く続けられる方を募集致します。正社員登用制度あり。
・人の喜ぶ顔を見るのが好き
・コミュニケーションを取る事が好き
・ファッションに興味がある
・性格の明るさには自信がある
　どれか１つでも当てはまる方大歓迎。


不問

他 株式会社　モリタ
その他

秋田県秋田市山王３丁目３－９

3人 018-864-0701

不問
200人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14459181

明治の宅配専用人気
商品の宅配

・ご家庭や職場に明治の宅配人気商品（ミルクで元気・ＬＧ　２
１・Ｒ－１等）の宅配を行います
・ご家庭の健康に役立つ安定したお仕事です
・初めての方、中高年の方歓迎です

＊宅配は社用車またはマイカー使用
（マイカー持ち込み手当あり）

普通自動車免許／
ＡＴ可

日祝他 布亀株式会社　マザーケア秋田デリ
バリーセンターその他
秋田県秋田市将軍野南３丁目１－４

8人 018-880-3271

不問
1,800人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14422481

営業職（正社員）【秋田
店】

○秋田店での営業業務に従事していただきます。
・自動車の販売
・アフターフォロー（車検・点検の勧誘等）
・損害保険の募集等
・注文書、見積書等書類の作成（パソコン使用）
・営業外出時はマイカー使用（借上手当支給）

＊稀にお客様の車を運転する場合も有り得る

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

火他 株式会社　日産サティオ秋田　秋田
店その他
秋田県秋田市寺内字イサノ４４－１

18人 018-862-2332

パソコン操作（エク
セル、ワード）

112人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14425281

企画営業

○自社媒体の屋外広告看板・電子広告（自治体庁舎内）を主
とした企画提案営業
・地権者の調査、看板設置場所の交渉と確保
・広告主と地権者双方にメリットを説明して企画を提案
・社内デザイナーと打ち合わせ、他
＊研修制度を通して企画営業の基本技術を修得、その後の活
躍次第では、年齢や勤続年数に関係なく、新規事業の販売や商品
開発・海外進出等の事業運営に携わる自己成長のチャンスをつか
めます。
＊営業範囲：秋田県内

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 長田広告　株式会社　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市山王沼田町１１－８

5人 018-863-2601

不問
749人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14386281

訪問介護員（ホームヘ
ルパー）

○在宅で介護を必要とする方を対象に訪問し、介護サービス
を提供していただきます。

・食事準備や掃除、買い物等の生活援助、入浴、食事、排泄
介助等の身体介護業務に従事していただきます。

＊移動は原則、社用車使用しますが、マイカー使用の場合は
ガソリン代支給：２０円／Ｋｍ


土日祝 社会福祉法人潟上市社会福祉協議
会毎　週
秋田県潟上市飯田川下虻川字八ツ
口７０

20人 018-877-2677

28人 秋田県潟上市
平成30年9月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14419081

サービス提供責任者
（ケアセンターりん北部
事業所）（仮）

○サービス提供責任者の業務に従事していただきます。
・訪問介護計画の作成
・サービス担当者会議への出席
・訪問介護利用の申込みに係る調整
・お客様やご家族等及び担当ヘルパーとの連絡調整
・業務実施状況の把握、技術指導
・訪問介護員としてのサービス提供業務

＊土日の朝夜の勤務可能な方

介護福祉士
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　凜
毎　週

秋田県秋田市茨島２丁目１５番３５号

0人 018-853-5793

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14435081

株式会社　凜
毎　週

秋田県秋田市茨島２丁目１５番３５号

0人 018-853-5793

不問

＊介護福祉士又は
介護職員初任者研
修修了者（ヘル
パー２級）
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（看護師、准看護師
資格保有者歓迎）

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14436381

訪問介護員（ケアセン
ターりん北部事業所）
（仮）

○訪問介護業務に従事していただきます。
・食事、入浴、排泄介助等の身体介護
・調理、掃除、買い物等の生活援助

＊ご利用者宅へは自家用車を使用して移動していただきます
（１ｋｍ当たり２０円支給）。
＊未経験者の方も歓迎します。
＊土日の朝夜の勤務可能な方


介護福祉士または介
護職員実務者研修修
了者以上
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

他



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 140,000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～17時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分

月給

1人 176,000円～211,200円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 4時30分～14時00分 就業場所
(2) 5時30分～15時00分
(3) 9時00分～18時30分

時給（月額換算）

2人 192,050円～192,050円
就業場所

有期雇用派遣 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) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)16時00分～23時00分
(3)23時00分～ 8時00分

日給（月額換算）

3人 140,000円～200,000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 220,000円～250,000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

月給

3人 166,000円～197,000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)10時00分～18時20分 就業場所

時給（月額換算）

1人 168,053円～168,053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) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 168,053円～168,053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) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 173,000円～210,000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) 6時00分～15時00分 就業場所

月給

1人 181,000円～234,000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00分～17時00分 就業場所

平成30年7月23日発行（平成30年7月20日受付分)　Ｎｏ．３

5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

クリーニング工場内作
業員

○クリーニング工場内作業員として従事していただきます。
・業務用洗濯機、乾燥機の操作
・製品の出し入れ、ハンガー掛けなどの仕上げ作業

＊就業時間（２）は土曜日勤務、休憩１５分

＊初めての方には指導します。

不問

日他 有限会社　クリーンサプライ
隔　週

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
１１

16人 018-823-5825

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14406481

調理師（秋田市）

請負先である秋田大学医学部付属病院において下記の業務
を行っていただきます。
・入院患者様への食事提供業務
・調理、盛付、食器洗浄など

＊雇用について　１年毎の契約更新あり
　（但し勤務内容に問題が無い限り）
＊入院患者数：６００名程度

調理師免許

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

63人 019-629-2384

不問
44,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-18021881

製造業務

原料のセット、機械操作、薬剤の吹き付け作業、寸法測定な
どをお願いします。

＊一部製品を起こす作業があります（１００ｋｇを２名で行いま
す）が、ほぼ派遣先社員がフォークリフトやクレーンを使用し
て作業します。

不問

他 アデコ　株式会社　秋田支社
その他

秋田県秋田市中通４丁目５－６　秋
銀明治安田ビル４階

0人 018-884-7855

不問
2,500人 秋田県秋田市

平成30年8月20日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14443081

とび、塗装、製缶工

○下記の業務の内から適性を見て担当していただきます。

・構内での足場組立、解体
・プラント配管製作し、主に仕上げ、塗装、その他雑仕事をし
ます。
・鋼製煙突の製作、施工
・建築金物の製作
・現場工事（主に県外となります）


普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
玉掛け、ガス又は
アーク溶接技能資格
あれば尚可

土日他 株式会社　日誠プラント工事
毎　週

潟上市昭和乱橋字大篭４９番地
（株）日誠工業構内

3人 018-877-6080

不問
3人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14433281

サッシ組立他

○次のような業務に従事していただきます。
・住宅新築現場、リフォーム現場での打ち合わせ
・サッシの組立、調整
・あみ戸の取付（アフターメンテナンス）
・エクステリア（風除室、カーポート等）の現場調整
・見積り、打ち合わせ、取付、加工
・建材の配達

＊社用車使用（トラック／ＭＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　成田金物商店　秋田支店
その他

秋田県秋田市桜３丁目２番３６号　サ
クラテナント内

3人 018-884-7530

不問
26人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14462581

自動車整備士（正社
員）【秋田店】

○自動車整備の仕事に従事していただきます。
・ガソリン車を主とした車検、点検、一般整備　　　　　
・引取、納車業務等
・パソコン操作あり
・点検、整備内容のお客様への説明
・部品等の発注作業
・その他付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
国家整備士３級以
上

火他 株式会社　日産サティオ秋田　秋田
店その他
秋田県秋田市寺内字イサノ４４－１

18人 018-862-2332

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）
自動車整備

112人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14424881

大型運転手

○１４ｔ車で主に県内への運搬業務となります
（主に雑貨。一部東北圏内への運搬もあります。）

○タンクローリー車で主に県内及び東北圏内への運搬業務と
なります。

大型自動車免許
フォークリフト、玉
掛け

日祝他 秋田港北トラック　株式会社
隔　週

秋田県秋田市土崎港西４丁目６－４
４

38人 018-845-0711

大型自動車運転経
験３年以上

38人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14440881

２ｔ、４ｔ運転手

○２ｔおよび４ｔ箱車で雑貨等のルート配送業務に従事してい
ただきます。
・荷物の積み下ろしはフォークリフト使用
・配送エリアは秋田市内および県内

中型自動車免許（８
ｔ限定可）ＡＴ限定不
可
フォークリフト

日祝他 秋田港北トラック　株式会社
隔　週

秋田県秋田市土崎港西４丁目６－４
４

38人 018-845-0711

自動車運転経験３
年以上

＊普通自動車免許
※必要に応じて中
型自動車免許等を
取得して頂く場合
があります（取得支
援制度あり）

38人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14441281

中型トラックドライバー
（業務用食材の配達）
【秋田営業所】

＊著名メーカーの食品や業務用食材の配送をして頂きます。
　○主な配送地域は秋田市・由利本荘市・潟上市・男鹿市
　　になります。
　○配送ルートは固定されており、マニュアルも完備され
　　ていますので、研修もスムーズに行うことができます。

※一般家庭への宅配業務ではありません。
　配送ルートは、研修終了後に見極めの上、決定致します。

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

36人 0187-84-2132

120人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05040- 4065181

大型ダンプ運転手

○大型ダンプで骨材運搬作業を担当していただきます。
（仕事内容）
・砕石、砂、アスファルト合材等の運搬
・積み込み作業あり（ローダー、バックフォー使用）
・その他、付随する業務

＊秋田市内中心ですが、地域外の作業に携わる場合があり
ます。
＊冬期は除雪、排雪作業あり

大型一種免許
車両系建設機械あ
れば尚可

日他 加藤興業株式会社
その他

秋田県秋田市雄和田草川字本田１１
５－３

7人 018-838-4875

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14392781

℡ 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

月給

1人 200,000円～260,000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00分～16時30分 就業場所

月給

1人 180,000円～220,000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

月給

2人 210,100円～264,000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) 7時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 187,000円～264,000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) 7時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 147,200円～257,000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30分 就業場所

月給

2人 187,000円～264,000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) 7時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

2人 136,200円～181,600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～16時40分 就業場所

月給

2人 168,500円～227,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時15分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 144,160円～152,640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
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

時給（月額換算）

1人 168,446円～168,446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～16時45分 就業場所
平成30年8月20日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14445681

その他
秋田県秋田市中通４丁目５－６　秋
銀明治安田ビル４階

0人 018-884-7855

不問
2,500人 秋田県秋田市

600人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14405581

検査・梱包業務

出荷前製品の寸法最終チェック
数値確認等の検査・製品梱包をお願いします。

＊一部製品を起こす作業があります（１００Ｋｇを２名で行いま
す）が、ほぼ派遣先社員がフォークリフトやクレーンを使用し
て作業します。

不問

日祝 アデコ　株式会社　秋田支社

ゴミ運搬・清掃（細谷病
院）

○「細谷病院」にて以下の業務を担当していただきます。
・ゴミ収集
・日常清掃
・ガラス拭き、ワックス掛けほか

＊ごみ収集では重い物の移動があり体力を必要とする業務
です。

不問

日 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

2人 018-823-4061

不問
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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

貨物自動車運転者【タ
ンクローリー】

○タンクローリー業務に従事していただきます。

・大型タンクローリーで県内・近隣ガソリンスタンド、工場への
石油製品の配送業務。

大型免許・危険物
丙種

日祝他 秋印　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字一本木８０－
４

86人 018-869-7890

不問
132人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14391481

管理（アパート等管理
物件のメンテナンス）

○主にアパート等の簡易なメンテナンス作業を行っていただ
きます。
・入居者からの連絡による簡易なメンテナンス
（大規模なものは業者に委託します。）
○入退去の立会い業務
・入居時チェックをお客様と一緒に行う。
（写真撮影）

＊社有車使用（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）　不動
産や住まい関連の
資格保有者優遇

他 株式会社　秋田住宅流通センター
その他

秋田県秋田市山王７丁目９－３５

70人 018-864-4717

不問
70人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14418181

建物解体工事施工技
士

○当社で行なう各種業務に従事していただきます。
【主な業務内容】
・建物解体工事　・廃棄物の搬出
＊内部、外部解体

＊活動エリア：秋田県内
　
＊社用車使用（２ｔ～４ｔ　ＭＴトラック）

・普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
・解体工事施工技
士

日祝他 ケン開発　株式会社
その他

秋田県秋田市下新城長岡字毛無谷
地５６－１

8人 018-872-1180

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14381981

建物解体作業員

○当社で行なう各種業務に従事していただきます。
【主な業務内容】
・建物解体工事　・廃棄物の搬出
＊内部、外部解体

＊活動エリア：秋田県内
　
＊社用車使用（２ｔ～４ｔ　ＭＴトラック）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 ケン開発　株式会社
その他

秋田県秋田市下新城長岡字毛無谷
地５６－１

8人 018-872-1180

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14382581

一般作業員≪急募≫

○消防設備の設置や点検業務および一般電気工事等に従
事していただきます。

＊現場は主に秋田市内および秋田県内
＊移動には社有車を使用（ＡＴ車）

※未経験者には親切、丁寧に指導いたします。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
電気工事資格あれ
ば尚可

日祝他 株式会社　オルテクス
その他

秋田県秋田市泉北１丁目１８－２７

6人 018-853-8647

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14430481

土木工事作業員

○当社で行なう各種業務に従事していただきます。
【主な業務内容】
・土木工事全般

＊活動エリア：秋田県内

＊社用車使用（２ｔ～４ｔ　ＭＴトラック）　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 ケン開発　株式会社
その他

秋田県秋田市下新城長岡字毛無谷
地５６－１

8人 018-872-1180

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14380681

土木工事作業員

○一般土木工事における工事前測量、丁張掛け等業務に従
事していただきます。
・工事前測量
・丁張掛け　等
・施工管理補助

＊現場は、秋田市・潟上市・男鹿市が主となります。
＊現場への直行直帰になります。

日祝他 シブキ技術開発
その他

秋田県秋田市将軍野堰越８－１０－
４０２

2人 018-846-8969

2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14421581

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
車両系建設機械等
あれば尚可
中型免許（８ｔ限定、
ＡＴ不可）あれば尚
可

倉庫作業及び配達

○冷凍庫内での冷凍商品の荷受、荷出作業に従事していた
だきます。
・１日、２～３件の小売店、スーパーへの配達作業あり
　（軽トラ、１．５ｔ、２ｔ保冷トラックの何れかを使用、一部手積
み手降ろしあり、主に秋田市内）
・社有車はＭＴ車、ＡＴ車

＊防寒具・制服貸与

普通自動車運転免
許（ＡＴ不可・中型
尚可）

土日他 株式会社　丸大冷蔵　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－６４

17人 018-828-1555

不問
206人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14378281

集配運転手（２ｔ車）

○集配運転手として集配業務に従事していただきます。
・航空貨物の荷物を秋田市内のお客様へ集配（２ｔＭＴ車使
用）
・日報処理等の事務業務
＊１日平均３０件程度の配達です。
＊重量物はほぼ無しです。
＊３ヶ月毎の契約更新
＊１ヶ月のモデル賃金：１８６，６６０円～
　　　　　　　　　　　１９７，６４０円程度（諸手当含）
＊正社員となった場合に転勤の可能性がありますが稀です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 セイノースーパーエクスプレス株式会
社　秋田営業所

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14394281

その他
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
７１

6人 018-857-5551

不問
2,600人 秋田県秋田市



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）

2人 170,000円～170,000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30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 170,000円～170,000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30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 200,000円～200,000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30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時30分～20時30分 就業場所
(2)20時30分～ 8時30分

時給（月額換算）

8人 170,000円～170,000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30分 就業場所57人 秋田県南秋田郡大潟村
1ヶ月

労災
05011-  997281

籾搬入の受付、その他
補助作業
（アルバイト）

○籾搬入の受付及び伝票発行、自主検定・検査補助　　　　
＊９月中旬から約１ヶ月間のアルバイト雇用です。
１．稲刈り期間の作業となりますので、雇用開始日について
は追って連絡いたします。
２．天候などによって、勤務時間が変更になる場合がありま
す。
３．残業勤務のできる方を希望します。
４．表示している賃金は、実働８時間以内の時給です。
　残業、深夜勤務の場合は、定められた割増賃金を支給しま
す。

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 株式会社　大潟村カントリーエレベー
ター公社な　し
秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目６
０番地

57人 0185-45-2215

不問

57人 0185-45-2215

不問
57人 秋田県南秋田郡大潟村

1ヶ月
労災

05011-  996881

1ヶ月
労災

05011-  995781

籾乾燥作業（２交替勤
務）
（アルバイト）

○籾の乾燥作業（２交替勤務）　　　　　
＊９月中旬から約１ヶ月間のアルバイト雇用です。
１．稲刈り期間の作業となりますので、雇用開始日について
は追って連絡いたします。
２．天候などによって、勤務時間が変更になる場合がありま
す。
３．残業勤務のできる方を希望します。
４．表示している賃金は、実働８時間以内の時給です。
　残業、深夜勤務の場合は、定められた割増賃金を支給しま
す。

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 株式会社　大潟村カントリーエレベー
ター公社な　し
秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目６
０番地

な　し
秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目６
０番地

57人 0185-45-2215

不問
57人 秋田県南秋田郡大潟村

57人 秋田県南秋田郡大潟村
1ヶ月

労災
05011-  994481

籾摺り作業「施設課」
（アルバイト）

○３０キロの新袋詰作業　　　　　
＊９月中旬から約１ヶ月間のアルバイト雇用です。
１．稲刈り期間の作業となりますので、雇用開始日について
は追って連絡いたします。
２．天候などによって、勤務時間が変更になる場合がありま
す。
３．残業勤務のできる方を希望します。
４．表示している賃金は、実働８時間以内の時給です。
残業、深夜勤務の場合は、定められた割増賃金を支給しま
す。

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 株式会社　大潟村カントリーエレベー
ター公社

籾サンプル運搬作業
「業務課」
（アルバイト）

○籾のサンプルを運搬する作業　　　　　
＊９月中旬から約１ヶ月間のアルバイト雇用です。
１．稲刈り期間の作業となりますので、雇用開始日について
は追って連絡いたします。
２．天候などによって、勤務時間が変更になる場合がありま
す。
３．残業勤務のできる方を希望します。
４．表示している賃金は、実働８時間以内の時給です。
　残業、深夜勤務の場合は、定められた割増賃金を支給しま
す。

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 株式会社　大潟村カントリーエレベー
ター公社な　し
秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目６
０番地

57人 0185-45-2215

不問

不問
57人 秋田県南秋田郡大潟村

1ヶ月
労災

05011-  993581

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 株式会社　大潟村カントリーエレベー
ター公社な　し
秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目６
０番地

57人 0185-45-2215
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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

仮検作業「業務課」（ア
ルバイト）

○籾のサンプルを採取する作業　　　　　
＊９月中旬から約１ヶ月間のアルバイト雇用です。
１．稲刈り期間の作業となりますので、雇用開始日について
は追って連絡いたします。
２．天候などによって、勤務時間が変更になる場合がありま
す。
３．残業勤務のできる方を希望します。
４．表示している賃金は、実働８時間以内の時給です。
　残業、深夜勤務の場合は、定められた割増賃金を支給しま
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。

【はじめての簿記・パソコン基礎科】 締め切り迫る！

ＯＡステーション秋田校（秋田市泉菅野）において８月７日から４
か月間の求職者支援訓練が予定されています。

Ｗｏｒｄ操作・Ｅｘｃｅｌ操作・簿記会計基礎を学習できる訓練です。
スキルＵＰ↑↑して早期就職を目指しませんか？の方は５月２２日（火）までに、住所を管轄す

るハローワークにお申し込みが必要です。

受講をご希望の方は、７月２３日（月）までに住所を管轄するハ
ローワークに申込みが必要です。



　　　　●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．　７月２３日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　２．　７月２４日　㈱全建【大型ウイング乗務員、トレーラー乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
　　３．　７月２５日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　４．　７月２６日　㈱ＪＡＷＡ「さらさ秋田駅前」【看護師又は准看護師、介護職員】
　　５．　７月２７日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　６．　７月３０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　７．　７月３１日　㈱キャッスルホテル【ホテル内調理補助、病院・介護施設の調理補助　他】

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。

　１．　７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７社参加）【警備員】
　

『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 1,200円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～21時00分 就業場所

時給

1人 850円～900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) 5時00分～14時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

時給

3人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～ 9時30分 就業場所
(2)18時00分～22時00分

時給

6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) 6時00分～13時00分 就業場所
(2)15時00分～22時00分

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

1人 750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)11時00分～17時15分 就業場所

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) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

3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)15時00分～20時15分 就業場所
(2)18時00分～20時15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00分～13時00分 就業場所
(2)13時30分～17時30分

時給

1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 就業場所

5人 018-853-4150

不問
5人 秋田県秋田市

労災
05010-14400181

12ヶ月
雇用・労災

05010-14404981

美容師補助

○美容師補助業務に従事していただきます。
・床の掃き掃除　・受付（電話での予約確認）
・タオルの洗濯
・器具の洗浄
・お客様へのドリンク提供
・その他、付随する業務

＊土・日・祝日勤務できる方であれば尚可

不問

月他 ｆａｍ★
毎　週

秋田県秋田市東通８丁目１－１７

その他
秋田県秋田市下北手梨平字登館８
番地

14人 018-839-5977

不問
180人 秋田県秋田市

9人 秋田県潟上市

労災
05010-14457881

介護員兼調理員

○「幸の家」での調理、介護業務全般、見守り等を担当してい
ただきます
・利用者２５名を１４名のスタッフで対応
＊未経験者には、マンツーマンで指導いたします。


＊雇用期間：１年毎の更新有り

不問

他 社会福祉法人　桜丘会

靴販売員

○靴の販売接客、レジ、商品の陳列、出荷、整理等の業務の
ほか、販売に付随する業務に従事していただきます。
（清掃業務のほか、開店および閉店準備等）



不問

他 株式会社　アルペン　ミフトメルシティ
潟上店毎　週
秋田県潟上市飯田川飯塚字岡谷地
１番７

9人 018-877-7005

不問

1人 018-828-8170

＊エクセル・ワード
できる方
＊事務経験のある
方歓迎

35人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14388081

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-14431781

事務

○次のような一般事務業務に従事していただきます。
・支払い等に関するデータ入力、及び付随する庶務業務
・従業員に関する出勤簿等の管理
・帳票の整理等
・電話、来客の応対
・その他の庶務業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 有限会社　ｔｏ　ｂｅ
毎　週

秋田県秋田市新屋比内町１３番１号

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

15人 018-835-4276

受付、窓口業務
95,094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
05010-14395181

施設案内等（秋田市）

○公共施設において次の業務に従事していただきます。
・案内、誘導業務
・ＰＣ検索
・電話案内



＊雇用期間は年度毎の更新予定です。

不問

土日祝他 株式会社　ニチイ学館　秋田支店

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）

8人 018-889-7001

不問
25人 秋田県秋田市

労災
05010-14397381

雇用・労災
05010-14396081

世話人

○グループホーム（障害者）の世話人
・利用者からの相談、支援、食事提供
・入浴、介護の必要なし


＊平成３０年１０月１日より採用予定です。

不問

他 社会福祉法人　緑光福祉会　就労継
続支援Ｂ型　緑光苑毎　週
秋田県秋田市下北手宝川種ケ崎８１
番地１７

毎　週
秋田県秋田市下北手宝川種ケ崎８１
番地１７

8人 018-889-7001

不問
25人 秋田県秋田市

44,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010-18034681

世話人

○グループホーム（障害者）の世話人
・利用者からの相談、支援、食事提供
・入浴、介護の必要なし


＊平成３０年１０月１日より採用予定です。

不問

他 社会福祉法人　緑光福祉会　就労継
続支援Ｂ型　緑光苑

栄養士（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
　調理、盛付、洗浄、献立、帳票作成　など
　栄養管理業務全般
＊利用者数：６０名程度
＊雇用について
　１年毎の契約更新有り（但し、勤務内容に問題が無い限り）

栄養士免許

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

6人 019-629-2384

不問

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

55人 秋田県秋田市
3ヶ月

労災
05010-14446981

看護師または准看
護師

火木土日祝他 医療法人　杏仁会　御所野ひかりク
リニック毎　週
秋田県秋田市仁井田字横山２６０－
１

7人 018-829-8880

平成30年7月23日発行（平成30年7月20日受付分)　Ｎｏ．１

4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

看護師または准看護師
（ひかり桜ケアクリニッ
ク）

○睡眠時無呼吸外来診療の補助業務
・外来患者様の受付
・予約管理（パソコン使用）
・検査の補助
・その他、付随する業務

＊月・水・金曜日の週３日勤務になります。

＊採血・注射などの業務はありません。

℡ 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 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

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 4時30分～13時30分 就業場所
(2) 5時30分～14時30分

時給

1人 750円～800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) 5時00分～14時00分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

時給

1人 780円～800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) 5時00分～14時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

時給

1人 750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～16時30分 就業場所

時給

1人 780円～900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) 5時00分～14時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

時給

1人 750円～800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) 5時00分～14時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

時給

1人 750円～800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 就業場所

時給

1人 750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 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 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給

3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 18歳以上 (1)11時00分～15時00分 就業場所
(2)12時00分～15時00分
(3)19時00分～ 0時00分

時給

2人 750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～17時30分 就業場所
(2)11時00分～19時00分

44人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14461981

ホール係（Ｖｉｌｌａフロー
ラ）

○秋田市雄和観光交流館「Ｖｉｌｌａフローラ」において接客業務
をお願いします。
・お客様へのご注文伺いおよび配膳
・レジの操作
・ホールの清掃
・各種宴会の準備

※ご経験のない方でも懇切丁寧にお教えいたしますので、心
配いりません！

不問

他 株式会社　雄和振興公社
毎　週

秋田県秋田市雄和妙法字糠塚１－１

10人 018-881-3011

不問

7人 018-827-4707

不問
7人 秋田県秋田市

労災
05010-14399981

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14458281

ホール及びキッチンス
タッフ

・キッチンスタッフ
・オーダー取り
・飲食物の提供
・レジ業務
・食器洗浄
・店内清掃
・ドリンク、軽食などの簡単な調理
・その他、付随する作業
＊Ｗｉ－Ｆｉ設備ありのスタイリッシュなカフェです

不問

日他 合同会社　ユイリ
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目１６－１１
八竜ビル２Ｆ

毎　週
秋田県秋田市東通６丁目７－６

87人 018-832-0023

不問
87人 秋田県秋田市

44,000人 秋田県潟上市
12ヶ月

雇用・労災
03010-18053581

調理師

○整形外科医院における調理業務を担当していただきます。

・入院患者さんへの簡単な昼食と夕食の調理。
　盛付け、配膳、洗浄、後片付けなど

・２０～３０食程度を３～４人で調理します。


調理師免許（必須）

他 医療法人　城東整形外科

調理員（潟上市／１０：
００～）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
  調理、盛付け、食器洗浄など
　厨房内での業務全般
入所者数：４０名程度

＊雇用について
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

4人 019-629-2384

不問

4人 019-629-2384

不問
44,000人 秋田県潟上市

12ヶ月
雇用・労災

03010-18052981

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-18046481

調理員（潟上市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
利用者様への食事提供業務
調理、盛付、食器洗浄など

＊利用者数：４０名程度

＊雇用について　
　１年毎の契約更新あり　　　　　　　　　　　　　　　　
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

不問

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

6人 019-629-2384

不問
44,000人 秋田県秋田市

44,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010-18041081

調理員（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄　など
　　
＊利用者数：６０名程度

＊雇用について
　１年毎の契約更新有り　
　（但し、勤務内容に問題が無い限り）

不問

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店

調理師（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄　など
　　
＊利用者数：６０名程度

＊雇用について
　１年毎の契約更新有り
　（但し、勤務内容に問題が無い限り）

調理師免許

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

6人 019-629-2384

不問

4人 019-629-2384

不問
44,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-18031181

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-18030281

調理師（秋田市）

請負先事業所おいて責任者の指示のもと
　園児への食事提供業務
　調理、盛付け、食器洗浄
　厨房内での業務全般

　園児数：４０名程度

＊雇用について　１年毎の契約更新あり
　（但し勤務内容に問題が無い限り）

調理師免許
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

2人 019-629-2384

不問
44,000人 秋田県秋田市

44,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010-18029481

調理員（秋田市）

請負先事業所おいて責任者の指示のもと
　患者様への食事提供業務
　調理、盛付け、食器洗浄
　厨房内での業務全般

　患者数：５名程度

＊雇用について　１年毎の契約更新あり
　（但し勤務内容に問題が無い限り）

不問

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店

調理員（秋田市）

請負先事業所おいて責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
　調理、盛付け、食器洗浄
　厨房内での業務全般

　利用者数：１７０名程度

＊雇用について　１年毎の契約更新あり
　（但し勤務内容に問題が無い限り）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

7人 019-629-2384

不問

不問
44,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-18025381

不問

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

58人 019-629-2384

4ページ中 2ページ

平成30年7月23日発行（平成30年7月20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

調理員（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入院患者様への食事提供業務
　調理、盛付け、食器洗浄など

＊患者数：６００名程度

・雇用について
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）



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 738円～738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)17時00分～ 9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～16時30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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～10時00分 就業場所

時給

2人 780円～880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

2人 1,000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) 7時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

時給

2人 1,000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) 7時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

時給

1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 不問 (1)11時10分～16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 不問 (1)13時00分～19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 18歳以上 (1)23時00分～ 0時30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

36人 018-835-3673

不問
47人 秋田県秋田市

平成30年8月1日～平
成31年2月28日 雇用・労災

05010-14463481

12ヶ月
労災

05010-14389381

きりたんぽの袋詰め、
箱詰め（平成３１年２月
２８日まで）

・きりたんぽの袋詰め・箱詰め
・その他付随する作業

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

その他
秋田県秋田市泉中央３丁目５－１２

10人 018-896-5911

不問
2,900人 秋田県秋田市

50人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14432881

清掃スタッフ（マルハン
臨海店）２３：００～０：３
０

○閉店後のパチンコ店内外の清掃
・パチンコ台、灰皿の拭き上げ、床の拭き掃き等
・トイレ清掃
・店外（駐車場等）のゴミ拾い等
＊未経験の方でも丁寧に指導いたしますので応募可です。
＊月２０日程度の稼働
＊６人でのシフト制となります。　　　　　　
＊雇用期間は１年毎の契約更新
＊契約更新：本人の勤務状況による。相談の上決定します。

不問

他 中越クリーンサービス　株式会社　秋
田営業所

配送

○生麺、ゆで麺等、日配品のセンター配送を担当していただ
きます。
・スーパーマーケット、運送会社の配送センター等へ２ｔト
ラックにて配送します。
・トラックへの積込み作業あり

＊配送先は秋田市内です。
＊スーパーの定期便への配送もあり。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 ヤマヨ　株式会社
毎　週

秋田県秋田市泉中央１丁目３－５６

50人 018-863-5344

不問

17人 0197-67-1233

不問
138人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

03070- 4377281

雇用・労災
05010-14383481

食品補充作業（秋田
市）

■コープ共同購入の食品補充作業です。

・仕入先のトラックから運びこまれた商品を専用の棚に補充
　積載する作業となります。
・取扱い商品は青果、冷蔵食品です。
・商品の重さは、１～１０キロ程度です。

不問

金土 株式会社　ロジックスサービス　北上
本部毎　週
岩手県北上市相去町山田２－１８
北上オフィスプラザ２０８号室

その他
秋田県秋田市下新城長岡字毛無谷
地５６－１

8人 018-872-1180

不問
9人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14384781

土木工事作業員

○当社で行なう各種業務に従事していただきます。
【主な業務内容】
・土木工事全般

＊活動エリア：秋田県内

＊社用車使用（２ｔ～４ｔ　ＭＴトラック）　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 ケン開発　株式会社

建物解体作業員

○当社で行う各種業務に従事していただきます。

〈主な業務内容〉
＊建物解体工事、廃棄物の搬出
　・内部・外部解体
　・活動エリアは秋田県内
　・社用車使用（２ｔ～４ｔ　ＭＴトラック）


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 ケン開発　株式会社
その他

秋田県秋田市下新城長岡字毛無谷
地５６－１

8人 018-872-1180

不問

50人 018-874-3252

不問
50人 秋田県南秋田郡井川町

1ヶ月
雇用・労災

05010-14426181

～平成30年9月30日
労災

05010-14439581

製造組立

○各種産業設備向けの機器に搭載されるプリント基板や制
御盤の組立作業に従事して頂きます。
・主に一般的な工具を用いての電子部品の組立作業を担当
して頂きますので、大きな危険や体力が必要な作業はありま
せん。電子部品の製造経験がなくても、熟練したスタッフが生
産設備の取り扱い及び必要な製造技術をマンツーマンで指
導します。

不問

土日祝 株式会社　アイセス
毎　週

秋田県南秋田郡井川町北川尻字下
田面替場１１の１

毎　週
秋田県秋田市中通１丁目３番５号

27人 018-834-1141

不問
559人 秋田県秋田市

32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14385881

サンドイッチの製造（短
期）


○サンドイッチの製造をしていただきます。
　初心者の方でも安心してご応募ください。

　＊９月３０日までの短期アルバイトです。

不問

土日祝 株式会社　秋田キャッスルホテル

プレス機械オペレー
ター

○工場内で、安全プレスを使ってのＯＡ部品製造の仕事です

・機械に部品をセットし、操作する
・立ち仕事になります

不問

土日 広沢工業　株式会社　秋田工場
毎　週

秋田県秋田市御所野湯本４丁目１－
１

29人 018-839-4888

不問

不問
130人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14398681

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水木日 社会福祉法人　新成会　介護老人保
健施設　友愛の郷毎　週
秋田県秋田市浜田字元中村２８０－
２９

67人 018-828-1100

平成30年7月23日発行（平成30年7月20日受付分)　Ｎｏ．３

4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

宿直員

○宿直員として従事していただきます。
・戸締り、火気、入所者の確認等
・その他、付随する業務
＊日直勤務（日曜日）電話応対、来客応対（家族訪問時）

＊１９時、２０時、２１時、２２時の１時間毎に４回巡視
＊月・火・金・土曜日勤務。
＊緊急時対応のため施設所有車運転の可能性あり
（入所者の救急受診等）

℡ 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

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～17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 (1)18時30分～20時30分 就業場所
12ヶ月

労災
03010-18026681

洗浄員（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと、洗浄業務及び
その他の付随する業務を行っていただきます。

＊入院患者数：６００名程度

＊雇用について
１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

66人 019-629-2384

不問

不問
47人 秋田県秋田市

44,000人 秋田県秋田市

平成30年8月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災

05010-14464781

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

36人 018-835-3673

4ページ中 4ページ

平成30年7月23日発行（平成30年7月20日受付分)　Ｎｏ．４
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

きりたんぽの箱詰作業
（平成３０年１２月３１日
まで）

○きりたんぽの箱詰め作業を担当していただきます。

・その他生産関連作業も担当していただきます。
（台車による資材運搬など）


【はじめての簿記・パソコン基礎科】 締め切り迫る！

ＯＡステーション秋田校（秋田市泉菅野）において８月７日か
ら４か月間の求職者支援訓練が予定されています。

Ｗｏｒｄ操作・Ｅｘｃｅｌ操作・簿記会計基礎を学習できる訓練で
す。スキルＵＰ↑↑して早期就職を目指しませんか？の方は５月２２日（火）ま

でに、住所を管轄するハローワークにお申し込みが必要です。

受講をご希望の方は、７月２３日（月）までに住所を管轄する
ハローワークに申込みが必要です。

●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．　７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７社参加）【警備員】
　

『会社説明会』のご案内


