
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～840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 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 就業場所

時給

4人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分

時給

1人 793円～793円
就業場所

パート労働者 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) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 770円～770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 777円～777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～16時30分 就業場所

時給

1人 793円～793円
就業場所

パート労働者 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00分 就業場所

時給

2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) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
(3)12時45分～21時45分

時給

10人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 1時00分

平成30年11月6日発行（平成30年11月5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

指導員

○就労継続支援Ａ型事業所の勤怠管理等事務及び一般就
労へ　の支援全般
・勤怠管理等事務（一部関数ありＥｘｃｅｌ入力）
・支援記録への入力（Ｅｘｃｅｌ表への文字入力）
・業務指導（インターネット販売を行う利用者の方への指導）
・秋田市内の施設外就労先等への送迎業務（車で１０分程
度）
・その他（電話対応、Ｗｏｒｄでの文書作成）
＊送迎時には、社用車使用（ＡＴ車）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ＨＳＳ　秋田事業所
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目２番１７号
１階

5人 018-853-6264

パソコン（エクセル・
ワード）の操作可能
な方

100人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21288781

取材、編集、企画営
業、配布業務

○ペット専用フリーペーパー「ペティ・リビング」等の発刊
　作業に従事していただきます。
・ペットショップやカフェ、学校等への取材業務
・取材内容の文章化や編集（ワード等のパソコン操作）
・秋田市、潟上市５０軒程度への配布業務

＊外出は自家用車使用（車両借上手当あり）

普通自動車運転免
許

土日祝他 株式会社　ウィズ
毎　週

秋田県秋田市山王中園町７番１９号

4人 018-867-7611

不問
4人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-21261481

お客様対応兼事務

○事務業務に従事していただきます。
・電話対応　・来客対応
・社会保険等の手続き
・その他付随する業務
＊丁寧に研修を行いますので、未経験者歓迎。
＊書類の提出等で外出用務あり（社用車使用）
＊就業時間は、希望により選択可（１）（２）
＊休日についてはご相談に応じます。
＊当社ＨＰより仕事の状況をご覧いただけます。
＊制服貸与有

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 中小企業活性化サポート
毎　週

秋田県秋田市卸町１丁目３－２　秋ト
協ビル２Ｆ

16人 018-853-5005

ワード・エクセル操
作可能な方

16人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-21309581

事務員

・独自システムを使用して伝票入力、取引先からの電話応
対、発注業務（エクセルフォーマットへの入力）、来客対応。
・それに付随するパソコンを使用した事務作業

＊外出用務はありません


不問

日他 丸大堀内　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－６４

81人 018-828-1011

不問
520人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21327881

一般事務（育休代替）

○経理及び一般事務全般を担当していただきます。
・会計入力、小口現金管理、現金出納、入出金管理、給与計
算（１５人程度分）等をお願いします。
・また、書類作成や電話応対、来客対応、各種書類のファイリ
ング等を行っていただきます。
・銀行用務等で外出もあります（自家用車使用）。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 有限会社　アイエスビー
毎　週

秋田県秋田市山王臨海町４－６　ア
ナザーワン２１３号

15人 018-865-0103

ワード、エクセル操
作できる方
（事務経験者優遇）

15人 秋田県秋田市
平成30年12月1日～平
成31年9月13日 雇用・労災

05010-21380381

事務

○パソコンを使っての入力作業（ワード、エクセル）
○経費（給与等）計算業務
○電話対応

＊たまに軽作業（点検・出荷作業等）もあります。

不問

日祝他 羽後伝統工芸　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋天秤野３－１１

20人 018-862-1781

パソコン操作可能
な方

20人 秋田県秋田市
～平成31年2月28日

雇用・労災
05010-21384481

事務員（パート）

○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

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

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

05010-21356681

経理事務員

○経理事務に従事していただきます。

・請求書作成、入金、処理作業
・パソコン入力作業（エクセルのフォーマットへの入力）
・その他付随する作業
・請求書照合業務、支払伝票作成

不問

日他 丸大堀内　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－６４

81人 018-828-1011

不問
520人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21326781

アパレル接客・販売／
イオンモール秋田店

必要なスキルは”やる気”と”笑顔”です！！

・来店されたお客様へのサービスのご提供
・清掃、品出し等お客様をお迎えする準備

その他やる気のある方にはレジ業務や売り場作りも
お任せします！！
やる気次第でステップアップできる職場環境です。

不問

他 株式会社　ライトオン
その他

茨城県つくば市吾妻１－１１－１

8人 029-858-0011

不問
1,300人 秋田県秋田市

3ヶ月
労災

08040-22729781

ハンバーガー販売

○店舗でのハンバーガー販売業務を担当していただきます。
・レジ
・商品の提供
・客席清掃
・その他付随する業務
＊上記業務を半年～１年経験した後マクドナルドの教育プロ
　グラムを経た後にアルバイトの店舗責任者業務への昇進あ
　り（その後社員登用の実績あり）
＊雇用期間終了後は、１年更新となります。

不問

他 ヒロフーズ　株式会社　マクドナルド
仁井田店毎　週
秋田県秋田市仁井田緑町５－２０

40人 018-839-9053

不問
1,000人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-21318481

℡ 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30分～12時30分 就業場所

時給

2人 1,510円～1,510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 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所
(2)11時00分～14時00分

日給（時給換算）

1人 849円～849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 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) 8時00分～ 9時30分 就業場所
(2)16時00分～17時30分

時給

2人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)20時00分～ 4時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

時給

3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)21時00分～ 3時00分 就業場所
(2)21時00分～ 4時00分
(3)22時00分～ 4時00分

時給

2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 18歳以上 (1)21時00分～ 3時00分 就業場所
(2)21時00分～ 4時00分
(3)22時00分～ 4時00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

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～12時00分 就業場所

時給

1人 762円～762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00分～14時15分 就業場所
(2) 7時30分～11時30分

3ページ中 2ページ

平成30年11月6日発行（平成30年11月5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

介護職「やすらぎホー
ムけやき」

○特別養護老人ホーム入所者に対する介護業務全般に従事
　していただきます。
・食事介助、入浴介助、排泄介助等の身体介護　等

＊入所者１２０名、介護職員４８名体制

※身体介護が中心となります。

　

12ヶ月
雇用・労災

05010-21295581

不問

他 社会福祉法人　秋田けやき会
毎　週

秋田県秋田市御所野下堤五丁目１
番５号

108人 018-826-0651

108人 018-826-0651

不問

不問
108人 秋田県秋田市

不問

月火水木金他 ラーメン　１２３　Ｈｉｈｕｍｉ

ホームヘルパー

○訪問介護業務（ホームヘルプサービス）に従事していただ
きます。
・食事介助、入浴介助、排泄介助等の身体介護
・買い物、料理、見守り、掃除等の生活支援業務
＊１日３～４件程度訪問
＊エリアは秋田市内（事業所近郊４ｋｍ以内）
＊直行直帰の場合もあります
＊自家用車使用（ガソリン代支給）
＊土・日勤務あり

介護職員初任者研
修、ヘルパー２級、
介護福祉士の何れ
か

他 社会福祉法人　秋田けやき会
毎　週

秋田県秋田市御所野下堤五丁目１
番５号

不問
3人 秋田県秋田市

108人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010-21276681

ホールスタッフ

○店舗にて接客と配膳をしていただきます。
【主な担当業務】
・お客様へのご注文伺い、商品の配膳
・食器洗い（食器洗浄機あり）
・店内外の清浄等
・調理補助（盛り付けなど）
・その他付帯する業務

【土・日・祝のみの勤務です】

秋田県農業試験場
毎　週

秋田県秋田市雄和相川字源八沢３４
－１

その他
秋田県秋田市山王２丁目４番６号

3人 0184-43-4900

平成30年12月3日～平
成31年1月31日 労災

05010-21287481

労災
05010-21272281

研究補助員（原種生産
部）アルバイト

○屋外作業
　・試料の選別・調整
　・実験器具の洗浄

＊その他実験補助業務

＊１２月３日～１月３１日までの間で、２０日間の勤務と
　なります。勤務日については相談のうえ決定します。

不問

土日祝他

15人 018-862-3267

不問

110人 018-881-3330

不問
110人 秋田県秋田市

普通自動車１種免
許（ＡＴ限定可）

他 どんぐり代行

運転士

〇老人デイサービスセンター利用者（障害者を含む）の送迎
業務

・送迎車の運転（１ＢＯＸタイプ：ＡＴ車）、環境整備など
※送迎の範囲は主に秋田市内です
※基本的に介護業務はありません
※運転士３名が送迎を担当（介護職員が同乗します）
※未経験者でも可（業務に慣れるまで指導します）

※事前見学できます

普通運転免許（ＡＴ
限定可）

日祝他 社会福祉法人　秋田聖徳会
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目５－６

不問
0人 秋田県秋田市

200人 秋田県秋田市
平成30年12月1日～平
成31年3月31日 労災

05010-21292381

代行随伴車運転手

○お客様の車を自宅まで届ける仕事です。
・随伴車の運転業務です

＊週３日程度から勤務できます。

＊就業時間（１）（２）のシフト制
＊勤務時間、勤務日は応相談

ＥＣＯ代行
毎　週

秋田県秋田市八橋本町５－１－３８

その他
秋田県秋田市山王２丁目１１－１５

0人 090-3359-9350

労災
05010-21331981

05010-21258081

代行運転手（１種免許）
【急募】

・お酒を飲まれたお客様をご自宅まで自動車を代行してお送
　りする業務での随伴車の運転業務。
・安全運転ができる方。
＊ＡＴ限定の方も可能です
＊就業時間（１）（２）（３）から選択可
＊就業時間、就業日数は相談に応じます
＊週所定労働日数は３～４日です。金、土のみでも可。
※全員時間給制です。
　【障害をお持ちの方やシニアの方　歓迎します】

普通自動車免許１
種

他

4人 090-8800-0805

不問

4人 090-8800-0805

普通自動車免許取
得してから３年以上
経過していること

4人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　大晃商事

代行運転手（２種免許）
【急募】

・お酒を飲まれたお客様をご自宅まで自動車を代行してお送
　りする業務での客車の運転業務。
・安全運転ができる方。

＊就業時間（１）～（３）から選択可
＊就業時間は相談に応じます
＊週所定労働日数は３～４日です。

《急募求人です》

普通自動車２種免
許

他 ＥＣＯ代行
毎　週

秋田県秋田市八橋本町５－１－３８

不問
80人 秋田県潟上市

4人 秋田県秋田市

労災
05010-21332581

梱包作業員

・自動車リサイクルパーツの梱包作業に従事してもらいます。
・自社内で取り外した自動車中古部品をダンボール等にて梱
包、発送します。
・その他付随する業務
・社用車使用有（軽トラック）

※働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言
事業所

厚生ビル管理　株式会社
毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

その他
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－４８

54人 018-853-8225

～平成31年3月31日
労災

05010-21263881

雇用・労災
05010-21305081

清掃員４Ｈ（細谷病院）
週３日

○「細谷病院」での日常清掃業務です。
・男女トイレ清掃
・通路等のモップ掛け
・床の拭き、掃き等
＊１日４時間、週３日の勤務です。
＊勤務開始日は相談に応じます。
＊雇用期間は、年度毎の契約更新です。

不問

日他

その他
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

3人 018-823-1251

不問

2人 018-823-4061

不問
607人 秋田県秋田市

725人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21270781

清掃スタッフ（秋田東京
海上日動ビル）

○テナントビル館内の日常清掃業務全般に従事していただき
ます。
・ロビー、廊下、階段、事務室、トイレなど
　（拭く、掃く、ゴミ集積、掃除機等）
・日常清掃全般

不問

日祝他 株式会社　友愛ビルサービス



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 762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

時給

2人 762円～762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 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) 5時00分～ 9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

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～19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

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～19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

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～19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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～14時00分 就業場所

平成30年11月6日発行（平成30年11月5日受付分)　Ｎｏ．３

3ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

清掃作業員

○清掃業務に従事していただきます。
・オフィスビルや一般住宅の床やガラス清掃が主な仕事です
・その他、付随する業務

＊現場は主に秋田市内です。

＊作業は、最低２名、通常３～４名で行います。

＊社用車あり（普通車／ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝 あさひ美装　株式会社
毎　週

秋田県秋田市泉中央２丁目３番２２
号

4人 018-827-3750

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21296481

現場作業員

○自動車の整備、鈑金、塗装業務全般に従事して頂きます。
・車の引取り、納車作業
・車の洗車、車内の清掃
・その他、付随する業務

＊未経験の方でも丁寧に指導いたします。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　長谷部鈑金
毎　週

秋田県秋田市外旭川八柳３－１４－
５４

5人 018-868-0284

不問
5人 秋田県秋田市

労災
05010-21386881

品出し・ピッキング作業

○青果店において品出し等に従事していただきます。
・店の棚に野菜を並べる
・お客様からの注文の紙を見ながら品物をそろえる

＊未経験の方でも丁寧に教えます

＊接客はほとんどありません

＊６０歳以上の方歓迎します

不問

水日 あいば商店
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目７－３５　秋
田市民市場内

2人 018-832-7311

不問
2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21328281

軽作業（イオン御所野
店）

○イオン御所野店にて軽作業を担当
・お歳暮ギフトの発送業務
・端末機による売上計上　

＊制服貸与します。
＊端末操作等慣れるまで丁寧に指導します。

不問

土日祝 ヤマト運輸株式会社　秋田法人営業
支店毎　週
秋田県秋田市御所野湯本２丁目１－
１

23人 018-839-3542

不問
130,000人 秋田県秋田市

平成30年12月1日～平
成30年12月28日 労災

05010-21341481

軽作業（イオン秋田中
央店）

○イオン秋田中央店にて軽作業を担当
・お歳暮ギフトの発送業務
・端末機による売上計上　

＊制服貸与します。
＊端末操作等慣れるまで丁寧に指導します。

不問

土日祝 ヤマト運輸株式会社　秋田法人営業
支店毎　週
秋田県秋田市御所野湯本２丁目１－
１

23人 018-839-3542

不問
130,000人 秋田県秋田市

平成30年12月1日～平
成30年12月28日 労災

05010-21344281

軽作業（イオン土崎港
店）

○イオン土崎港店にて軽作業を担当
・お歳暮ギフトの発送業務
・端末機による売上計上　

＊制服貸与します。
＊端末操作等慣れるまで丁寧に指導します。

不問

土日祝 ヤマト運輸株式会社　秋田法人営業
支店毎　週
秋田県秋田市御所野湯本２丁目１－
１

23人 018-839-3542

不問
130,000人 秋田県秋田市

平成30年12月1日～平
成30年12月28日 労災

05010-21347381

洗濯物管理業務

・病院内のベッドメイク業務
・リネン類の仕分け作業

＊年度毎の契約更新となります。

不問

土日他 ワタキューセイモア　株式会社　東北
支店秋田営業所毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－６９

2人 018-828-4851

不問
31人 秋田県秋田市

～平成31年6月30日
労災

05010-21335881

℡ 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！

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                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．　１１月　６日　ヤマト運輸㈱秋田法人営業支店【荷受作業（イオンモール秋田　内）】
　２．　１１月３０日　警備業者合同就職面接会
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：ＡＬＳＯＫ秋田㈱、㈱国際パトロール、㈱出羽警備、ユーアイ警備保障㈱、
                         ㈱友愛ビルサービス＞
　

『会社説明会』のご案内

秋田市中通2-3-8　アトリオン３F 秋田市御所野地蔵田3-1-1　秋田テルサ３F
Tel　018-836-7820 Fax　018-831-1817 Tel　018-889-8609 Fax　018-889-8610
ご利用時間 ご利用時間／９：００～１７：１５
　月・金曜日        ９：００～１８：３０ （土日・祝日・年末年始は閉庁）
　火・水・木曜日 　９：００～１７：１５ ○ハローワーク相談コーナー
　土曜日　　　　　１０：００～１７：００(原則第２・４のみ開庁)

（※日曜、祝日、年末年始は閉庁）
○職業相談・紹介・求人情報検索コーナー ○求人情報検索コーナー

【マザーズコーナー秋田】

 
Tel　018-836-9001 Fax　018-831-1817

○子育てをしながら働くことを望む求職者の
職業相談・紹介を専門に行います。

 場所、利用時間はハローワークプラザアトリ
 オンと同じ。

　　いずれの施設もハローワーク秋田と同じ求人情報がご覧いただけます。
　　職業相談・職業紹介も行っていますので、是非ご利用ください。

【ハローワークプラザアトリオン】 　【ハローワークプラザ御所野】

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田の求人情報検索コーナーと
同じ内容の検索ができます。

ハローワーク秋田附属施設のご案内



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 900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)14時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分

時給

1人 900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～19時00分 就業場所

時給

1人 1,300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 不問 就業場所

時給

1人 770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) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

2人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 17時00分～21時00分 就業場所

時給

2人 770円～770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) 8時30分～14時00分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分
(3)13時30分～18時00分

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1)10時30分～16時00分 就業場所

時給

2人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所
(2)16時00分～20時00分

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

平成30年11月7日発行（平成30年11月6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

歯科衛生士（パートタイ
マー）
　【週５～６日】

○患者さんへの歯科診療介助、衛生指導、予防指導等を
行っていただきます。
その他付随する業務もあります。

＊全員で歯科医院運営を目指しますので受付対応等も一部
あります。
＊平日午後の勤務です。
＊勤務日や勤務時間は相談に応じます。

歯科衛生士

火祝他 下北手かねた歯科クリニック
その他

秋田県秋田市下北手松崎字家ノ前１
８２－３

4人 018-853-9341

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21568481

歯科衛生士（パートタイ
マー）
　【週２～３日】

○患者さんへの歯科診療介助、衛生指導、予防指導等を
行っていただきます。
その他付随する業務もあります。

＊全員で歯科医院運営を目指しますので受付対応等も一部
あります。
＊週２～３日の勤務です。
＊勤務日や勤務時間は相談に応じます。

歯科衛生士

火祝他 下北手かねた歯科クリニック
毎　週

秋田県秋田市下北手松崎字家ノ前１
８２－３

4人 018-853-9341

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21575481

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。
・歯科医師の指示による診療補助
・歯科予防処置（歯石除去）他
・その他歯科衛生士業務全般


歯科衛生士

月火水木金日祝 将軍野歯科診療所
毎　週

秋田県秋田市将軍野南１丁目１０－
５２

7人 018-845-0863

不問
7人 秋田県秋田市

労災
05010-21605581

一般事務（パート）

○飲食店数店舗の数字管理等
　
　伝票管理、電話対応、銀行業務
　給与計算補助
　その他付随業務
＊就業時間：勤務時間帯等は相談に応じます。
※明るく元気に対応することが求められます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　マグネティック
毎　週

秋田県秋田市大町５丁目３－３８

3人 018-862-4432

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）…必
須

100人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21533581

事務補助

・電話応対・来客対応
・請求書等に基づき専用ソフトによるパソコン入力作業
・書類整理等
・自家用車使用
・その他、付随する業務

普通自動車免許

土日祝 成田均税理士事務所　　成田均
毎　週

秋田県秋田市旭南三丁目７－１２

3人 018-864-0329

パソコン操作（専用
ソフト）

3人 秋田県秋田市
平成30年12月10日～
平成31年5月31日 雇用・労災

05010-21537281

倉庫商品管理（常温倉
庫）

○倉庫管理業務に従事していただきます。
・一般倉庫での入庫出庫管理
・出荷商品の品揃え及び積載業務
・その他、付随する業務

不問

土日祝他 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

57人 018-888-8333

不問
100人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-21523681

レジ・商品補充

○組合員の作った野菜や漬物等の直売所店内のレジ業務と
商品補充作業に従事していただきます。

＊就業時間（１）（２）（３）のシフト制
＊土日祝日勤務可能な方（勤務は相談に応じます）
＊６か月毎の契約更新制

働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 秋田なまはげ農業協同組合
毎　週

秋田県秋田市千秋矢留町２－４０

10人 018-832-6611

不問
467人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-21521081

レジ会計（１２／５～１２
／３０）

○ＰＯＳレジを使用しレジ会計業務を担当していただきます


＊制服あり

＊更新はありません

＊明るく元気な接客が求められるお仕事です。

不問

日 株式会社　せきや
な　し

秋田県秋田市大町１丁目４－２２

59人 018-862-5477

不問
63人 秋田県秋田市

平成30年12月5日～平
成30年12月30日 労災

05010-21560881

販売員（トピコ店）

○「石川酒店（トピコ店）」での販売業務です。
・酒類、食料品の販売、接客、陳列、包装
・レジ業務など
（酒類についての知識は必要ありません。）

＊就業時間（１）（２）いずれか選択。

＊販売経験なくても大丈夫です。


不問

他 株式会社石川酒店
毎　週

秋田県秋田市中通六丁目１４番１３
号

5人 018-832-3161

不問
14人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21525581

介護員

○施設内での介護業務全般に従事していただきます。
・食事、入浴、送迎、身の回りの世話等

＊週に２～３回くらい、交替で訪問サービスも行っていただ
　きます。

＊労働条件による加入保険が異なります。


他 小規模多機能型居宅介護・有料老人
ホーム”えがお”（株式会社毎　週
秋田県秋田市雄和田草川字山崎１０
３－２

15人 018-893-6704

15人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21497881

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
ヘルパー２級また
は介護職員初任者
研修以上

℡ 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～900円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)16時00分～ 9時00分 就業場所

時給

2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

3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)13時30分～16時30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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6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)13時00分～20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 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 9時00分～16時30分 就業場所
(2)10時30分～18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 就業場所

時給

1人 1,200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

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所

3ページ中 2ページ

平成30年11月7日発行（平成30年11月6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

介護員（パート）
【夜勤専門】

○施設内での介護業務全般に従事していただきます。
（仕事内容詳細）
・食事、入浴の介助
・送迎（軽ワゴン、ミニバン）
・訪問サービス
・身の回りの世話等



普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
ヘルパー２級または
介護職員初任者研修
以上あれば尚可

他 小規模多機能型居宅介護・有料老人
ホーム”えがお”（株式会社毎　週
秋田県秋田市雄和田草川字山崎１０
３－２

15人 018-893-6704

018-872-2201

不問
15人 秋田県秋田市

ヘルパー２級・初任
者研修修了又は介
護福祉士等（老人
福祉
・介護に関する前
述以外の資格）

労災
05010-21499181

介護福祉士または
介護職員初任者研
修修了

水土日 社会福祉法人　はまなす会

介護職員（ショートステ
イ）

〇ショートステイにおいて介護業務全般を担当していただき
　ます。
（仕事内容詳細）
・食事、入浴、排泄、身の回り等の介助
・その他付随する業務

＊未経験者でも親切に指導します。
＊資格取得を支援します。
＊日勤のみの勤務となります。

他 有限会社　チョウセイ
その他

秋田県潟上市天王字上江川４７－１
３０

34人

不問
132人 秋田県秋田市

52人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21524981

介護パート「介護付有
料老人ホーム遥か」

○介護付有料老人ホーム遥かにおいて入居者（定員４０名）
の入浴業務に従事していただきます。
【主な仕事内容】
・特定施設での要介護者１日２０名に対する一般浴、機械浴
、更衣、整容等全般




社会福祉法人　憲寿会　介護老人保
健施設　千秋苑その他
秋田県秋田市外旭川字神田５９２

毎　週
秋田県秋田市土崎港中央３丁目４－
４０

20人 018-845-4575

～平成31年3月31日
雇用・労災・財形

05010-21588081

3ヶ月
労災

05010-21544881

ホームヘルパー

○在宅老人の訪問介護業務に従事していただきます。
・生活介助、身体介助　等
・訪問記録
・その他、付随する業務
＊１日に３～４件程度
＊訪問には自家用車を使用（ガソリン代は別途支給）
＊土・日勤務できる方尚可
＊雇用期間：年度毎の更新あり
※リフレッシュ休暇制度あり（連続７日間、５万円支給）

介護職員初任者研修
（旧ホームヘルパー２
級）以上
普通自動車免許（自
家用車所有者）

他

51人 018-893-5422

不問

88人 018-868-1355

不問
88人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　虹の街　やすらぎの郷

調理員（パート）

○ショートスティ・ディサービス利用者の食事の調理、
　盛り付け、配膳、食器洗浄等を担当していただきます。

・１００名前後の利用者の夕食を２～３名の調理員で調理しま
す。

＊未経験者可
＊６０歳以上の方も積極的に採用しています。

不問

他 企業組合　秋田福祉サービス　ふき
のとう広面毎　週
秋田県秋田市広面字二階堤２０－１

不問
314人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21502281

調理員

○施設で調理を行っております。
・厨房内業務全般
・朝、昼、夕食の食材の仕込み、調理、盛付、片付け、洗浄等
全般（６名で調理）
＊調理員６名でショートステイお客様２８名分（３食）、デイ
サービスお客様２０～２５名分（昼食）を用意します。
＊勤務時間は相談に応じます。
【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度取得

株式会社　ジェー・ユー
毎　週

秋田県潟上市飯田川飯塚字家ノ越４
７－３

毎　週
秋田県秋田市泉中央５丁目１－１６

43人 018-838-4500

雇用・労災
05010-21607781

12ヶ月
雇用・労災

05010-21519881

ホールスタッフ（潟上本
店）


○ホール業務全般
・オーダー受付、後片付け、会計

＊土・日勤務可能な方を希望します。
＊就業時間は相談可能です。

不問

他

59人 018-862-5477

不問

12人 018-893-5085

不問
25人 秋田県潟上市

不問

日他 秋田菅公学生服　株式会社

抽選係（短期）【１２／７
～
１２／２２】

○福引抽選の業務を担当していただきます。

＊就業時間（１）（２）各１名の募集です。

＊場合により（１）は１８時頃まで、（２）は１０時からの勤務と
なることもあります。
＊制服あり
＊元気な接客が求められるお仕事です。

不問

日 株式会社　せきや
な　し

秋田県秋田市大町１丁目４－２２

不問
2,500人 秋田県秋田市

63人 秋田県秋田市
平成30年12月7日～平
成30年12月22日 労災

05010-21559581

マーク付加工及び倉庫
業務

・学生服、体育着への加工業務
・倉庫管理、出荷業務、セット組、商品整理、他

＊加工業務は簡単な作業です。入社後指導します。
＊洋裁ができる方歓迎

ヤマト運輸株式会社　秋田法人営業
支店毎　週
秋田県秋田市御所野湯本２丁目１－
１

その他
秋田県秋田市卸町３丁目５番２号

7人 018-863-4505

3ヶ月
雇用・労災

05010-21573981

平成30年12月20日～
平成31年4月30日 労災

05010-21535781

セールスドライバー（４
Ｈ）

○宅配便荷物の集荷、配送業務に従事していただきます。
・荷物のルート配送

＊集配エリア：秋田市内
＊会社・大型店のみの集配業務になります。
（個人宅はありません）
＊契約は３ヶ月毎の更新予定です。

大型自動車免許ま
たは中型免許（８ｔ
限定可）

土日祝他

毎　週
宮城県仙台市若林区卸町５丁目１－
１７

1人 022-236-6231

不問

23人 018-839-3542

不問
130,000人 秋田県秋田市

18,320人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
04010-75174181

（請）清掃［秋田市］

◎大手金融機関の社員寮での清掃業務

入寮者使用の風呂場、トイレ、食堂ホール、玄関、階段、廊下
の清掃等

＊年度毎契約更新

不問

土日 株式会社　魚国総本社　東北支社



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 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～14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)10時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2) 9時00分～16時00分

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時30分～15時30分 就業場所

時給

4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30分～16時00分 就業場所

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時00分～10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

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 765円～825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11月7日発行（平成30年11月6日受付分)　Ｎｏ．３

3ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

（請）清掃［秋田市］

◎大手金融機関の社員寮での清掃業務

入寮者私用の風呂場、トイレ、食堂ホール、玄関、階段、廊下
の清掃等

＊年度毎契約更新

～平成31年3月31日
労災

04010-75179581

不問

土日 株式会社　魚国総本社　東北支社
毎　週

宮城県仙台市若林区卸町５丁目１－
１７

1人 022-236-6231

18人 018-865-2111

不問

不問
18,320人 秋田県秋田市

不問

日他 株式会社　東北コミュニケーション

ホテル内清掃業務

○客室を除くホテル内公共スペース全般の清掃業務
　（掃除機・モップ・ほうき等使用）
・ロビー
・事務所
・各階ホール、廊下
・レストラン
・宴会場
・駐車場
・館内トイレ等

不問

他 ホテルマネージメントインターナショナ
ル　株式会社毎　週
秋田県秋田市大町３丁目４－１８

不問
4人 秋田県秋田市

1,300人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010-21493981

清掃・クリーニング（ぬく
もり山王）

○高齢者施設における清掃および衣類の洗濯等。
・共用部、居室清掃　等

＊３０名分を３名で交替で行います。常時２名体制。

＊洗濯等は１日あたり１５名分程度で、入所者ごとに衣類の
　洗濯、たたむ、仕分けを行います。

※所定労働時間は週２０時間未満で調整します。

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

毎　週
秋田県秋田市土崎港中央３丁目４－
１３

3人 018-846-1139

～平成31年3月31日
労災

05010-21555081

労災
05010-21506681

清掃員

○保育園内外の清掃業務に従事していただきます。
・トイレ清掃
・保育室、廊下の掃除機がけ
・棚拭き
・靴箱砂取り
・園外の草取り等

不問

日祝

22人 018-862-8311

不問

24人 018-832-4582

不問
120人 秋田県秋田市

不問

月土日他 株式会社　丸祐運送　秋田営業所

商品管理

○倉庫での仕分け作業に従事していただきます。

＊商品の入荷、出荷処理等をしていただく場合もあります。
（倉庫にて伝票を基にしたチェック作業　等）

不問

日他 秋田協同書籍　株式会社
毎　週

秋田県秋田市卸町３丁目７－２

不問
360人 秋田県秋田市

29人 秋田県秋田市
平成30年12月17日～
平成31年4月30日 雇用・労災

05010-21510281

倉庫仕分け担当者《急
募》

○秋田営業所倉庫内で、到着した商品を納品先別に仕分け
ていただく仕事です。

・取扱商品は医療品・日用品・医薬品などです。

・重量は最大２０ｋｇ位まであります。

佐藤株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市御所野湯本４丁目１－
６

毎　週
秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－２６　飯島工業団地内

44人 018-880-6885

～平成31年3月31日
労災

05010-21549681

平成30年11月21日～
労災

05010-21527781

物流センター係員

○商品の出荷作業に従事していただきます。
・お得意先へ配達する商品をロケーション（倉庫内）から
　ハンディーターミナルを使用してピッキングする作業
　です。
＊扱う商品は即席めんや飲料等の加工食品です。
＊積み込み作業はありません。
＊更新後は、１年毎の更新となります。

不問

他

毎　週
秋田県秋田市外旭川字待合２８　秋
田市中央卸売市場内　花き棟２Ｆ

27人 018-869-5780

不問

31人 018-889-9170

不問
342人 秋田県秋田市

40人 秋田県秋田市

労災
05010-21554181

仕分け・営業サポート

○市場内での花の仕分け（何名かで手分けして行います）
・仕分けの後の、水あげや掃除
○簡単なパソコン入力
・伝票など
○営業は社員のサポートです。

＊週３日（月・水・金）の勤務です。

不問

火木土日他 株式会社　みづき

℡ 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．　１１月　７日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
　２．　１１月　８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　３．　１１月　９日　社会福祉法人幸楽会【看護師・准看護師、介護員、訪問介護員】
　４．　１１月１２日　㈱和敬園「施設名：ショートステイ御所野の森」【介護職】
　５．　１１月１３日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　６．　１１月１４日　㈱プレステージ・インターナショナル【事故受付、家財保険受付、入力業務　他】
　７．　１１月１５日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、会員様ｻﾎﾟｰﾄ係　他】
　８．　１１月１６日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ｼｮｰﾄｽﾃｲ介護職員、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介護職員】
　９．　１１月１９日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
１０．　１１月２０日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、介護員、看護師・准看護師、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
１１．　１１月２１日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
１２．　１１月２２日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
１３．　１１月２６日　社会福祉法人幸楽会【看護師・准看護師、介護員、訪問介護員】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

秋田市中通2-3-8　アトリオン３F 秋田市御所野地蔵田3-1-1　秋田テルサ３F
Tel　018-836-7820 Fax　018-831-1817 Tel　018-889-8609 Fax　018-889-8610
ご利用時間 ご利用時間／９：００～１７：１５
　月・金曜日        ９：００～１８：３０ （土日・祝日・年末年始は閉庁）
　火・水・木曜日 　９：００～１７：１５ ○ハローワーク相談コーナー
　土曜日　　　　　１０：００～１７：００(原則第２・４のみ開庁)

（※日曜、祝日、年末年始は閉庁）
○職業相談・紹介・求人情報検索コーナー ○求人情報検索コーナー

【マザーズコーナー秋田】

 
Tel　018-836-9001 Fax　018-831-1817

○子育てをしながら働くことを望む求職者の
職業相談・紹介を専門に行います。

 場所、利用時間はハローワークプラザアトリ
 オンと同じ。

　　いずれの施設もハローワーク秋田と同じ求人情報がご覧いただけます。
　　職業相談・職業紹介も行っていますので、是非ご利用ください。

【ハローワークプラザアトリオン】 　【ハローワークプラザ御所野】

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田の求人情報検索コーナーと
同じ内容の検索ができます。

ハローワーク秋田附属施設のご案内



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～1,500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30分～17時30分 就業場所
(2)12時00分～17時30分

時給

2人 1,500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 就業場所

時給

2人 1,300円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 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～12時00分 就業場所

時給

2人 850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

1人 1,500円～2,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 850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30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～15時30分

時給

1人 770円～870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 64歳以下 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)10時00分～15時00分

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時45分 就業場所
(2)10時00分～16時45分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

3人 018-824-5321

パソコン操作ので
きる方

3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21662581

平成30年12月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-21691181

経理事務　　　　　　．

○経理事務員として、下記の業務を担当していただきます。
・伝票、元帳、経理関係帳簿等の作成
・給料計算、社会保険関係の書類作成
・その他付随する業務

＊デスクワーク業務です。

不問

土日祝他 株式会社　秋田林産
毎　週

秋田県秋田市茨島１丁目４番６３号

毎　週
秋田県秋田市本道１－１－１

950人 018-884-6010

エクセル、ワード、
インターネットなど
パソコンが使える
方

1,400人 秋田県秋田市

650人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13070- 6406282

技術系スタッフ（精神科
学講座）

精神科学講座において次の業務に従事していただきます。

・研究業務の補助（データ入力やデータの整理、庶務業務な
どデスクワークが中心となります）


働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝 秋田大学医学部総務課

一般事務【秋田市】入
力、電話対応などの作
業♪

【一般事務】在宅訪問医療マッサージを提供する事業所の事
務員として、以下の業務をお願いします。
・書類作成
・電話応対
・介護事業所等への書類提出
◎お仕事に慣れてきたら…
施術スタッフの訪問シフト管理なども徐々に教えていきます。
また、介護事業所への書類提出など、外出業務をお願いする
こともございます。

自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社フレアス
毎　週

東京都渋谷区初台２ー５－８　西新
宿豊国ビル２Ｆ

10人 0120-938-841

入力などの簡単な
ＰＣ作業、電話対応
経験など

10人 018-869-9505

不問
165人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-21682281

労災
05010-21679981

一般事務

○経理、総務業務全般を担当して頂きます。
・主に請求書の発行
・給与の計算
・各種社会保険等の手続き
・年末調整業務
・電話対応等雑務
・銀行用務、他（社用車使用・ＡＴ車）

不問

土日祝他 株式会社　トップス
毎　週

秋田県秋田市泉釜ノ町２２番１３号

隔　週
秋田県秋田市中通五丁目１番５１号
北都ビルディング７Ｆ

6人 018-827-7435

ワード、エクセル等
が使用できるパソ
コンスキル

7人 秋田県秋田市

2,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21732681

庶務、経理

○庶務、経理として、下記の業務に従事していただきます。
・会計ソフトを使用した仕訳入力
・ワード、エクセルによる文書作成
・伝票、帳票等の書類作成、整理
・銀行等での入金、支払手続（社用車使用）
・来客時のお茶出し等の庶務全般
・税理士事務所との往来

＊日商簿記２級以
上（必須）
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ウェンティ・ジャパン

受付事務（能開セン
ター）

○受付に係る事務業務
・簡単なパソコン操作（入力程度）
・電話応対、配布物のセット　等

＊勤務時間数は、６～８時間で相談に応じます。
＊電話アポイントや営業ノルマ等は一切ございません。
＊賃金は年齢・能力を考慮し定めます。

※とにかく働きやすい環境です！

不問

日他 株式会社　ワオ・コーポレーション
能開センター秋田本部毎　週
秋田県秋田市東通仲町４－１　秋田
拠点センターアルヴェ６Ｆ

40人 018-836-0521

不問

6人 018-862-7352

ＰＣ基本操作
6人 秋田県秋田市

～平成30年12月28日
労災

05010-21684081

～平成31年3月31日
労災

05010-21666281

事務（臨時）

○一般事務業務に従事していただきます。
・電話対応
・伝票発行
・ＰＣ入力（商い奉行等）
・来客対応
・帳簿記載
・請求処理
・その他付随する業務

不問

土日祝 株式会社　光和物産
毎　週

秋田県秋田市大町１丁目５－３０

毎　週
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

130人 018-857-3101

不問
470人 秋田県秋田市

470人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010-21667181

准看護師【パート職員】

○施設入所者（１５０床）への看護業務
　（１５名程度で看護業務を担当します）


※主に利用者のバイタルチェックなどを行います


働き方改革関連認定企業【くるみん】

准看護師免許

他 医療法人　久盛会（介護老人保健施
設　三楽園）

看護師【パート職員】

○施設入所者（１５０床）への看護業務
　（１５名程度で看護業務を担当します）


※主に利用者のバイタルチェックなどを行います

働き方改革関連認定企業【くるみん】

看護師免許

他 医療法人　久盛会（介護老人保健施
設　三楽園）毎　週
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

130人 018-857-3101

不問

不問
38人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21656781

看護師もしくは准看
護師

日他 ショートステイ千乃恵（有限会社　コリ
ウス）毎　週
秋田県秋田市四ツ小屋字城下当場２
５３－４

21人 018-853-1556

平成30年11月8日発行（平成30年11月7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

看護職員（看護師また
は准看護師）

○介護施設での看護業務に従事していただきます。
（定員３０名　看護師２名体制）
・バイタルチェック　　・健康管理
・介助、見守補助
＊オンコール対応（週１回程度）あり
＊看護職員２名体制のため介護施設が初めての方でも安心して働く
ことができます。
＊介護施設ですので医療行為等は殆どありません。
＊職員間の連携も非常に良く、働きやすい職場です。
＊６０歳以上の方も大歓迎です。

℡ 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 850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～13時00分 就業場所
(2)14時00分～18時00分
(3)17時00分～22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 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～12時00分 就業場所
(2)14時30分～19時30分

時給

2人 770円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～14時30分
(3) 9時00分～15時30分

時給

1人 770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) 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 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 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

4人 800円～1,200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 18歳以上 (1)10時00分～14時00分 就業場所
(2)11時00分～15時00分
(3)16時30分～22時30分

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 937円～937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) 8時30分～16時30分 就業場所
(2) 9時15分～17時15分

時給

1人 770円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～12時00分 就業場所28人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21659181

和菓子製造補助

○和菓子の製造補助の業務に従事していただきます。
・原料の計量作業、機械器具の洗浄などから始まり、慣れて
くると、実際の生菓子や焼き菓子作りにも従事していただき
ます。

＊技術を身につけることができます。お菓子作りに興味があ
る方・好きな方を希望します。
＊白衣貸与

不問

日他 株式会社　塚本商店　旭南高砂堂
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目１８－２５

19人 018-823-4021

不問

33人 018-860-2711

不問
秋田県秋田市

平成30年12月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-21688581

12ヶ月
労災

05010-21720881

守衛業務

○非常勤職員（守衛業務）
県庁舎（敷地を含む）の保全と秩序維持を図る
　１．庁舎内外の巡回警備
　２．作業のための入庁者の管理
　３．会議室等の鍵の貸し出し
　４．駐車場の管理（駐車場自動管制装置操作を含む）
　５．防火・防災への対応（総合防災盤操作を含む）
　６．構内除雪作業（歩行型ロータリ除雪機の操作を含む）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等
＊公務員災害制度（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
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１　秋
田県庁１階

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目２－１２

20人 018-862-2433

不問
20人 秋田県秋田市

44人 秋田県秋田市
平成30年11月20日～

雇用・労災
05020- 5228381

フロント業務（７：００～１
１：００）

○フロント業務に従事していただきます。
・フロント事務
・宴会、集会、レストランでの接客業務（多忙時） 不問

土日祝 地方職員共済組合秋田宿泊所　ル
ポールみずほ

ホールスタッフ、調理補
助、食器洗浄

１１月中旬新規オープンの店舗でホールサービスを担当して
いただきます。（パスタを中心とした洋風料理が主体）
＊お客様からの注文を受け、お料理を運びます
＊レジを操作しお会計を担当します
＊食器類の片付け、テーブルのセッティングなどをします
＊簡単な料理の盛付、ドリンク作り、食器の洗浄などの作業
もあります
気配りや明るい接客態度が求められる業務です

不問

日祝他 株式会社　フード・ボックス
な　し

能代市二ツ井町字三千苅　４－５

0人 0185-73-3737

不問

20人 018-893-5513

不問
2,000人 秋田県秋田市

労災
05010-21718981

労災
05010-21717681

ホールスタッフ（炙り牛
タン万）（１０時～１６時）

○ホール業務に従事していただきます。
（主な仕事の内容）
・料理の持ち運び、接客、会計
・ホールの清掃　
・その他、付随する業務

＊制服の貸与あります。
＊勤務日数は相談可能です（平日のみ可）。

不問

他 株式会社　ピアーサーティー東北
毎　週

秋田県秋田市御所野地蔵田１丁目１
－１　イオン秋田ＳＣ１Ｆ

毎　週
秋田県秋田市御所野地蔵田１丁目１
－１　イオン秋田ＳＣ１Ｆ

20人 018-893-5513

不問
2,000人 秋田県秋田市

470人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-21665881

キッチンスタッフ（炙り牛
タン万）（９時～１６時）

○キッチンでの業務全般に従事していただきます。
・調理および仕込作業
・食器、調理器具の洗浄

＊レジ及びホールでの作業はありません。
＊制服貸与あります。
＊勤務日数は相談可能です。（平日のみ可）


不問

他 株式会社　ピアーサーティー東北

調理職員（パート）

・施設入所者（１５０人）
・通所利用者昼食（約４０人）
・職員食（約３０人）

＊上記食事の調理、配膳、下膳等全般の作業を１５名のロー
テーションで担当します。
※資格がなくても応募可
働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

他 医療法人　久盛会（介護老人保健施
設　三楽園）毎　週
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

130人 018-857-3101

不問

3人 018-888-1333

不問
15,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-21664781

6ヶ月
雇用・労災

04010-75563681

調理員（秋田市八橋デ
イサービスセンター）

○調理業務全般
・食材の検品
・下処理
・調理
・盛り付け
・配膳、下膳
・洗浄、清掃などの業務

不問

日他 株式会社　メフォス　東北事業部秋
田支店その他
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバースビル６Ｆ

毎　週
宮城県仙台市青葉区一番町１丁目２
－２５　仙台ＮＳビル５Ｆ

0人 0120-810-300

不問
1,700人 秋田県潟上市

18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21654581

（請）調理員［潟上市］

◎シルバー施設での食事提供業務です。
・調理、盛付、配膳、洗浄業務など

＊慣れない仕事も多いかもしれませんが、分からないことは
スタッフが、丁寧に指導致します。

＊６ヶ月毎契約更新

不問

他 ジー・エイチ・ホスピタリティフード
サービス東日本株式会社

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
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

不問
95,000人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

05010-21670581

不問

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田広面支
店　秋田東通センターその他
秋田県秋田市東通４丁目５番１２号

40人 080-5068-0078

3ページ中 2ページ

平成30年11月8日発行（平成30年11月7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

受付

○受付業務を担当していただきます。

・来店されるお客様の荷物を受け付ける仕事です。
・受け付けた荷物を倉庫に運ぶ仕事もあります。
・事務作業、電話作業もあります。
＊勤務状況に応じて、更新の可能性あり

＊短期間アルバイトも可能（１１～１２月）



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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～17時00分

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) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 2,000円～2,000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) 5時00分～ 8時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分
(3) 9時00分～17時00分

時給

2人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～15時30分 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

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 770円～770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) 8時00分～12時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時00分～18時00分 就業場所

40人 080-5068-0078

不問
95,000人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

05010-21676081

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-21719581

ダイレクトメール仕分け
作業員

○構内でダイレクトメールの仕分け作業を行っていただきま
す。
・ダイレクトメールの中身はカタログ等です
・簡単な端末操作があります

＊１日４時間程度の勤務です。

＊制服貸与いたします。

＊勤務状況に応じて、更新の可能性あり。

不問

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田広面支
店　秋田東通センター毎　週
秋田県秋田市東通４丁目５番１２号

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目２－３２　山
二ビル５階

24人 018-832-0401

不問
530人 秋田県秋田市

37人 秋田県秋田市
平成30年11月12日～
平成33年3月31日 労災

05010-21701581

清掃（道の駅あきた港）

○「道の駅あきた港」での清掃業務に従事していただきます
・館内外の清掃をおねがいします。
・機械による館内清掃
・掃き拭き
・男女トイレ清掃
・駐車場のゴミ拾い　等

＊県内外のお客様を共に「おもてなし」しましょう。

不問

他 株式会社　秋田東北ダイケン

清掃（保戸野小学校）

・トイレの床掃き、水拭き
・衛生陶器類の洗浄
・トイレの間仕切り、窓台、扉の清掃
・トイレおよび水飲み場の洗面台の洗浄、鏡を拭く
・トイレのごみ箱、汚物等の収集処理

＊女子トイレの清掃あり

不問

火水金土日祝他 タクス秋田　株式会社
毎　週

秋田県秋田市川尻御休町８－１６

1人 018-838-6940

不問

32人 018-873-5918

不問
32人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-21689481

平成30年12月1日～平
成31年3月15日 労災

05010-21660681

清掃員

○病院、特養老人ホーム、介護施設内外（トイレ、廊下、
　居室など）全域の清掃業務に従事します。
・箒、ちりとり、モップを使用
・ごみの搬出（病棟または施設→ごみ置き場）

＊１日６．５時間（月１６日以内）、週４日勤務
＊雇用期間：表示期間満了後は１年毎の契約更新
＊１名～６名体制

不問

他 有限会社　久幸メディカルサービス
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
２３５－３

その他
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

0人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

150人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
19050- 2949381

除・排雪ローダーオペ
レーター

○ローダー（ボブキャット）操作で除・排雪作業を行っていただ
きます。
・降雪時（５～１０ｃｍ程度）にローダー運転操作により除雪業
務全般
・週１回程度の排雪業務（トラックへの積込み）２ヵ所

＊制服は貸与します。
＊採用時に健診、研修あります。

＊車両系（３ｔ未満）
講習修了者
（運転業務特別教
育修了者）

他 株式会社　友愛ビルサービス

インクカートリッジ回収
業務（秋田）

○店舗ラウンド、回収業務を行います。
　＊秋田県内の店舗を廻りながら、売場の確認・商品の注
文・補充を行って頂きます。
　＊各店舗の回収ＢＯＸから、使用済みインクカートリッジを回
収して頂きます。
　＊店舗にて担当者の方と設置について交渉してもらったり
設置提供をして頂きます。（回収業務に慣れてきたところで）
　＊自家用車を使用し、自宅から店舗をまわりながら回収し
ます。
　月１回は、仙台営業所で業務の確認、打合せを行います。

普通自動車運転免
許（ＡＴ可）

土日祝 ジット　株式会社
その他

山梨県南アルプス市和泉９８４－１

1人 055-280-8105

不問

不問
15人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21657881

不問

日他 有限会社　佐藤徳太郎商店
その他

秋田県潟上市昭和大久保字宮の前
１６２－１

15人 018-877-3224

平成30年11月8日発行（平成30年11月7日受付分)　Ｎｏ．３

3ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

佃煮製造助手、選別、
梱包及び配達

○佃煮製造助手、配達に関する業務を担当していただきます
・仕掛け品の種類、大小異物等をより分ける作業。
・佃煮を主体とした食品の包装や詰め合わせ。
・普通自動車免許所有者は、潟上市、南秋地区への配達
（ＡＴ車あり）もあります。
・その他付随する業務。

＊勤務時間、勤務日数等は希望により相談します。
＊配達は出来れば尚良し。

℡ 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．　１１月　８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　２．　１１月　９日　社会福祉法人幸楽会【看護師・准看護師、介護員、訪問介護員】
　３．　１１月１２日　㈱和敬園「施設名：ショートステイ御所野の森」【介護職】
　４．　１１月１３日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　５．　１１月１４日　㈱プレステージ・インターナショナル【事故受付、家財保険受付、入力業務　他】
　６．　１１月１５日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、会員様ｻﾎﾟｰﾄ係　他】
　７．　１１月１６日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ｼｮｰﾄｽﾃｲ介護職員、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介護職員】
　８．　１１月１９日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
　９．　１１月２０日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、介護員、看護師・准看護師、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
１０．　１１月２１日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
１１．　１１月２２日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
１２．　１１月２６日　社会福祉法人幸楽会【看護師・准看護師、介護員、訪問介護員】
１３．　１１月２７日　㈱プレステージ・インターナショナル【事故受付、家財保険受付、入力業務　他】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

秋田市中通2-3-8　アトリオン３F 秋田市御所野地蔵田3-1-1　秋田テルサ３F
Tel　018-836-7820 Fax　018-831-1817 Tel　018-889-8609 Fax　018-889-8610
ご利用時間 ご利用時間／９：００～１７：１５
　月・金曜日        ９：００～１８：３０ （土日・祝日・年末年始は閉庁）
　火・水・木曜日 　９：００～１７：１５ ○ハローワーク相談コーナー
　土曜日　　　　　１０：００～１７：００(原則第２・４のみ開庁)

（※日曜、祝日、年末年始は閉庁）
○職業相談・紹介・求人情報検索コーナー ○求人情報検索コーナー

【マザーズコーナー秋田】

 
Tel　018-836-9001 Fax　018-831-1817

○子育てをしながら働くことを望む求職者の
職業相談・紹介を専門に行います。

 場所、利用時間はハローワークプラザアトリ
 オンと同じ。

　　いずれの施設もハローワーク秋田と同じ求人情報がご覧いただけます。
　　職業相談・職業紹介も行っていますので、是非ご利用ください。

【ハローワークプラザアトリオン】 　【ハローワークプラザ御所野】

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田の求人情報検索コーナーと
同じ内容の検索ができます。

ハローワーク秋田附属施設のご案内



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 1,040円～1,440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 1,230円～1,280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～18時30分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分
(3) 8時30分～13時30分

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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 876円～963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 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時15分～17時00分 就業場所

時給

1人 790円～790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) 6時10分～ 8時10分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～19時00分 就業場所

時給

5人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)14時00分～19時00分

時給

1人 930円～1,130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 850円～1,050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

6人 018-870-6131

不問
700人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010-21761881

雇用・労災・健康・厚生
05010-21760781

セルフスタンドアドバイ
ザー

○ガソリンセルフスタンドでのお客様対応を担当します。
・お客様への機械操作の説明
・案内、清掃　等
・その他、付随する業務
＊給油作業はありません。
＊月９０～１２０ｈ勤務で調整します。
＊就業時間、要相談

不問

他 メガペトロ　株式会社　ペトラス天王
店毎　週
秋田県潟上市天王字蒲沼６３－３０

毎　週
秋田県潟上市天王字蒲沼６３－３０

6人 018-870-6131

不問
700人 秋田県潟上市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21758681

セルフスタンド業務全
般

○ガソリンセルフスタンド内の各種業務を担当します。
・お客様への機械操作の説明
・お客様の誘導・案内
・スタンド内外の清掃　等
＊給油作業はありません。
＊月１５０ｈ勤務で調整
＊就業時間は、要相談

危険物乙種第四類

他 メガペトロ　株式会社　ペトラス天王
店

野菜加工品の販売とレ
ジ係　　（トピコ店）

○ＪＲ秋田駅構内トピコ１Ｆ産直「みんなのやさい畑トピコ
　店」における販売及びレジ
・地元で採れた野菜、果物を始め、加工品（漬物等）その他を
販売します。
・野菜のカット及びラベル貼りの作業等をしていただきます
・その他、付随する業務全般

不問

他 企業組合　みんなのやさい畑
毎　週

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１６１－１

11人 018-893-6102

不問

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年11月26日～
平成30年12月31日 雇用・労災

05010-21810081

～平成31年3月2日
労災

05010-21743481

鮮魚担当【秋田市】

○当社派遣先事業所において、次の業務に従事していただ
きます。
・鮮魚コーナーにてお魚をさばく作業
・パック詰め

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

毎　週
秋田県秋田市土崎港中央３丁目６－
１０

106人 018-845-2050

不問
秋田県秋田市

2,334人 秋田県秋田市
平成30年12月1日～平
成33年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-21745881

郵便内務

○郵便内務業務を担当していただきます。
・郵便物の区分等
・その他、付随する業務

朝２時間程度の勤務となります。郵便物の量によって１時間
程度残業となる場合があります。

雇用期間：平成３１年３月２日までの雇用です。

不問

他 日本郵便　株式会社　土崎郵便局

事務系スタッフ（総合学
務課）　【１０：１５～１７：
００】

所属先：総合学務課
高大接続事業（高校生に大学入学後、支障なく大学の講義に対応で
きる学力を身に付けさせるための支援事業）に関する以下の業務を
担当いただきます。　
・事業の実施補助
・会計処理事務
・文書管理事務
・その他事業に関する事務補助
※採用後、配置換等により変更の可能性があります。
働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

・パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ等）
が出来ること

90人 018-862-6681

パソコンを十分使
いこなせる方（ワー
ド・エクセル）

557人 秋田県秋田市
平成30年12月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災

05010-21738281

平成31年4月1日～
雇用・労災

05010-21751481

非常勤職員（事務補
助）

・電話応対、担当者への取次ぎ
・専用端末を利用したデータの検索、入力
・文書管理（各書類の整理、印刷、綴込み、
　　　　　　郵便物の受理・発送業務）
・その他職員の事務補助

＊窓口ではなく後方での事務処理です。

不問

土日祝他 秋田労働局
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－３

毎　週
秋田県秋田市四ツ小屋字城下当場２
－４

31人 018-839-2734

不問
31人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市
平成31年1月4日～

雇用・労災
05010-21795781

保育教諭

○幼保連携型認定こども園の保育教諭として０歳児～６歳児
　までの保育教育を担当する。

＊最初はクラス担任補助として勤務していただきます。

＊園児１５０名、保育教諭２２名体制となります。

【平成３１年４月からの採用です】

幼稚園教諭及び保
育士

土日祝他 学校法人　四ツ小屋幼稚園

看護師（パート）

○看護業務に従事していただきます。
・外来診療
・妊婦健診、がん検診、採血など

＊外来診療のみです。
＊土曜日の休みは希望を考慮します。
＊職場内は、アットホームな雰囲気です。　
＊未経験者でもＯＫです。

看護師または准看
護師

日祝他 御野場たなかレディースクリニック
その他

秋田県秋田市仁井田新田２－１４－
２１

6人 018-874-8100

不問

不問
170人 秋田県潟上市

12ヶ月
労災

05010-21742581

看護師または准看
護師

他 社会福祉法人　敬仁会　地域密着型
特別養護老人ホーム　聚恵苑毎　週
秋田県潟上市天王字上江川４７－１
００

21人 018-853-5217

平成30年11月9日発行（平成30年11月8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

看護師（パート）≪急募
≫

○施設利用者の看護ケア・服薬管理


・一般入所者２９名、短期入所者８名です。
・看護スタッフ３名体制です。



℡ 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 850円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～13時30分 就業場所
(2)12時00分～17時00分

時給

1人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～10時00分 就業場所
(2) 7時00分～11時00分

時給

2人 780円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～11時30分 就業場所
(2) 8時00分～16時15分

時給

1人 762円～762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30分 就業場所
(2)10時00分～16時30分

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時30分～14時30分 就業場所
(2)18時00分～21時00分

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所

時給

2人 765円～785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50分 就業場所

時給

2人 765円～775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50分 就業場所

時給

2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) 8時30分～16時30分 就業場所

時給

1人 1,200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～17時00分 就業場所11人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21785581

配達

○商品（建築資材・金物）の配達業務に従事していただきま
す。
・重量物（２０ｋｇ程度）の物もあります。
＊配送エリア：主に秋田県全域となります。
＊１．５ｔ～２ｔ車を使用します。

※未経験でも指導、教育を行います。ご相談下さい。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
玉掛免許待遇優遇

日祝他 アクセル株式会社　秋田営業所
毎　週

秋田市仁井田字古川向２２－４

1人 018-853-5032

不問

31人 018-862-7455

不問
90人 秋田県秋田市

労災
05010-21739181

雇用・労災
05010-21754281

ルート配送

○ご契約をいただいているお客様（店舗、工場、事務所等）
　を訪問し、マット、モップ等ダスキン商品の定期的な交換
　作業を行っていただきます。
＊ルートによって一日に回る件数はまちまちです。
＊社用貨物車（軽）使用
＊週３日程度の勤務
（就業時間・日数については相談に応じます）
＊制服あり
※訪問先は固定しており、個人宅への配送はありません。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　共和
毎　週

秋田県秋田市川尻大川町９－３１

毎　週
秋田県秋田市外旭川三千刈１７２－
１

14人 018-866-3201

不問
44人 秋田県潟上市

44人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21753881

水産物加工員（昭和工
場）

○水産物加工の工場にて以下の業務を担当いただきます。
・冷凍品の加工（魚の切り身を箱詰め、魚の衣つけ等）
・魚の頭、内臓取り
・備品等の洗浄作業　他
　
＊週の労働日数は４日になります。
＊立ち仕事になります。

不問

日祝他 株式会社　金森水産

水産物加工員

○水産物の加工及びパック詰、箱詰め業務全般　　　　　　　　
・冷凍品（ホッケ、ニシン等の切り身）を加工
・パック詰め
・魚介類洗浄（手袋使用）
・魚の頭、内臓取り
・経験はいりません

＊週の労働日数は４日になります。
　１日５時間５０分勤務

不問

日祝他 株式会社　金森水産
毎　週

秋田県秋田市外旭川三千刈１７２－
１

32人 018-866-3201

不問

4人 018-847-0613

不問
432人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21770281

労災
05010-21779881

レンタルマット・モップの
交換業務（環境サービ
ス課）

・秋田市内および近郊の契約先事業所を定期的に訪問して
のリースキンレンタルマット、モップ等の交換業務並びに販売
促進業務
・パソコンを使っての売上集計業務

＊業務には１ＢＯＸカーを使用（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 みちのくキャンティーン　株式会社
秋田営業所毎　週
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
４９

毎　週
秋田県秋田市寺内字蛭根２丁目６－
２１

2人 018-866-3900

不問
3人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21803081

ホール係（ランチ・ディ
ナー）

○中華レストランのランチタイム、ディナータイムにおける接
客、レジ、片付け、食器洗い他
○ドリンク等を作り提供する。

＊勤務日数等は、相談に応じます。

＊ランチタイム：２人交替制。土、日、祝隔週で休みあり
＊ディナータイム：土、日、祝日に限る。

不問

水他 中華の台所　喰べちゃいな

調理員

○デイサービス利用者様の給食調理業務に従事していただ
ききます。
・給食の調理、盛り付け、配膳
・洗い場作業、清掃
・その他付随する業務

不問

他 株式会社グットラックプロデュース
毎　週

秋田県秋田市土崎港東４丁目２－４
３

11人 018-816-0520

不問

3人 018-823-7729

不問
8人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-21801281

労災
05010-21757381

給食業務「し～な保育
園」

○保育園の給食調理業務に従事していただきます。
・調理、盛り付け、配膳、下膳及び片付け
・食器洗い

＊園児（定員１８名）の昼食、午前・午後のおやつを調理

＊週２～３日勤務できる方

不問

土日祝他 有限会社　アキタプレスセンター
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目７ー２２

その他
秋田県秋田市広面字蓮沼７６番地
６０２号

6人 018-884-7715

不問
6人 秋田県秋田市

185人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-21800881

厨房業務（調理）

○披露宴、パーティー等の料理の準備、提供をしていただき
　ます。
・野菜、果物の洗浄、皮むき、カットなどの下ごしらえ
・経験によっては、料理長の指示に従い付け合わせ料理
（野菜料理）の調理も行う
・料理の盛り付け
・状況によって食器洗浄の手伝いもおこなう
＊平日３人、週末４人体制で対応します。

不問

水他 池内商店

看護補助パート≪急募
≫

・病棟内のゴミ回収
・食事時の配茶の準備、エプロン、ナプキンのセッティング
・食事の配膳、下膳、介助
・薬の内服介助
・サクションビンの洗浄
・ナースステーション内の清掃
・日曜日に医師当直室の清掃
＊１１月退職者補充の為
※働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

木 医療法人　運忠会
な　し

秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

118人 018-845-4151

不問

不問
17人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-21771181

＊普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）

土日他 株式会社　Ｏｎｅ’ｓ　Ｌｉｆｅ
毎　週

秋田県秋田市川元小川町４－１８

13人 018-827-3557

3ページ中 2ページ
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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

介護職員

○リハビリ特化型デイサービス（短時間・定員１０人）に
　おいて下記の業務に従事していただきます。
【仕事の内容】
・リハビリおよび介護予防運動での補助業務
（移動の介助、簡単な運動指導、記録の記入）
・介護全般
（但し、入浴・食事の介助はありません）
・送迎業務　（秋田市内　小型ＡＴ車使用）
・経験、知識は不要です
＊雇用期間は１年ごとの更新



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～18時30分 就業場所

時給

3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

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～12時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分

時給

5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 18歳以上 (1) 0時00分～ 5時00分 就業場所

130人 018-833-4529

不問
560人 秋田県秋田市

平成30年12月7日～平
成31年2月28日 労災

05010-21744781

労災
05010-21799081

ＪＲ車両基地構内の通
路除雪作業（秋田南営
業所）

○ＪＲ車両基地構内の通路除雪作業を担当していただきます
＊７０歳代の方も活躍しています。
＊雇用期間については、積雪状況により延長の可能性が
　あります。
＊スノーダンプ、スコップ使用
＊作業着貸与
＊１８名のチームです
（夜間は１１名での作業となります）
※雪が降らない場合は、通路・窓などの清掃を行います。

不問

他 ＪＲ秋田鉄道サービス　株式会社
毎　週

秋田県秋田市東通仲町１２番１７号

毎　週
秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

120人 018-833-7171

不問
120人 秋田県秋田市

69人 秋田県秋田市

労災
02010-21890381

洗浄員

・朝食後の食器洗浄、片付けを行っていただきます。
・朝食時間が９：００までなので、朝食後にお客様が使用した、
コップ、はし、お盆などの洗浄を行っていただきます。


不問

他 株式会社　秋田温泉さとみ

袋菓子の仕分作業（秋
田市新屋鳥木町／５時
間勤務）

≪請負業務≫
製造元から送られてくる袋菓子等を各コンビニエンスストアや
小売店ごとに仕分けをする作業です。 不問

日他 有限会社　ロジ・サポート青森
毎　週

青森県青森市大字大野字前田６２－
９

17人 017-763-5819

不問

不問
2,900人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-21781081

不問

他 中越クリーンサービス　株式会社　秋
田営業所毎　週
秋田県秋田市泉中央３丁目５－１２

13人 018-896-5911

平成30年11月9日発行（平成30年11月8日受付分)　Ｎｏ．３

3ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

清掃スタッフ（マルハン
追分）

○パチンコ店駐車場での清掃業務
・店外のゴミ回収
・ゴミ分別
・店外のスタンド灰皿清掃など

＊未経験の方でも指導しますので、安心して応募下さい。
＊試用期間２ヶ月あり（同条件）

℡ 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．　１１月　９日　社会福祉法人幸楽会【看護師・准看護師、介護員、訪問介護員】
　２．　１１月１２日　㈱和敬園「施設名：ショートステイ御所野の森」【介護職】
　３．　１１月１３日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　４．　１１月１４日　㈱プレステージ・インターナショナル【事故受付、家財保険受付、入力業務　他】
　５．　１１月１５日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、会員様ｻﾎﾟｰﾄ係　他】
　６．　１１月１６日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ｼｮｰﾄｽﾃｲ介護職員、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介護職員】
　７．　１１月１９日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
　８．　１１月２０日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、介護員、看護師・准看護師、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　９．　１１月２１日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
１０．　１１月２２日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
１１．　１１月２６日　社会福祉法人幸楽会【看護師・准看護師、介護員、訪問介護員】
１２．　１１月２７日　㈱プレステージ・インターナショナル【事故受付、家財保険受付、入力業務　他】
１３．　１１月２８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



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～1,500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30分～12時30分 就業場所

時給

2人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 900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

時給

1人 900円～1,100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)15時30分～18時30分 就業場所

時給

23人 880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30分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～15時00分
(3)10時30分～17時00分

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 (1)10時00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

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)19時30分～23時30分 就業場所

時給

1人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～10時00分 就業場所
(2)16時00分～18時30分

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分
(3)13時00分～17時00分

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
・余暇活動補助
・利用者送迎（軽自動車使用）等

＊就業日数、勤務曜日は相談に応じます。

＊雇用契約は６ヶ月毎の更新予定です。

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

9人 018-853-6218

不問
9人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-22010981

介護職（送迎）

○入所者の生活援助
・入所者の送迎、話し相手、車輌整備（洗車、車内清掃等）、
施設の環境整備等をしていただきます。（車輌はハイエース
等）

＊１日２８人定員で月～土の営業
午前は入浴・ストレッチ体操、午後はレクリエーション、戸外ド
ライブ等を行っています。　


介護職員初任者研修
終了またはヘルパー
２級
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

日他 社会福祉法人　みその　みそのホー
ム毎　週
秋田県秋田市寺内蛭根２丁目６番３
４号

11人 018-824-3341

不問
40人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-21969081

シール貼り、閉店処理
【秋田市】

○当社派遣先事業所において、次の業務に従事していただ
きます。
・値引きシールを商品に貼る。
・冷蔵庫ケースを閉めたり、掃除などの閉店作業

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

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年11月26日～
平成30年12月31日 雇用・労災

05010-21949881

レジ・販売・陣列・発注
業務（
秋田仁井田店）【急募】

〇店舗内において、下記業務を担当していただきます。
　・レジ業務
　・接客業務
　・商品陳列業務
　・商品補充業務
　・商品発注業務
＊就業時間は１３：００～２０：００の間の５時間程度と
　なっていますが、就業時間帯については２時間～５時間程
　度相で相談に応じます。
　　　　　　　　　★★【急募求人】★★

不問

他 業務スーパー酒田店（株式会社オネ
スタック）毎　週
酒田市こがね町１丁目１－３

9人 0234-68-0770

不問
63人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

06030-10325181

事務補助（１１／１５～）

○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

＊更新の可能性あります。（当初２ヶ月で最長通算５ヶ月）

不問

土日祝他 東北電力　株式会社　秋田電力セン
ター毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－１１

151人 018-884-3313


ＰＣ操作経験のあ
る方（ワード・エクセ
ル）

12,421人 秋田県秋田市
平成30年11月15日～
平成31年1月14日 雇用・労災

05010-22035681

一般事務、受付事務、
パソコンによるデータ入
力事務

※税務申告時期の増員求人です。
【雇用期間と募集人員等】雇用終了日は全て３／２９（金）
（１）Ｈ３１．１．１０（木）～　３人募集　
就業時間（１）休憩（１）　データ入力
（２）Ｈ３１．１．２１（月）～　１人募集　
就業時間（１）休憩（１）　一般事務（書類整理、編てつ）
（３）Ｈ３１．１．２８（月）～　１人募集　
就業時間（２）　休憩（１）　受付事務
（４）Ｈ３１．１．２８（月）～　１人募集　
就業時間（３）　休憩（２）　受付事務
※特記事項欄に続く

不問

土日祝 秋田北税務署
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央６丁目９－
１３

31人 018-845-1161

パソコン操作
＊入力ができる程
度

11,000人 秋田県秋田市
平成31年1月10日～平
成31年3月29日 雇用・公災

05010-21968181

事務・受付

○受付、会計、電話応対等、事務関連業務
○パソコンでの入力業務等（書類発行やワード、エクセル等
　による原稿作成、集計、表計算等）
○ペット用品の販売、通販業務全般

＊その他、付随する雑務

＊採用日については、応相談

不問

木日祝他 ウェルネス小林動物病院（有限会社
リブラ）毎　週
秋田県秋田市将軍野向山７－７

5人 018-847-1688

ワード、エクセル等
事務関係ソフト使
用可能な方

5人 秋田県秋田市
平成30年11月16日～
平成31年12月30日 労災

05010-22003581

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21975281

ＤＴＰデザイナー

○イラストレーターおよびフォトショップを使っての、
　パンフレット等の制作業務を担当していただきます。

＊スピードを意識して仕事ができる方希望

＊就業時間、曜日等は相談可能です。

不問

土日祝他 株式会社　コーワ
毎　週

秋田県秋田市広面字野添９８－６

7人 018-833-1817

イラストレーター・
フォトショップを使
用した実務経験

7人 秋田県秋田市

労災
05010-21993081

○のびのびこども園において、保育業務全般に従事していた
だきます
・幼稚園クラスの担任、保育クラスの担当、保護者との連絡な
ど　

　　　

幼稚園教諭免許、保
育士資格、小学校教
諭免許、養護教諭免
許
のうちいずれか

土日祝他 学校法人　ノースアジア大学
毎　週

秋田県秋田市下北手桜字守沢４６－
１

38人 018-836-3319

不問
378人 秋田県秋田市

平成30年11月12日発行（平成30年11月9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

看護師または准看護師

○看護業務、外来業務（無床）
○医師の診療補助
○医師から指示された処置　等
（血圧測定、採血、点滴、検査・与薬補助　等）

＊勤務時間、勤務日数はご相談に応じます。



看護師または准看
護師

日祝他 たわらや内科
その他

秋田県秋田市東通館ノ越８－１１

5人 018-884-7110

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21971581

保育教諭

℡ 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 1,250円～1,600円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 762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

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) 6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

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2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

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所
(2)11時00分～16時00分
(3)17時00分～21時30分

時給

1人 830円～830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～13時30分 就業場所

月給（時給換算）

3人 909円～909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)13時30分～18時30分 就業場所
(2)14時00分～18時30分
(3) 8時30分～13時30分

日給（時給換算）

2人 777円～777円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時30分～18時30分 就業場所

時給

3人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
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)13時00分～22時00分

時給

3人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート 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

時給

3人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)21時00分～ 6時00分 就業場所
平成30年11月19日～
平成30年12月31日 雇用・労災

05010-22007281

お弁当の盛り付け・調
理補助【潟上市】

・お弁当、お寿司、オードブル等の盛り付け、炊飯など
・ライン作業です。
・簡単な調理補助もお願いします。 不問

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

0人 0120-709-707

不問

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県潟上市

14,000人 秋田県潟上市

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
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

平成30年11月19日～
平成30年12月31日 雇用・労災

05010-22006881

平成30年11月19日～
平成30年12月31日 雇用・労災

05010-22005781

おにぎりの製造【潟上
市】

・おにぎりの製造
・ライン作業です
・初めてでもできる簡単な作業です。 不問

他

児童館補助員（臨時職
員）

○児童館補助員業務に従事していただきます。
［仕事内容詳細］
・児童館で、児童厚生員の助言を受け、児童へ遊びの指導を
したり、子供達の安全管理及び施設の管理等を行います。

・掃除や一般利用貸し出しの手続き等、事務補助的な作業も
あります。

不問

土日祝他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

不問
14,000人 秋田県潟上市

3,360人 秋田県秋田市
平成30年12月1日～平
成31年1月31日 雇用・公災

05010-21982881

サンドイッチ・調理パン
の製造【潟上市】

・サンドイッチ・調理パン等の製造をお願いします。
・ライン作業です。

※その他付随する作業あり

※初めてでも丁寧に指導いたします。

3人 018-866-2012

不問

2人 018-866-2012

不問
3,360人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

秋田市役所
な　し

秋田県秋田市山王１丁目１－１

その他
秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－３

55人 018-833-1919

～平成31年3月31日
雇用・公災・健康・厚生

05010-21967281

労災
05010-22004481

児童厚生員（Ａ）

○児童厚生員業務に従事していただきます。
［仕事内容詳細］
・児童館で、児童へ遊びの指導をしたり、子供達の安全管理
および施設の管理等を行います。
＊２～３名体制での業務となります。
＊雇用期間は、年度毎の契約更新となります。
（更新時の断続なし、雇用期間上限なし）

保育士資格・幼稚園
教諭免許・教員免許
いずれかの資格を
持っている方

日祝他

ホール・キッチン担当
【アルヴェ店】

＊ホール内における接客業務全般に従事していただきます。
　・お客様を席へご案内
　・ハンディターミナルによる注文受付
　・料理、飲み物の配膳
　・飲食後の食器等の片付け
　・調理及び調理補助　
　・店内外の清掃作業
　・その他付随する業務
※入社日：平成３０年１１月２６日頃を予定

不問

他 株式会社　ＴＲＥｎＴＡ　Ｆｏｏｄ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅその他
秋田県大仙市東川字屋敷後１８９－
２

不問
55人 秋田県秋田市

120人 秋田県秋田市

労災
05040- 6317981

布団上げ及び館内清掃
（パート）


・客室の布団上げ及び館内の清掃業務に従事していただきま
す。





0人 0187-66-3231

不問

55人 018-833-1919

不問
55人 秋田県秋田市

不問

他 有限会社　秋田温泉ホテル（秋田温
泉プラザ）

有限会社　秋田温泉ホテル（秋田温
泉プラザ）その他
秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－３

毎　週
秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

140人 018-833-7171

労災
05010-22028981

雇用・労災
05010-21956481

調理補助≪急募≫

○宿泊や宴会の調理補助業務に従事して頂きます。
・調理補助（盛り付けなど）
・食器洗い（食洗機使用）
・厨房内の清掃
・その他、付随する業務

＊初めての方でも丁寧にご指導いたします。

不問

他

不問
140人 秋田県秋田市

22人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-21957781

朝食会場接客サービス

○温泉旅館の朝食会場にて、バイキングですが、ごはんの盛
り付けやお客様の食べ終わった後の食器の片付け、料理の
補充確認など。

＊制服あり
＊朝食時間７：００～９：００までなので、６：００～の
１時間は会場の準備時間になります。
・９：００～１０：００まで休憩
・１０：００～１２：００まで洗い物など

・介護職員初任者
研修修了者、実務
者研修修了者、介
護福祉士のいずれ
か
・普通自動車免許
（マイカー使用）

不問

他 株式会社　秋田温泉さとみ

調理補助員（ノースアジ
ア大学学生食堂）

○学生食堂内での昼食調理業務に従事していただきます。
・１００人～２００人分の食材仕込み、調理
・食器洗浄など

＊４名のスタッフで対応
＊雇用期間終了後は１年更新となります。


不問

土日他 株式会社　サンアメニティ東北
毎　週

秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１９
４番地１

3ページ中 2ページ

平成30年11月12日発行（平成30年11月9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

ホームヘルパー（仁井
田）

〇生活援助・身体介護の在宅訪問介護サービスに従事して
いただきます。

※就業日数や勤務時間は相談に応じます

※マイカー使用（ガソリン代支給）

※６か月毎の契約更新あり6ヶ月

労災
05010-21977081

他 社会医療法人　明和会
その他

秋田県秋田市南通みその町３－１５

12人 018-834-6461

3人 018-881-3171

不問

1,593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

月給（時給換算）

1人 852円～920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) 3時00分～ 6時00分 就業場所
(2)14時00分～16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) 9時00分～11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)18時00分～22時00分 就業場所

雑務

○各客室の布団敷き
　満室の場合で２０人分ほどです。
　２人一組での作業になります。

○お客様がお部屋で飲み終えた茶盆の交換

○宴会場の片付け（お膳や食器下げ）等、洗い物等

不問

他 株式会社　秋田温泉さとみ

労災
05010-21959281

毎　週
秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

120人 018-833-7171

不問
秋田県秋田市

チサンマンションの清掃
業務

○１１階建てマンションの清掃のお仕事です。
・廊下、窓枠、玄関ホール、エレベーター等の掃き・拭き清掃
等

　＊トイレ・水場の清掃作業はありません。

不問

火木土日祝他 チサンマンション秋田管理組合
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目４－４７

2人 018-832-1459

不問
11人 秋田県秋田市

3ヶ月
労災

05010-22001681

018-852-2913

不問
30人 秋田県南秋田郡五城目町

6ヶ月
雇用・労災

05010-21980481

平成30年11月12日発行（平成30年11月9日受付分)　Ｎｏ．３

3ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

秋田魁新報等の宅配、
折込業務

・五城目エリアでの新聞の宅配（ＡＴ社用車使用）
・チラシの折込作業
・電話対応、来客対応

普通自動車運転免
許（ＡＴ可）

他 秋田魁新報　五城目販売所
な　し

秋田県南秋田郡五城目町字下タ町２
２３

30人

℡ 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．　１１月１２日　㈱和敬園「施設名：ショートステイ御所野の森」【介護職】
　２．　１１月１３日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　３．　１１月１４日　㈱プレステージ・インターナショナル【事故受付、家財保険受付、入力業務　他】
　４．　１１月１５日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、会員様ｻﾎﾟｰﾄ係　他】
　５．　１１月１６日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ｼｮｰﾄｽﾃｲ介護職員、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介護職員】
　６．　１１月１９日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
　７．　１１月２０日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、介護員、看護師・准看護師、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　８．　１１月２１日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
　９．　１１月２２日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
１０．　１１月２６日　社会福祉法人幸楽会【看護師・准看護師、介護員、訪問介護員】
１１．　１１月２７日　㈱プレステージ・インターナショナル【事故受付、家財保険受付、入力業務　他】
１２．　１１月２８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
１３．　１１月２９日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!


