
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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～12時00分 就業場所

時給

1人 1,350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

時給

2人 1,400円～1,400円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2)15時00分～19時00分

時給

2人 780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)13時00分～17時00分 就業場所
(2)14時00分～18時00分

時給

1人 800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)18時00分～ 2時00分 就業場所
(2)16時00分～21時00分
(3)21時00分～ 2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

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00分～16時00分 就業場所
(2) 7時30分～15時30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

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

時給

1人 950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)18時00分～21時30分 就業場所

0人 0187-88-8577

不問
570人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05070- 3336181

雇用・労災
05010-22968281

レジ係【１８：００～２１：
３０】

◎レジ業務を担当していただきます。

＊お客様のお買い上げ商品のスキャン、レジ締め等
＊お客様への商品説明等の接客業務

＊勤務日数及び勤務時間については、３日～６日の範囲で
相談に応じます。

＊１２／７オープン予定

不問

他 有限会社　中央市場（食品館、ビフ
レ）毎　週
秋田県湯沢市柳町２丁目１－４０

毎　週
秋田県秋田市新屋渋谷町１－３８

9人 018-827-6481

不問
9人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-22973481

営業補助

○福祉用具貸与および販売に関する営業補助業務に従事し
ていただきます。
・お客様との打ち合わせは営業担当と一緒に行います。打ち
合わせを受けて、社用車（ＡＴ車）でお客さまを訪問し、納品、
商品説明を行います。
・書類作成等

＊秋田市内が中心です。
＊初めのうちは先輩社員に同行して仕事を覚えていただきま
す。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水土日祝 有限会社　インテリア・バリアフリー
アート

経理事務

〇経理事務を担当します。
（主な仕事内容）
・一般経理事務、銀行取引、給与計算等
・入退去に係る費用の精算業務
・弥生会計使用

＊経理事務処理は指導します。

＊外出時は社用車（ＡＴ車）を使用

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
（損害保険募集人資
格あれば尚可）

土日祝他 有限会社　エル・コミュニケーションズ
毎　週

秋田県秋田市広面字広面２３１－１

9人 018-887-3880

パソコン操作できる方
（ワード、エクセル）
経理経験者優遇しま
す

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

05010-23057681

雇用・労災
05060- 6636781

事務員（パート）

○健康管理センターでの業務に従事していただきます。
　・受付
　・整理整頓等美化作業
　・検診補助
　・受診結果資料の管理

＊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

毎　週
秋田県横手市赤坂字館ノ下８０－１
ベッチモントｙｏｋｏｔｅ　３階

4人 0182-32-6263

不問
75人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010-23006681

保険担当者【秋田東
店】

【応募前見学できます！！】
◇少額短期保険の契約管理、簡単な集計と更新の管理、再
送（発送）など。
・書類作製、電話応対等
※営業、窓口業務はありません。
＊詳細は面接時に説明いたします。
＊家庭事情に配慮します。
＊土日出勤できる方、歓迎します。

不問

水他 朝日綜合　株式会社

保育士または保育助手
（夜間パート）

○当施設における保育業務を担当していただきます。
・乳幼児の寝付け、おむつ替え、添い寝、お迎え対応、
　おトイレの清掃など
＊０～６歳児までの乳幼児の保育、約１２人を３～４人でお世
話します。
＊未経験者にも仕事内容は教えます。
＊勤務日数等については相談に応じます。

※更新後は６ヶ月毎の更新あり

不問

日他 有限会社　大町子供の家
毎　週

秋田県秋田市大町５丁目７－３８

14人 018-823-4859

不問

018-827-3897

5人 秋田県秋田市

労災
05010-23054181

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
保育士、児童発達
支援管理者、教員
免許、社会福祉士
のいずれか

労災
05010-22999481

放課後等デイサービス
スタッフ

○障がい児童の通所施設「放課後等デイサービス　ハピネス
（定員１０名）」での業務を担当していただきます。
・就学児（小１～高３）の見守り
・子供たちと一緒に学習や体育の活動の補助業務
・学校や施設および自宅等への送迎業務
　（ＡＴ社有車：ワンボックス、軽自動車使用）

＊経験者

日祝他 株式会社　ないがい
毎　週

秋田県秋田市八橋イサノ２丁目８－
２５　ＨＭ八橋１０１

5人

毎　週
秋田県秋田市東通仲町４番１号　秋
田拠点センターアルヴェ４階４－６

6人 018-837-1280

不問
6人 秋田県秋田市

104人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-23041581

歯科衛生士（パート）

○衛生士業務（ＰＭＴＣ、スケーリング、ＴＢＩ等）に従事してい
ただきます。

※衛生士専門個室ユニット完備

＊研修制度あり。
＊制服貸与します。

歯科衛生士免許

木日祝他 アルヴェたかのはし歯科

看護職（短時間パート）

○看護師または准看護師業務に従事していただきます。
・ショートステイ利用者の健康管理や服薬管理および
　応急措置　等
・嘱託医との連絡調整　等


看護師又は准看護
師

他 株式会社　うめの木園　ショートステ
イ　花さくら毎　週
秋田県秋田市添川字添川１７０－７

25人 018-869-7776

不問

不問
6人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-23031681

看護師または准看
護師

日祝他 ミチヒロ胃腸内科クリニック
その他

秋田県秋田市広面字鍋沼９３－１

6人 018-893-6655
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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

看護師または准看護師

○クリニックでの看護業務に従事していただきます。
・内視鏡検査等の介助
・採血・診療の補助


℡ 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～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 64歳以下 就業場所

時給

2人 1,080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

2人 1,080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

2人 1,080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～2,000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 59歳以下 (1) 8時00分～20時00分 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 (1)10時00分～16時30分 就業場所
(2) 9時00分～16時30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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時30分 就業場所

時給

1人 840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～13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
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 950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)18時00分～21時30分 就業場所570人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05070- 3335281

夜間管理（１８：００～２
１：３０）

◎夜間の管理業務を行っていただきます。

＊商品の整理（陳列手直し、補充、片付け　等）
＊店内の見回り、戸締り、施錠等の閉店業務
＊混雑時にはレジをお願いする場合があります。

＊勤務日数及び勤務時間については、３日～６日の範囲で
相談に応じます。
＊１２／７オープン予定

不問

他 有限会社　中央市場（食品館、ビフ
レ）毎　週
秋田県湯沢市柳町２丁目１－４０

0人 0187-88-8577

不問

13人 018-877-7110

不問
354人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23013381

労災
05010-23055081

調理・保育補助


○調理補助及び保育補助業務を行っていただきます。
　（主に調理業務となります）
　・対象児童は０、１、２歳児、
　　定員１９名です
　・保育補助業務（おむつ交換等）もあります。
＊短時間勤務も相談に応じます。
　働き方改革関連認定企業【くるみん】
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 医療法人　正和会
毎　週

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

毎　週
秋田県秋田市中通４丁目７－３５

27人 018-833-1855

不問
27人 秋田県秋田市

77人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-23047081

回転寿司の厨房係
○秋田市民市場内、市場直営回転寿司店において厨房業務
に従事していただきます。

・皿洗い
・その他付随する業務

＊長期勤続可能な方
＊制服貸与

不問

他 有限会社　市場いちばん寿司

給食室調理スタッフ（秋
田東幼稚園）

○秋田東幼稚園において、調理を担当して頂きます。
・園児２００名分を、スタッフ４名で担当します。

＊調理が好きで、スピーディーな対応が求められます。

不問

水土日祝他 学校法人　伊藤学園
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目３－１１

23人 018-832-6548

不問

16人 018-823-5825

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災・財形
05010-22955681

雇用・労災・健康・厚生
05010-23005381

クリーニング仕上作業

○クリーニング仕上げ作業に就いていただきます。
【主な仕事内容】
・工場内におけるクリーニング品のアイロン、たたみ、ハン
ガー掛けなどの仕上げ作業全般に従事します。
・その他付随する業務


＊指導いたしますので、未経験の方も応募可です。

不問

土日 有限会社　クリーンサプライ
毎　週

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
１１

その他
秋田市旭南３丁目３－１０

15人 018-823-1933

不問
15人 秋田県秋田市

230人 秋田県秋田市

労災
13010-52241082

クリーニング作業員

・集配してきた品物を折りたたんで整理をしていただきます。

＊仕事処理は白衣、Ｙシャツ、ズボン等のプレス。
＊直接お客様とやり取りすることはありません。
＊品物は主に衣類となります。

不問

日祝他 株式会社　福岡ドライクリーニング

ブライダルヘアメイク／
秋田市

ブライダルヘアメイク業務全般

美容師免許

他 株式会社　ビューティトップヤマノ
山野愛子美容室毎　週
東京都中央区銀座３－４－８

15人 03-6834-2488

経験者（１年以上）

39人 018-864-1113

不問
97人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010-23070081

6ヶ月
労災

05010-23069781

訪問介護員（本店）

○介護が必要な方のお宅へ訪問して必要なホームヘルプサービス
を行います。
・掃除、買い物代行、調理、歩行・入浴介助、おむつ交換等
（１件あたりの訪問時間は１時間程度です。）
＊主に直行直帰のためマイカー使用（借上賃支給）
＊訪問地域は主に秋田市中央部及び東部です。
＊研修制度が充実しているので、初めての方でも安心して働いてい
ただけます。
【職業訓練を修了した方の応募　歓迎】
＊６０歳以上の方の応募　大歓迎

介護職員初任者研修
普通自動車免許
※無資格の方は、ご
相談下さい。

他 有限会社　やさしい手秋田
その他

秋田県秋田市川尻総社町７－６

その他
秋田県秋田市川尻総社町７－６

39人 018-864-1113

97人 秋田県秋田市

97人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010-23068481

訪問介護員（ももさだ
店）

○介護が必要な方のお宅へ訪問して計画に基づいた介護サ
ービスを行います。（食事介助、移動介助、掃除、調理等）
＊主に直行直帰のためマイカー使用（借上賃支給）
＊１件あたりの訪問時間は１時間程度です。　
＊研修制度が充実しているので、初めての方でも安心して働
いていただけます。
【職業訓練を修了した方の応募歓迎】
＊６０歳以上の方の応募　大歓迎

他 有限会社　やさしい手秋田

訪問介護員（ポートセン
ター）

○介護が必要な方のお宅へ訪問して必要なホームヘルプサービス
を行います。
・掃除、買い物代行、調理、歩行・入浴介助、おむつ交換等
（１件あたりの訪問時間は１時間程度です。）
＊主に直行直帰のためマイカー使用（借上賃支給）
＊訪問地域は主に秋田市北部です。
＊研修制度が充実しているので、初めての方でも安心して働いてい
ただけます。
【職業訓練を修了した方の応募　歓迎】
＊６０歳以上の方の応募　大歓迎　

介護職員初任者研修
普通自動車免許
※無資格の方は、ご
相談下さい。

他 有限会社　やさしい手秋田
その他

秋田県秋田市川尻総社町７－６

0187-85-3959

19人 018-864-1113

不問

不問
17人 秋田県秋田市

★不動産エージェント、不動産事務および一般事務のどちらかを担
当していただきます。
　これから家を建てる人の土地選びや住宅の設計、住宅ロー
　ンの借り方、資金計画までを考え、お客様のライフスタイ
　ル提案まで行います。
＊非常に喜ばれる仕事です。
　できるか不安だと思いますが、徹底的に教えます。
　楽しい仕事です。
※明るく好奇心旺盛で、人と話すのが好きな方。
◎正社員求人も同時公開中！ 雇用・労災

05040- 6746481

普通自動車免許
（業務用・ＡＴ限定
可）
※宅地建物取引士
資格あれば尚可

他 有限会社カントリーガーデン
毎　週

秋田県仙北郡美郷町本堂城回字新
谷尻２０２－３

9人

介護職員初任者研
修
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
※無資格の方は、
ご相談下さい。

3ページ中 2ページ
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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

宅地建物取引士【秋田
本店】　パート



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
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 7時30分～11時00分 就業場所
(2) 7時30分～14時00分
(3) 7時30分～14時30分

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

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) 8時30分～14時45分 就業場所
(2) 7時30分～11時30分

時給

1人 765円～765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

時給

1人 765円～765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30分 就業場所

時給

2人 765円～765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) 7時30分～ 9時30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) 8時45分～12時45分 就業場所

時給

5人 900円～900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) 9時00分～15時00分 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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～ 9時00分 就業場所
(2)10時00分～12時00分～平成31年3月31日

労災
05010-23014681

毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

275人 018-877-7110

不問
403人 秋田県潟上市

1,500人 秋田県秋田市
～平成31年1月31日

雇用・労災
05010-22988681

除雪作業【季節】


　○施設外周の除雪（５時～９時ころ）
　○必要に応じての排雪作業（１０時～１２時ころ）
　　＊社用車使用（ＭＴ車）
　上記作業に従事していただきます。
　【降雪・積雪の状況により雇用期間を決定します】
働き方改革関連認定企業【くるみん】
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 医療法人　正和会

軽作業（秋田市外旭
川）

・野菜の仕分け、袋詰め、パック詰め
・その他付随する業務

＊更新可能性あり。長期勤務できる方尚可。

不問

水日祝他 マンパワーグループ　株式会社　秋
田支店毎　週
秋田県秋田市中通２丁目３番８号
秋田アトリオンビル１１Ｆ

10人 018-831-1069

不問

20人 024-545-2215

不問
1,550人 秋田県潟上市

～平成31年2月28日
労災

07010-18242081

6ヶ月
労災

13110-28305881

商品補充担当（ダイ
ユーエイト秋田潟上店）

ホームセンターの商品補充担当
入荷商品の補充・陳列
（水・木・金・土の週４日勤務） 不問

月火日 株式会社ダイユーエイト
その他

福島県福島市太平寺字堰ノ上５８

毎　週
東京都荒川区西日暮里５－１５－７
ダイナム綜合投資ビル３階

17人 03-3802-8166

不問
6,730人 秋田県秋田市

607人 秋田県南秋田郡八郎潟町
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-23021081

清掃／ダイナム秋田店

パチンコ店内の清掃作業
・床清掃　　・パチンコ台の拭きあげ
・ゴミ回収
・灰皿清掃
・トイレ清掃など
※お客様を気持ちよくお迎えできる清掃を心掛けていただき
ます。
※勤務日数・休日などはご相談ください。
【受付番号　０２９】

不問

他 株式会社　日本ヒュウマップ

清掃員・午後（湖東厚
生病院）

○「湖東厚生病院」内の日常清掃業務を担当していただきま
す。
・男女トイレの清掃
・病室や廊下のモップ掛け
・床の掃き、拭き等　

＊年度毎の契約更新があります。

不問

日祝 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

13人 018-823-4061

不問

13人 018-823-4061

不問
607人 秋田県南秋田郡八郎潟町

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-23020181

雇用・労災
05010-22994081

清掃員・午前（湖東厚
生病院）

○「湖東厚生病院」内の日常清掃業務を担当していただきま
す。
・男女トイレの清掃
・病室や廊下のモップ掛け
・床の掃き、拭き等　

＊年度毎の契約更新があります。

不問

日祝 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

な　し
秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

1人 018-865-0601

不問
320人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市

労災
05010-22993181

クリーンスタッフ（丸島
商事・七十七銀行、他）

・建物内の清掃（掃き、拭き、掃除機掛け　など）
・トイレ、洗面台、店内外の清掃
・ごみ収集
・その他付随する業務
＊制服貸与します。
＊入社時研修と、その他研修あります。
就業時間（１）丸島商事（株）、七十七銀行は月～金曜日
就業時間（２）秋田市駐車場公社は土曜日

不問

日 大洋ビル管理　株式会社

清掃員（秋田市山王臨
海町）

○ご契約いただいている焼肉店での開店前の清掃です。
・フロア、男女トイレの清掃
・テーブルやイスなどの拭き掃除ほか

＊現場へは直行、直帰です。
＊お子様の学校行事の参加など考慮しますので、ご遠慮なく
ご相談ください。
＊事業拡大による増員です。
＊６０歳以上の方応募歓迎

不問

他 株式会社　共和
毎　週

秋田県秋田市川尻大川町９－３１

0人 018-862-7455

不問

不問
476人 秋田県秋田市

労災
05010-22983881

不問

日祝他 株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズ毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

5人 018-862-3251

平成30年12月4日発行（平成30年12月3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

清掃業務（ユニバース
秋田ビル）

○ユニバース秋田ビルの清掃業務です。
（協働大町ビル向いのオフィスビル）
・事務室、廊下、男女トイレ等の館内清掃をお願いします。
＊３人体制で、つぎのとおりシフト勤務となります。
＜就業時間ついて＞
（１）７：３０～１１：００　週２回程度（休憩無）　
（２）７：３０～１４：００　週１回程度
（３）７：３０～１４：３０　３週間に１回程度
（４）７：３０～１３：３０　３週間に１回程度
（５）７：３０～１１：３０　第１、第３土曜日（休憩無）
＊勤務中、禁煙に対応できる方を希望します。

℡ 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。



　　　　●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．　１２月　４日　西武　秋田店【化粧品販売】
　２．　１２月　５日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ・ﾌﾟﾛ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ社員（営業）】
　３．　１２月　６日　㈱虹の街【訪問介護員、介護員、機能訓練指導員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　４．　１２月　７日　社会福祉法人晃和会【看護師・准看護師、介護職員】
　５．　１２月１０日　医療法人正和会（社会福祉法人正和会、㈱日本ケアシステム　含む）
　　　　　　　　　　　　【医療事務、介護福祉士、看護師、准看護師、介護員、調理員　他】
　６．　１２月１１日　湯の越の里㈱（㈱りんどうの里　含む）【介護職員】
　７．　１２月１２日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
　８．　１２月１３日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　９．　１２月１４日　㈱ニチイ学館秋田支店【訪問介護員、生活相談員、看護職員、介護員　保育士　他】
１０．　１２月１７日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森、デイサービス森のテラス」【介護職】
１１．　１２月１８日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

●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、下記日程で開催します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加希望者は直接会場へお入りください。
　

　　１．１２月　４日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：ヤマト運輸㈱秋田法人営業支店【荷受作業、軽作業　他】＞

　　２．１２月１１日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：㈱プレステージ・インターナショナル秋田ＢＰＯキャンパス
　　　　　　　　　　　　　【事故受付、家財保険受付、クレジット照会受付、入力業務　他】＞

『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～1,600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 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
(2) 6時00分～12時45分
(3)12時45分～21時00分

時給

1人 920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) 9時00分～15時30分 就業場所
(2) 9時31分～16時00分

時給

1人 765円～765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 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)10時00分～14時00分

時給

1人 1,100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 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

雇用期間の定めあり 不問 (1)11時30分～14時30分 就業場所

時給

1人 792円～972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

4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) 6時45分～11時15分 就業場所
(2)16時05分～20時35分

時給

1人 800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

雇用期間の定めあり 不問 (1)16時00分～10時00分 就業場所
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-23301281

その他
秋田県秋田市下新城中野字街道端
西１１－１

60人 018-873-7801

不問
161人 秋田県秋田市

65人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010-23266681

介護員「特別養護老人
ホーム　中通」【夜勤】

○特別養護老人ホームにおける、介護業務全般に従事して
いただきます。
・特養７０床、ショート３０床の施設です。
・３フロアに３０名ずつ利用者様が入居されています。
・自分の担当フロアがあり、１フロア１２名位の介護職員と他
職種が連携しながら「真心・笑顔」で入居者の生活を支援しま
す。夜勤は１フロア２名、全６名体制です。


不問

他 社会福祉法人　北杜

直営売店における物産
品の販売・商品補充の
補助

○秋田空港内物産店におけるお土産等の販売業務を担当し
て　いただきます。
・レジ操作、商品の包装等
○倉庫から店舗への商品補充も行っていただきます。

＊経験の有無に関わらず、試用期間中にレジ操作、商品の
　包装等の指導をいたします。
＊雇用期間は雇入れから３ケ月、その後年度更新


不問

他 秋田空港ターミナルビル　株式会社
その他

秋田県秋田市雄和椿川字山籠４９

65人 018-886-3366

不問

青森県八戸市根城六丁目２２番１０
号

30人 0178-47-8516

2,000人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
02020-18433581

22人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010-23341881

登録販売者（パート）
【秋田八橋店】

◇医薬品売場担当
・商品の発注、陳列、品出し、補充
・売場案内、接客（カウンセリング）
・レジ業務（ＰＯＳシステム使用）
・ＰＣ入力（エクセル・ワード使用）
・その他付帯する業務
＊土・日・祝日勤務可能な方歓迎！
「働き方改革関連認定企業」

他 株式会社　サンデー
毎　週

販売員

〇県庁（総合庁舎）内の売店販売員として勤務していただき
ます。
・商品の陳列、販売、レジ打ち、自販機のドリンク類補充
・年２回棚卸業務あり（９月末、３月末の土曜日）
・年１回全店職員会議あり（土曜日）
・主な来店者は県庁職員及び来庁者です。

不問

土日祝他 秋田県職員消費生活協同組合
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

2人 018-860-3578

不問

9人 018-863-8039

不問
5,300人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-23338681

雇用・労災
05010-23327181

ショップスタッフ

（洋服の青山）店舗での接客、販売業務
・メンズ・レディススーツを中心にシャツ、ネクタイ、カジュア
ル、小物類などを、お客様と会話しながら、提案、販売をして
いただきます。
＊販売以外の業務として、
・仕入れ、品出し、ディスプレイ、レジ、パソコンの簡単な操作
など、販売付帯業務があります。
＊土、日、祝、年末年始、勤務できる方歓迎します。

不問

他 青山商事　株式会社　洋服の青山秋
田八橋店毎　週
秋田県秋田市八橋新川向１－２６

毎　週
秋田県秋田市将軍野南４丁目１－１
２

5人 018-846-4888

不問
10人 秋田県秋田市

134人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010-23261881

営業事務

○営業事務のお仕事を行っていただきます。
・電話応対
・注文受け
・商品のチェック
・納品書、請求書の作成、送り状のチェック
・商品の包装（未経験でも可）
・まれに配達もあります
＊勤務時間、日数、休日はご相談に応じます。
＊未経験の方でも、親切、丁寧に指導します。

普通自動車免許／
ＡＴ限定可

他 株式会社　桜竹

一般事務（パート）

≪業務拡大につき事務パート募集≫

・倉庫入出庫受付
・パソコン入力事務
・電話・来客応対
・まれに外出用務あり（社用ＡＴ車使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 秋印　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字一本木８０－
４

23人 018-869-7890

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

36人 018-863-5811

パソコン操作（ワー
ド・エクセル等）２年
以上の経験者

秋田県秋田市
～平成31年3月31日

公災
05010-23221281

12ヶ月
労災

05010-23219581

一般事務（登録部門）

○自動車検査証の交付に関わる事務　
　
窓口業務として
　　・自動車検査証の交付業務
　　・申請処理端末の入力業務

不問

土日祝他 東北運輸局　秋田運輸支局
毎　週

秋田県秋田市泉字登木７４－３

秋田県秋田市金足浦山字岩崎１７４

21人 018-873-7922

不問
27人 秋田県秋田市

秋田県秋田市

労災
05010-23217681

生活支援員補助（パー
ト）

○施設を利用する知的障害者の日中の活動全般について支
援を行って頂きます。
・自立に向けての活動支援（農作物作業支援）
・日常生活支援（トイレ、食事、着替え、散歩、プール等）

＊送迎業務あり（セレナ／ＡＴ車）
＊宿直勤務あり
＊勤務状況等から嘱託職員、正社員へ登用となる場合もあり
ます。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 社会福祉法人　愛心会　愛心苑
毎　週

○介護施設の利用者様への看護業務全般を担当していただ
きます。
・入所者のバイタルチェック、服薬管理、健康管理、診療、診
察補助　など。

＊勤務日数、曜日、時間は相談に応じます。
＊週１日、短時間勤務も可能です。


正看護師または准
看護師

他 ショートステイ　とまと（株式会社トワ・
プール）その他
秋田市八橋イサノ　１－１３－１７

22人 018-866-4445

不問
70人

登録販売者（従事
登録証）

登録販売者資格を
平成２７年度以降
に取得された方
は、応募時点で過
去５年以内に通算
２年以上の実務経
験がある方

平成30年12月5日発行（平成30年12月4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

正看護師または准看護
師
（パート）

℡ 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（時給換算）

1人 1,057円～1,057円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～14時44分 就業場所
(2) 5時30分～14時14分
(3)10時16分～19時00分

時給

2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) 8時00分～16時30分 就業場所
(2)16時00分～ 0時30分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時00分～12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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時00分 就業場所

3人 0234-33-7100

不問
68人 秋田県秋田市

雇用・労災
06030-11090481

平成30年12月5日～平
成30年12月30日 労災

05010-23258681

鉄・非鉄・プラスチック
資源類の回収・選別・
解体

○アルミ缶のルート回収
・２ｔトラックにてスーパー等から
　アルミ缶を回収する業務
・再生資源の選別、解体　等



準中型自動車免許
（５ｔ未満）以上

日他 株式会社グリーンシステム
毎　週

酒田市宮海字南浜１－６８

な　し
秋田県秋田市仁井田栄町２－３５

3人 018-839-6476

不問
3人 秋田県秋田市

13,000人 秋田県秋田市
2ヶ月

労災
13010-53020782

餅製造≪急募≫

○餅製造業務を担当していただきます。
・餅製造補助
・包装補助
・菓子製造補助


＊平成３０年１２月５日～１２月３０日までのお仕事です。

不問

日 よし成製菓

臨海店／パチンコ店・
ホール・カウンタース
タッフ

・パチンコ店カウンターホールでの接客作業
（長時間の立ち仕事）
・ＰＯＰの作成（ＰＣを使った簡単なＰＯＰ作成）
・入れ替え作業および出玉の運搬

※研修期間は入社日から１２５～２５０時間

不問

他 株式会社　マルハン
毎　週

東京都千代田区丸の内１－１１－１
パシフィックセンチュリープレイス丸の

30人 03-5221-7974

不問

不問
30人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-23225681

不問

他 秋田県千秋学園
毎　週

秋田県秋田市新屋下川原町１－２

30人 018-862-2614

2ページ中 2ページ

平成30年12月5日発行（平成30年12月4日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

給食調理員

・給食調理業務

＊２５人分の３食の調理を４人のシフト制で担当します。

＊基本的に時間外勤務はありませんが、行事時など時間外
勤務が発生する場合があります。（年に数回程度）

＊契約更新制度あり（年度毎の更新）

　　　　●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．　１２月　５日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ・ﾌﾟﾛ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ社員（営業）】
　２．　１２月　６日　㈱虹の街【訪問介護員、介護員、機能訓練指導員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　３．　１２月　７日　社会福祉法人晃和会【看護師・准看護師、介護職員】
　４．　１２月１０日　医療法人正和会（社会福祉法人正和会、㈱日本ケアシステム　含む）
　　　　　　　　　　　　【医療事務、介護福祉士、看護師、准看護師、介護員、調理員　他】
　５．　１２月１１日　湯の越の里㈱（㈱りんどうの里　含む）【介護職員】
　６．　１２月１２日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
　７．　１２月１３日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　８．　１２月１４日　㈱ニチイ学館秋田支店【訪問介護員、生活相談員、看護職員、介護員　保育士　他】
　９．　１２月１７日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森、デイサービス森のテラス」【介護職】
１０．　１２月１８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．　１２月１９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ・ﾌﾟﾛ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ社員（営業）】

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 1,040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 (1) 8時30分～16時30分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分
(3)13時00分～16時30分

時給

2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00分～12時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分
(3)15時00分～18時00分

日給（時給換算）

1人 1,037円～1,037円
就業場所

無期派遣パート 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)17時00分～ 8時30分 就業場所
(2) 8時30分～17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

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) 9時00分～12時00分 就業場所
(2)13時00分～16時00分

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 就業場所

時給

4人 765円～765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) 9時30分～13時30分 就業場所
(2)19時00分～23時00分

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 18歳以上 (1)18時00分～22時30分 就業場所
(2)19時00分～22時30分

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

2人 800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 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)16時00分～18時00分 就業場所

29人 018-883-3400

不問
5,000人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010-23478381

～平成31年3月31日
労災

05010-23462981

「ＧＵ（ジーユー）販売ス
タッフ／パブリ八橋店」
（ＡＬ）

○店内作業全般に従事していただきます
・販売業務として
　接客販売、商品整理、レジ、清掃など
・販売業務に慣れてきたら
　ディスプレイ、ポップの設置、金銭管理、シフトの作成、
　人材育成　等、幅広く活躍していただきます
＊雇用期間は６ヶ月毎の契約更新となります
＊ファッションに興味のある方歓迎します

不問

他 株式会社　ジーユー　パブリ八橋店
毎　週

秋田県秋田市八橋大道東１－１
ショッピングモ－ルパブリ内

毎　週
秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６号

68人 018-835-6111

不問
420人 秋田県秋田市

420人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010-23459281

ナイトマネージャー（広
面店）

○夜間の現金、従業員、商品の管理を中心とした仕事です。
　・レジの売上管理
　・従業員の勤怠管理
　・商品の値引シール貼り、商品補充、整理など　
　・外出用務の場合もあり。（マイカー使用）

普通自動車免許（Ａ
Ｔ可）

他 株式会社　マルダイ

ナイトマネジャー（土崎
店）

　○夜間の現金、従業員、商品の管理を中心とした仕事です。
　・レジの売上管理
　・従業員の勤怠管理
　・商品の値引シール貼り、商品補充、整理など　


普通自動車免許（Ａ
Ｔ可）

他 株式会社　マルダイ
毎　週

秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６号

71人 018-835-6111

不問

68人 018-835-6111

不問
420人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010-23461681

～平成31年3月31日
労災

05010-23460381

レジ担当（広面店）

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

不問

他 株式会社　マルダイ
毎　週

秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６号

毎　週
秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６号

71人 018-835-6111

不問
420人 秋田県秋田市

1,000人 秋田県秋田市
2ヶ月

労災
05010-23486381

レジ担当（土崎店）

レジでの接客です。お買上商品の会計が主なお仕事です
未経験者でも問題ありません

不問

他 株式会社　マルダイ

経理事務員

・一般事務
・電話応対
・議事録の作成
・案内文書の作成
・ＰＣ使用
・銀行等への外出用務。徒歩圏内
＊雇用期間：２ヶ月毎の契約更新
＊Ｗワーク可

不問

土日祝他 エムエムエス　マンションマネージメン
トサービス　株式会社　秋田支店毎　週
秋田県秋田市旭北栄町１－４８　セン
夕ープレイスビル　３０７

1人 018-862-2500

・ＰＣ操作可能者（エ
クセル・ワード）必須
・経理経験者であれ
ば尚可

950人 018-884-6010

ワード，エクセルな
どパソコンが使える
こと

1,400人 秋田県秋田市
平成31年1月1日～平成
33年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-23534981

雇用・労災
05010-23493081

事務系スタッフ

医事課医事担当において次の業務に従事していただきます。
・物品購入や勤務時間管理，その他担当内の業務補助
・郵便物や決裁文書の振り分け作業


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
毎　週

秋田県秋田市本道１－１－１

毎　週
秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

37人 018-823-4061

ＰＣ操作（入力程
度）

600人 秋田県秋田市

40人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010-23492181

事務宿日直（秋田厚生
医療センター）

○「秋田厚生医療センター」にて事務宿直・日直業務に従事し
ていただきます。
・救急患者受付及び電話取り次ぎ等
・その他付随する業務
＊宿直業務は６人体制で、月９回程度です。
＊日直業務は２人体制で、月２日程度です。

不問

他 厚生ビル管理　株式会社

一般事務（電話オペ
レーター業務）【急募】

・来客対応、電話対応
・主にお客様からの電話対応となります。
・取扱品の受発注
・請求、入金処理　等

＊３ヶ月毎の契約更新となります。

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

他 株式会社　国際商事
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ
山２－１２

15人 018-845-0206

ワード、エクセル使
える方

9人 018-878-6383

不問
170人 秋田県潟上市

12ヶ月
雇用・労災

05010-23466881

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

看護職員（パート）

○利用者のバイタルサインチェック及び服薬管理他

＊１５～２０名の利用者をスタッフ９名で担当します。
＊６０歳以上の方の応募も歓迎
＊雇用期間は年度更新

＊近隣の特養ホーム（当法人内）との連携業務あり



・看護師または准看
護師
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

不問

日他 ＡＬＳＯＫ秋田管財　株式会社
な　し

秋田県秋田市卸町４丁目９番２号

平成30年12月6日発行（平成30年12月5日受付分)　Ｎｏ．１

日他 社会福祉法人　敬仁会
デイサービスセンターはまなすその他
秋田県潟上市天王字上江川２１２－２

1人 018-866-3131

不問
216人 秋田県秋田市

清掃≪急募≫

○施設内全般の清掃
（トイレ・浴室・厨房内等）
・研修は担当者が同行し行います。
・現場へは直行直帰

～平成31年3月31日
労災

05010-23535581

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

秋田市茨島１丁目１２－１６
◎ 紙面の関係上、全内容が掲載されておりませんので、詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせ

ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承 くだ

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

3人 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 就業場所

時給

1人 800円～1,150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
(2)15時00分～18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

月給（時給換算）

1人 765円～765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～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 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～13時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分

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) 7時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 890円～1,210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
(2) 9時00分～14時00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) 7時30分～11時30分 就業場所
(2) 7時30分～11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) 9時00分～16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30分～14時00分 就業場所
(2)10時00分～14時00分

2,000人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-23514081

アパート管理・清掃

・アパート管理（清掃後の確認作業）
・指定された場所の日常清掃
・その他付随する作業
・社用車使用（自家用車使用の場合有）
・管理の範囲、秋田市内および大仙市、横手市。


＊雇用期間：年度毎の更新あり（原則更新）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日 東北ビル管財　株式会社　秋田営業
所毎　週
秋田県秋田市河辺和田字高屋敷８２
－１

12人 018-881-1877

不問

18人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

労災
05010-23498481

平成31年1月1日～平
成31年6月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010-23472481

清掃スタッフ（国際教養
大学）

○大学校舎内の日常清掃全般を担当していただきます。
・事務室、各教室、共用部、トイレ等
・拭く、掃く、ゴミ収集等日常清掃


不問

土日祝他 株式会社　友愛ビルサービス
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

毎　週
秋田県秋田市山王７丁目１番３号（秋
田合同庁舎５Ｆ）

34人 018-823-7801

自動車運転歴１０
年以上

43人 秋田県秋田市

420人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010-23463581

自動車運転手

○官用車の始業前及び事後点検、現場測量・調査等に係る
運転業務に従事し、運転日誌の記録を行う。
　運転エリア：主に秋田・山形県内（官用車使用）
・月に４回程度、宿泊を伴う出張あり（立替払後、事後精
　算）
・官用車は乗用車です。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 東北農政局　西奥羽土地改良調査
管理事務所

精肉担当（土崎店）

　食肉加工業務全般
　・食肉のカット、加工
　・パック作業及び値付け
　・商品の品出し及び陳列

　おいしいお肉の食べ方も学べます。
　未経験者でも問題ありません。

不問

他 株式会社　マルダイ
毎　週

秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６
号

71人 018-835-6111

不問

31人 018-875-5172

不問
36人 秋田県南秋田郡八郎潟町

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-23537781

雇用・労災
05010-23471581

保育補助

○乳幼児の保育補助業務に従事していただきます。
・定員は９０名です。
・主に３歳以下クラスの担当となる予定です。
・食事の配膳・介助補助等あります。
・掃除や遊具の消毒等

※途中入所児増加のため
※更新の場合あり

不問

土日祝他 社会福祉法人　秀麗会　　八郎潟保
育園毎　週
南秋田郡八郎潟町字大道９０

毎　週
秋田県秋田市山王新町１９番３７号

10人 018-865-3322

パソコン操作ので
きる方（ワード、エク
セル）

10人 秋田県秋田市

2,535人 秋田県秋田市
平成31年2月11日～

労災
37010-32089981

展示場スタッフ・事務
（パート）

○秋田市内の住宅展示場案内
　展示場内案内、説明、お子様の相手他　
　＊土・日公開中（シフト制）

○一般事務
　宅建・建築に関わる事務作業（パソコン入力他）


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 トーケンホーム　株式会社

分譲マンション管理員
（秋田県秋田市）

【主たる業務】
・マンション共用部分（玄関・階段・廊下等）の日常清掃等
・マンション管理室での受付・事務

　●制服貸与、契約更新予定あり（年度ごとの更新予定）
　●研修あり

※履歴書送付先は本社所在地と異なります。
　備考欄をご確認ください。

不問

土日祝他 株式会社　穴吹コミュニティ（契約社
員ＡＢ）毎　週
香川県高松市藤塚町１丁目１１－２２
穴吹工務店本社ビル７階

16人 087-812-2004

不問

5人 0186-44-6250

不問
50人 秋田県秋田市

労災
05030- 6274581

労災
05030- 6271381

ホール係【うるとらＴＳＵ
ＣＨＩＺＡＫＩ】

◆当店（麺屋　うるとらＴＳＵＣＨＩＺＡＫＩ）において、下記業務に
従事していただきます
・ホールを中心としたお客様へのサービス
・食器の準備、片付け、ラーメン等の配膳など

※試用期間（研修期間）３ヶ月間あります
（その間、時給＠８００円）
◎制服は貸与します
◎学生アルバイト歓迎します

不問

他 有限会社　ニシキダイナー
その他

秋田県大館市字谷地町９－７

その他
秋田県大館市字谷地町９－７

9人 0186-44-6250

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
05030- 6270081

仕込み及びホール係
【秋田本店】

◆当店（錦　秋田本店）において、下記業務に従事していだき
ます
・ラーメンの調理補助
・ホールを中心としたお客様へのサービス
・食器の準備、片付け、ラーメン等の配膳など
※試用期間（研修期間）３ヶ月間あります
　（その間、時給＠７８０円）
◎制服は貸与します
◎学生アルバイト可

不問

他 有限会社　ニシキダイナー

仕込み及びホール係
【秋田分店】

◆当店（錦　秋田分店）において、下記業務に従事していただ
きます
・ラーメンの調理補助
・ホールを中心としたお客様へのサービス
・食器の準備、片付け、ラーメン等の配膳など
※試用期間（研修期間）３ヶ月間あります
　（その間、時給＠８００円）
◎制服は貸与します
◎学生アルバイト可

不問

他 有限会社　ニシキダイナー
その他

秋田県大館市字谷地町９－７

10人 018-845-0206

4人 0186-44-6250

不問

不問
40人 秋田県秋田市

ガソリンスタンドスタッフ
（出光）

○ガソリンスタンドにおける給油スタッフ業務全般
・給油
・窓ふき、ゴミ回収等
・洗車、車内清掃
・添加剤やオイル、自動車部品等の販売
・レジ操作
・車検整備受付
・軽整備（タイヤ交換、オイル交換等）
・電話受けその他


3ヶ月
労災

05010-23494381

不問

他 株式会社　国際商事
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山２－１２

平成30年12月6日発行（平成30年12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

9人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

2ページ中 2ページ

労災
05010-23538881

調理補助スタッフ（ノー
スアジア大学、明桜高
校）

○高校、大学の学生食堂スタッフ
・学生食堂内厨房で調理等業務
・調理補助、洗い物、盛り付け
・片付け清掃等全般

不問

土日祝他 株式会社　友愛ビルサービス
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ



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～1,500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) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

1人 1,500円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 1,300円～1,400円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～12時00分 就業場所
(2)14時00分～17時00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)13時00分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分

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 就業場所

時給

2人 1,000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)10時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時15分～16時00分 就業場所

時給

1人 900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 就業場所

時給

5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)13時00分～20時30分 就業場所

時給

1人 960円～1,010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

23人 018-857-5335

不問
130人 秋田県秋田市

労災
05010-23564181

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-23628181

介護職員（朝パート）

○短期入所者生活介護施設入所者の介護業務
・起床の介助
・食事の介助
・排泄の介助等身の回りのお世話
・介護スタッフは１６人です。

＊週１日～３日の勤務
＊就業時間応相談
＊正社員登用制度あり

不問

他 社会福祉法人翼友会
毎　週

秋田県秋田市飯島美砂町５－７１

毎　週
秋田県潟上市飯田川飯塚宮上堤敷
６９番１３

30人 080-6977-9269

不問
2,563人 秋田県潟上市

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23625781

スポーツ用品の販売及
び商品管理

○販売：店内でのお客様対応
○商品管理：商品陳列、商品補充作業
＊レジ：お買上げ商品の会計
＊加工：テニスラケットガット張り。スキー金具取付等
＊清掃：店舗内外の清掃作業

不問

他 株式会社　アルペン　メルシティ潟上
店

受付及び医療事務

○受付業務および医療事務全般を担当していただきます。
・受付（患者対応、電話対応）、会計、予約管理
・レセプト業務、文書の作成、清掃など
・医師の指示による患者様へのカウンセリング
＊銀行（近隣）等外出用務あり

＊当院ホームページもご参照ください。
【ｈｔｔｐｓ：／／ｔａｍａｋｉ－ｄ．ｃｏｍ

不問

日祝他 玉木デンタルクリニック
毎　週

秋田県秋田市旭南３丁目２－７３

11人 018-827-5427

パソコン（エクセル、
ワード）基本操作（必
須）
歯科医院事務経験者
優遇

950人 018-884-6010

パソコンが使用で
きること（ワード，エ
クセル等を使って
の文書作成など）

1,400人 秋田県秋田市
平成31年3月1日～平
成32年2月29日 雇用・労災・健康・厚生

05010-23568981

6ヶ月

05010-23611081

事務系スタッフ

胸部外科学講座において次の業務に従事していただきます。
・文書作成・整理，データ入力
・電話・来客応対
・その他職員の補助

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
毎　週

秋田県秋田市本道１－１－１

毎　週
秋田県秋田市山王５丁目１５－２６

0人 018-827-7120

不問
0人 秋田県秋田市

12人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-23626881

Ｗｅｂデザイナー

○主に、Ｗｅｂデザインを担当していただきます。
（その他、印刷物のデザインもあり）
・ご自身のアイディア、創意工夫を生かせます。
・システム面の知識はなくても大丈夫です。
（デザインを中心に担当してもらいます）

＊月１２０時間を目安に考えていますが、勤務時間、休日
　は、相談に応じます。

不問

土日 アイバーズ合同会社

保育士≪急募≫

○新設の小規模保育園で、０歳児から２歳児までの保育業務
です。
乳幼児の保育業務
・乳幼児の預かり
・おむつの取替え
・授乳、食事の世話
・睡眠、着替え、健康管理等育児支援全般
※１２月退職者ありの為「急募」

保育士

日祝他 秋田ライフライン株式会社　シエルア
ンジュ園毎　週
秋田県秋田市土崎港中央５丁目４－
８ニューポートビル１Ｆ

7人 018-853-1725

不問

6人 018-827-6742

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-23645081

平成30年12月19日～
平成31年1月19日 労災

05010-23649581

支援員

○小学生以上１８歳未満の障がい（身体・知的）をお持ちの方
が利用される学童保育的な施設で、放課後の生活支援に従
事していただきます。
・宿題や遊びを行う利用者の見守り。
・送迎業務（普通車ＡＴ使用）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　ライブ
その他

秋田県秋田市浜田字元中村４－５

毎　週
秋田県秋田市将軍野南１丁目１０－
５５

7人 018-845-2448

不問
7人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23567681

外来看護業務【急募】

○外来看護業務全般
・就業時間、就労日数に関しては面接時にご相談ください。
　時間は（１）（２）選択でも、通しでも、シフトでも可能です。

＊６０歳以上の方歓迎します

＊１２月１９日～１月１９日までの期間です。


准看護師または看
護師

日祝他 佐藤内科医院

看護職　≪急募≫

○ショートステイ利用者（３０名程度）の看護業務全般に従事
します。
・健康チェック、不調時の対応
・カルテ記入、見守り
・服薬管理
・その他付随する業務
＊１日５時間程度のパート
＊退職者ありの為の募集です。

看護師又は准看護
師

他 株式会社　ほほえみ館
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字大谷
地３５－１

20人 018-893-6825

不問

不問
130人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-23563281

看護師又は准看護
師

他 社会福祉法人翼友会
毎　週

秋田県秋田市飯島美砂町５－７１

23人 018-857-5335

平成30年12月7日発行（平成30年12月6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

看護職員（パート）

○看護業務に従事していただきます
【仕事内容詳細】
　・短期入所生活介護施設入所者（３０名）の看護業務を
　　担当していただきます。
　・入所者のバイタルチェック等健康管理
　・その他、付随する業務

＊週２日～３日の勤務です（夜勤は有りません）
＊看護師は１～２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

3人 1,100円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分

時給

3人 1,400円～1,400円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～ 9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 800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

雇用期間の定めあり 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)10時30分～19時30分

時給

1人 1,100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 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)14時00分～19時00分 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～15時00分 就業場所
(2) 9時30分～16時00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)10時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 762円～762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 762円～762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～15時30分 就業場所
(2) 8時00分～14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 (1) 7時00分～10時00分 就業場所725人 秋田県秋田市

労災
05010-23635281

清掃スタッフ「秋田
ショッピングセンター」

○館内巡回清掃業務全般に従事していただききます。
・トイレ、売り場、階段、バックヤードの掃き、拭き、ゴミ回収等
の作業です。 不問

他 株式会社　友愛ビルサービス
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

24人 018-823-1251

不問

6人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-23573081

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1596081

清掃スタッフ「高清水寿
光園」

○介護施設内の日常清掃業務全般に従事して頂きます。
・廊下、階段、事務室、居室、浴室、男女トイレ等全般を
　担当します。
（モップ掛け・掃除機等で、掃く・拭く作業です。）

不問

他 株式会社　友愛ビルサービス
その他

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

その他
秋田県潟上市天王字上江川４７－１
６４８

9人 018-878-6585

不問
9人 秋田県潟上市

677人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-23578481

アイロン掛け・出荷・検
品担当

○小物関係（トートバック、ポーチなど）の縫製作業全般
　です。
・アイロン掛け、出荷、検品作業
・宣伝用品、旗などの縫製、検品
・その他、付随する作業

※未経験者でもていねいに指導します。

不問

日祝 Ｍ企画

モデルルームスタッフ

○住宅展示場における接客業務を担当していただきます。
・お客様のご案内
・営業補助（ＤＭのコピー、袋詰め等）など

＊シフト制により月１５日程度の勤務となります。

普通自動車免許
（業務上）ＡＴ限定
可

水他 株式会社　土屋ホーム　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市御所野地蔵田２丁目２
－９

10人 018-826-0511

不問

41人 018-882-3056

不問
260人 秋田県秋田市

平成31年1月4日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-23581381

雇用・労災
05010-23624481

給食調理補助（寺内保
育所）
【５．５Ｈパート】

○保育施設での給食調理業務に従事していただきます。
・調理スタッフ４名で乳幼児（０～６歳）１３５名の食事やおや
つを調理します。
・食器及び調理器具等の洗浄作業あり。
・厨房内の清掃など付随する業務あり。

不問

日祝他 河辺保育所（秋田市役所　子ども育
成課）な　し
秋田県秋田市河辺北野田高屋字上
前田表６８－１

毎　週
秋田県秋田市御野場新町４丁目１－
１

5人 018-839-9722

不問
5人 秋田県秋田市

34人 秋田県潟上市
12ヶ月

労災
05010-23560481

受付及び歯科助手

○受付及び歯科助手業務に従事していただきます。
・患者さんの受付
・電話応対
・会計（レジ操作）
・レセコン操作
・患者さんの誘導
・院内の清掃　等
・その他、付随する業務

不問

水土日祝他 西野歯科医院

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。

＊社用車またはマイカー使用（ガソリン代支給）
＊訪問範囲は潟上市となります。


他 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

25人 018-877-2677

59人 018-874-2272

不問
115人 秋田県南秋田郡井川町

介護福祉士または
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）

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-23633781

雇用・労災
05010-23627281

介護職員（生活支援補
助員）
　【パート】

○障害者支援施設（主に身体）で、常時介護を必要とする方
の更衣、洗面、入浴、食事、排泄、身の回りの世話等生活支
援（介護）を行っていただきます。

＊雇用期間終了後は、１年更新となります。（原則更新）



不問

他 社会福祉法人　井川町福祉会
その他

秋田県南秋田郡井川町寺沢字綱木
沢１３３－２

毎　週
秋田県秋田市上新城道川字愛染５８
番地

53人 018-870-2001

不問
160人 秋田県秋田市

502人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-23613681

介護補助業務（あいぜ
ん苑）

○「介護老人保健施設あいぜん苑」において、介護補助業務
に従事していただきます。
・シーツ交換、掃除　等

※現在１００名の入居者がおられます。



不問

他 社会福祉法人　愛染会

介護職員（ニコニコ苑）
【夜勤専従】

＊入所定員１００名の介護老人保健施設です。

○高齢者、認知症高齢者の介護業務を行っていただきます。

【夜勤専従】
・食事介助、排泄介助等介護業務全般
・夜間の居室見回り等の安全管理対応
＊年度末での契約更新
【定年退職後の方の応募も歓迎します】

不問

他 医療法人　久幸会
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

53人 018-873-5188

不問

不問
502人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010-23612381

不問

他 医療法人　久幸会
毎　週

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

53人 018-873-5188

2ページ中 2ページ

平成30年12月7日発行（平成30年12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

介護職員（ニコニコ苑）
【日勤】

＊入所定員１００名の介護老人保健施設です。

○高齢者、認知症高齢者の介護業務を行って頂きます。
・食事介助、入浴介助、排泄介助等の介護業務全般
・リネン交換等の環境整備


＊年度末での契約更新制
　



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 1,600円～1,900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～13時00分 就業場所

時給

2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) 9時00分～18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
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～13時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分

時給

4人 1,020円～1,620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 59歳以下 (1)13時00分～17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

日雇 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給

2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 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

日雇 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

平成30年12月10日発行（平成30年12月7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

介護職員（栄寿苑通
所）

○施設通所における看護業務に従事していただきます。
・バイタルチェック
・食事、入浴介助あり
・運転業務はありません。
・利用者１０名、３人体制で対応します。


看護師又は准看護
師

日他 社会福祉法人　栄寿苑福祉会
毎　週

秋田県南秋田郡八郎潟町真坂字沢
田４３－１０

64人 018-875-3881

不問
124人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災
05010-23804181

あんま，マッサージ指圧
師

◎在宅高齢者や、施設に入所されている高齢者の方々に訪
問
　してマッサージ治療を行なっていただきます。
・自家用車を借り入れし、訪問先にお伺いします。
　（ガソリン代は別途支給）
・訪問先は主に秋田市になります。
※障害者手帳を所持されてる方は送迎などのご相談も応じ
　ます。
※週３０時間未満の就業となります。

・あんま，マッサー
ジ指圧師（必須）
・普通自動車免許
あれば尚可

他 一般社団法人　東北高齢者サポート
協会その他
秋田県横手市平鹿町下鍋倉宇下掵
１２４－３

7人 090-7064-1136

不問
7人 秋田県大仙市

雇用・労災・健康・厚生
05060- 6910781

販売員／パート（急募）

○菓子販売業務に従事していただきます。
・販売、レジなどの接客
・商品の包装及び箱詰め
・お菓子の包装
・商品の陳列　等

＊１日７時間４５分のシフト勤務です。

不問

他 株式会社　菓子舗栄太楼
毎　週

秋田県秋田市高陽幸町９－１１

3人 018-863-6133

不問
63人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23788781

販売員（秋田市トピコ
店）

◎店舗での販売業務全般を行っていただきます。
＊和、洋菓子の販売業務。
＊和、洋菓子の包装及び箱詰め業務。
＊店舗内の整理整頓、清掃等の業務全般。
※就業時間は、８時３０分～１８時３０分の間の５～８時間に
なります。
　就業時間、勤務日数については、相談に応じます。
※制服貸与あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◆土・日曜日に勤務出来る方歓迎。

不問

他 株式会社　くらた
毎　週

秋田県湯沢市黄金原１

4人 0183-73-5185

不問
100人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

05070- 3359781

介護職

○高齢者が好きな方であればできるお仕事です。
・日常生活における食事、排せつ、入浴等の生活全般のケア

＊ユニットケアのため入所者様一人ひとりの時間を大切にし
たケアを行います。（入所者２０名ユニット１０名ずつ）
＊リーダーが、丁寧に指導します。

＊未経験者歓迎します。

不問

他 株式会社　たいよう
毎　週

秋田県秋田市旭南３丁目１０－１０

18人 018-827-3027

不問
18人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-23783381

訪問介護員【資格所有
者】

○訪問介護業務に従事していただきます。
・ご利用者様のホームヘルプサービス
（食事、入浴、身体等の介助、受診介助）

＊訪問先は主に秋田市内です。
＊基本的に自家用車を使用していただきます。
（別途ガソリン代支給）
＊就業時間や日数については相談に応じます。
　週１日でも可能です。


祝他 株式会社　サクラ・ケアサービス
毎　週

秋田県秋田市川尻上野町１－５６

14人 018-827-6416

14人 秋田県秋田市

ホームヘルパー２
級または介護職員
初任者研修修了
者、介護福祉士資
格者
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

労災
05010-23771881

工場内作業員【軽作
業】

○工場内における各種業務に従事していただきます。
・モップ、リネン品、おしぼり等の製品ををたたむ作業や製品
の仕上げ作業　など

＊どなたでも簡単にできる作業です。


不問

日他 株式会社　北日本リースキン
毎　週

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１番
地１１

47人 018-863-8283

不問
52人 秋田県秋田市

労災
05010-23807681

工場内作業員【軽作
業】
（期限付き）

○工場内における各種業務に従事していただきます。
・モップ、リネン品、おしぼり等の製品ををたたむ作業や製
品の仕上げ作業　など

＊どなたでも簡単にできる作業です。
＊平成３０年１２月３１日までの勤務です。
　※雇用期間中、１２／１５（土）、１２／２２（土）、１２／２９
（土）１２／３１（月）出勤できる方

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

不問
52人 秋田県秋田市

～平成30年12月31日
労災

05010-23809581

保育士補助≪急募≫

○保育業務に従事していただきます。
（仕事内容詳細）
・０～２歳児の保育（定員３２名）


＊雇入日は相談の上決定
※支度金１万円を支給します。
※早番・遅番のどちらかまたは両方勤務できる方を希望

保育士及び幼稚園
教諭
（保育士資格のみ
でも可）

日祝他 【認定こども園】学校法人　伊東学園
けやき平こども園毎　週
秋田県秋田市飯島字前田表２４８

12人 018-845-7985

不問
28人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-23784681

洋菓子製造補助≪短
期≫１２／１７～

○クリスマスケーキの製造補助を担当していただきます。
・イチゴのヘタ取り
・イチゴをスポンジケーキの上に並べる作業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊平成３０年１２月１７日～２３日の短期のお仕事です。

＊低温冷蔵庫の中でのイチゴの飾りつけは８５０円になりま
す。（２０，２１日の２日間）

不問

他 株式会社　エル・アンド・デー
な　し

秋田県秋田市八橋大畑２－３－５

10人 018-862-0139

不問
38人 秋田県秋田市

平成30年12月17日～
平成30年12月23日 労災

05010-23779481

℡ 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 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30分～13時30分 就業場所

時給

1人 765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～18時30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

日雇 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分
(3)17時00分～22時00分

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 60歳以上 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

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 5時00分～ 9時00分 就業場所
(2)18時00分～23時00分

2ページ中 2ページ

平成30年12月10日発行（平成30年12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

割卵および用具洗浄

○割卵・用具洗浄・卵の充填作業に従事していただきます。
・卵を卵黄、卵白に分ける
・手割り作業又は機械割りの監視（割れなかった卵の処置）
・使用後の用具を洗う
・液卵を必要グラム数の袋詰め
・その他、付随する業務

雇用・労災
05010-23778581

不問

日祝他 有限会社　玉一鶏卵
隔　週

秋田県秋田市外旭川字待合２８

12人 018-869-5015

5人 018-868-0088

不問

不問
12人 秋田県秋田市

不問

日祝他 有限会社　秋田エコサイクルテクノロ
ジー

惣菜製造・品出し・接
客・販売

○惣菜製造・盛付け・品出し・接客・販売を行います。
　慣れてきたら、発注業務も行います。

＊慣れるまで作業内容は教えます。

不問

他 株式会社　秋田ごはん工場
その他

秋田県秋田市外旭川八幡田１３４－
５

不問
4人 秋田県秋田市

61人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-23772281

有機肥料製造補助作
業員

○有機肥料製造補助作業員として、主に下記の業務を担当
していただきます。
１有機肥料製造機をマニュアルに従って操作し、製品を製造
し、袋詰めをする社員の補助作業。
２工場内の後片付けをする社員の補助。

＊雇用期間は平成３０年１２月２９日までです。
　（更新の可能性あり）

一般社団法人　東北高齢者サポート
協会その他
秋田県横手市平鹿町下鍋倉宇下掵
１２４－３

その他
秋田県秋田市河辺大張野字水口沢
７１－２３

4人 018-881-1087

雇用・労災
05060- 6909981

～平成30年12月29日
労災

05010-23812181

送迎ドライバー（秋田市
の治療院）

◇視覚障害者のマッサージ師の先生を施設や患者さんの自
宅　に送迎する仕事です。
・自家用車を借り入れし、訪問先にお伺いします（ガソリン代
は別途支給）。
・訪問先は主に秋田市になります。
・記録業務や雑務等あり。

※週２０時間～３０時間の就業となります（ご相談に応じま
す）。
★６０歳以上の限定求人となります！

普通自動車免許
（ＡＴ・ＭＴ問わず）

日他

毎　週
秋田県秋田市飯島字飯田水尻５０１
－１

25人 018-838-7011

不問

7人 090-7064-1136

不問
7人 秋田県秋田市

74人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-23813081

施設管理作業員


○有料老人ホームでの施設管理業務に従事していただきま
す
・清掃（モップがけ、掃除機がけ、手すりの清拭等）、雪寄せ、
ゴミ出し、電話対応など

＊２３時～５時までの間は帰宅、または希望者は宿泊も可能
です。その間の呼び出し等はありません。

不問

他 有限会社　ケアサービスおちあい　有
料老人ホーム　彩べえ　いいじま

　　　　●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．　１２月１０日　医療法人正和会（社会福祉法人正和会、㈱日本ケアシステム　含む）
　　　　　　　　　　　　【医療事務、介護福祉士、看護師、准看護師、介護員、調理員　他】
　２．　１２月１１日　湯の越の里㈱（㈱りんどうの里　含む）【介護職員】
　３．　１２月１２日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
　４．　１２月１３日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　５．　１２月１４日　㈱ニチイ学館秋田支店【訪問介護員、生活相談員、看護職員、介護員　保育士　他】
　６．　１２月１７日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森、デイサービス森のテラス」【介護職】
　７．　１２月１８日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
　８．　１２月１９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ・ﾌﾟﾛ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ社員（営業）】
　９．　１２月２０日　㈱虹の街【訪問介護員、介護員、機能訓練指導員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
１０．　１２月２１日　医療法人正和会（社会福祉法人正和会、㈱日本ケアシステム　含む）
　　　　　　　　　　　　【医療事務、介護福祉士、看護師、准看護師、介護員、調理員　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!!


