
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 300,000円～500,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 193,300円～251,500円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

1人 200,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 190,000円～265,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 160,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 155,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 130,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 115,000円～130,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

5人 150,200円～150,200円
就業場所

無期雇用派遣 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

月給

1人 163,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

163人 018-888-9078

・パソコン操作ので
きる方

1,178人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-23007981

雇用・労災・健康・厚生
05010-23027781

アドバイザー

○損害保険ジャパン日本興亜のお客さまを対象とした、電話で
のお仕事です。契約変更の手続き、保険内容に関するお問い
合わせの受付などで、セールス活動やノルマなどはございま
せん。

＊入社時研修
　入社後の約３ヶ月間が研修期間となります。一人一人のレベ
ルに合わせたきめ細かい研修で、基本スキルを身につけ　て
いただきますので安心です。未経験の方も多数活躍して　いま
す。

不問

他 損保ジャパン日本興亜キャリアビュー
ロー株式会社　秋田事業所毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－５０

毎　週
秋田県秋田市河辺戸島字上高屋６７
番地の１

25人 018-882-2833

ワード・エクセル使
用出来る方

25人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22976281

一般事務補助

・一般事務補助（伝票記入、帳簿記入、ＰＣを使用しての見積
り、請求書、その他書類作成）、電話対応、来客対応
・銀行、官公庁への外出用務
・事務所内清掃等
・自家用車使用出来る方（ガソリン代は実費支給）

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

土日祝他 株式会社　岡部建設工業

児童指導員

○障がい児通所施設における児童発達支援、放課後等デイ
サービス業務全般に従事していただきます。
・計画書の作成、実施、送迎業務
・その他付随する業務

＊利用定員は最大１０名です。
＊社有車使用（ＡＴ車：普通ワゴンｏｒ軽自動車）

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊児童指導員任用
資格をお持ちの方

土日他 株式会社　りは・ぽっと
毎　週

秋田県秋田市手形字西谷地１８８－１

8人 018-874-8297

＊実務経験２年以
上

秋田県秋田市八橋イサノ２丁目８－２
５　ＨＭ八橋１０１

5人 018-827-3897

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23053281

3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23028881

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）

＊事業拡大のための募集です。
＊経験者

日祝他 株式会社　ないがい
その他

目標工賃達成指導員

○目標工賃達成指導員として、下記の仕事を担当してもらいま
す。
・利用者さんの工賃を上げるため、パソコンを使った新たな作
業を提供したり、作業効率をアップするための提案や、実践を
行います。
・関係機関との連携、営業活動
・送迎業務（社用車及び自家用車借上げの場合有。借上げ代
は相談による。）

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

土日祝他 株式会社　はっぴーわーきん
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目１４－１６
アキタ・スクエア２－３号室

3人 080-2800-1128

ワードやエクセルを
使える方。

018-874-8297

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22972581

雇用・労災・健康・厚生
05010-22971981

児童発達支援管理責任
者

○障がい児通所施設における児童発達支援、放課後等デイ
サービス業務全般に従事していただきます。
・計画書の作成、実施、送迎業務
・その他付随する業務

＊利用定員は最大１０名です。
＊社有車使用（ＡＴ車：普通ワゴンｏｒ軽自動車）

土日他 株式会社　りは・ぽっと
毎　週

秋田県秋田市手形字西谷地１８８－１

8人

毎　週
秋田県秋田市手形字西谷地１８８－１

7人 018-874-8297

不問
15人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22997981

機能訓練指導員

○短時間デイサービスにおける機能訓練計画の作成・実施及
び送迎等に従事していただききます。

＊整形疾患、脳血管疾患、難病の方が中心です。

＊在宅生活を支援することに生きがいを感じる方、ぜひ一緒に
頑張りましょう。

＊社有車使用（ＡＴ車：普通ワゴンｏｒ軽自動車）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
作業療法士又は理
学療法士

土日他 株式会社　りは・ぽっと

歯科衛生士

○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
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

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23010281

他 社会福祉法人　幸楽会
毎　週

秋田県秋田市上新城中字片野４

38人 018-870-2224

平成30年12月4日発行（平成30年12月3日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

土木技術者

○法面工（斜面の崩壊や地すべり等を防止する工事）におけ
　る現場管理を担当していただきます。
・作業現場は主に秋田県内。
・社用車での移動となります。

・斜面の昇り降りがあり、体力が必要な業務です。



普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
１級及び２級土木施
工管理技士あれば尚
可

日他 株式会社　アース・グリーン
その他

秋田県秋田市土崎港西３丁目６番１
号

12人 018-816-0770

不問

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22992281

看護師・准看護師（老人
ホーム幸楽園）

・老人ホーム幸楽園のご利用者の看護業務、血圧測定などの
健康管理業務及び、協力医療機関の嘱託医の連携のもと、必
要な業務を行っていただきます。
・医療機関の受診付き添い、薬の管理等。
・６０名の利用者を、４人体制で担当。
　
『厚生労働省の「介護サービス情報公開システム」で詳細情報
を公開しています』

看護師または准看
護師

日祝他 株式会社　カンエツ
隔　週

新潟市北区濁川１００２－２

18人 025-258-3911

181人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
15010-46113881

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊児童発達支援管
理責任者としての
就業要件を満たす
所定の研修を修了
していること。

普通自動車免許（Ａ
Ｔ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

販売配送業務職（秋田
市）

２ｔトラックを使用した配送業務及び営業所内の商品管理。
商品は工事現場で使用する道路安全用品や土木資材等にな
り、配送先は得意先や工事現場の配達となります。

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）

℡ 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

2人 131,000円～131,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～21時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)17時00分～21時30分

時給（月額換算）

1人 135,000円～151,875円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～16時30分

月給

2人 149,853円～192,071円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 144,000円～208,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 172,000円～172,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～16時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 128,000円～192,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 155,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2) 9時30分～18時00分

月給

2人 220,000円～283,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 293,000円～293,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 175,000円～253,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 157,000円～202,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23045281

建設営業事務

○建設営業及び建設事務全般に従事していただきます
・パソコンによる各種書類、工事資料の作成等
・入札、積算業務（ソフト使用）
・労務管理、原価管理、会社車両等の管理
・軽微な現場管理
・その他、付随する業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊社用車使用（ＭＴ車）　　　　　　　　　　　　　　　
＊Ａターンの方も歓迎
　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

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 旭建設　株式会社
その他

秋田県秋田市将軍野南４丁目８－２
５

20人 018-845-1197

不問

15人 018-864-7650

営業経験３年以上
広告営業経験者は
採用面優遇

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22966781

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22964581

総合営業

○幹部候補
○主に秋田市内で、月刊エー・クラスの広告営業、取材、編
集、企画、広告代理業務、イベント企画に従事していただきま
す。
・その他、電話、接客対応

＊営業には社有車を使用します。
　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　

普通自動車免許
（ＡＴ限定の方は応
相談）

日祝他 株式会社　アクティブイエロー
毎　週

秋田県秋田市山王中島町１０－２２

毎　週
秋田県秋田市山王中島町１０－２２

15人 018-864-7650

不問
30人 秋田県秋田市

17人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05040- 6745581

一般営業

○主に秋田市内で、月刊エー・クラスの広告営業、取材、編
集、企画、広告代理業務、イベント企画に従事していただきま
す。
・その他、電話、接客対応

＊営業には社有車を使用します。
　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　

普通自動車免許
（ＡＴ限定の方は応
相談）

日祝他 株式会社　アクティブイエロー

宅地建物取引士【秋田
本店】

★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。
◎パート求人も同時公開中！（１日３時間以上～）

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

水他 有限会社カントリーガーデン
その他

秋田県仙北郡美郷町本堂城回字新
谷尻２０２－３

9人 0187-85-3959

不問

0人 018-893-3185

不問
0人 秋田県秋田市

健康・厚生
05010-23049681

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-23040981

調査営業及び販売営
業

○不動産取得需要者に対し、物件探し及び調査
・販売営業
・社用車使用

宅地建物取引士
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　不動産コールセンター
毎　週

秋田県秋田市外旭川字前谷地４５番
地１

毎　週
秋田県秋田市土崎港北６丁目１－３
０

77人 018-846-2515

経験者
428人 秋田県秋田市

26人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23106481

惣菜、水産部門

・惣菜：調理や値付、品出し
・水産：魚の加工、値付、品出し

＊土日祝日も勤務できる方を希望します。

※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 生活協同組合　コープあきた

営業事務

○営業事務業務を担当していただきます。
（主な仕事内容）
・振替伝票の作成、帳簿への記入（仕入、売上等）
・現金管理、諸支払など
・銀行用務
（自家用車使用の場合有、距離に応じて手当支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 三光テクノ　株式会社
毎　週

秋田県秋田市高陽青柳町１－５６

8人 018-823-3111

不問

10人 018-874-9316

・パソコン操作
（ワード、エクセル）
・経理経験あれば
尚可

23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23044881

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22975881

経理補助・庶務

○経理事務（補助）を主に担当していただきます。
・経理ソフト（ＴＫＣ会計）へのデータ入力
・出納業務
・データ書類の作成、管理
・労務関連の補助的業務
・電話応対
・その他、庶務的事務、付随する業務

＊銀行用務等で社有車（ＡＴ車）を使用します。　

・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）
・日商簿記３級以
上優遇

土日祝他 株式会社　エステーエスプロジェクト
毎　週

秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０－１０

その他
秋田県秋田市外旭川字神田５９２

90人 018-868-1355

90人 秋田県秋田市

1,594人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-23042481

在宅介護支援センター
スタッフ【正社員】

○在宅介護支援センターにおける業務に従事していただきます。
（外回りあり）
・高齢者やその家族からの介護保険未申請者の相談受付窓口
・在宅にて生活している地域の高齢者宅への定期的な訪問
（ＡＴ社用車使用）
・その他付随する業務（地域との交流として、はつらつくらぶ、茶話
会等）
＊高齢者との会話が中心となるため、明るく気配りのある対応が求
められます。＊リフレッシュ休暇制度あり（連続７日間、５万円支給）
＊基本的なパソコン操作（ワード・エクセル）
＊福祉関連での介護・相談業務・事務等経験者優遇

他 社会福祉法人　憲寿会　介護老人保
健施設　千秋苑

医療事務員（外来）

〇外来医療事務業務「受付会計窓口業務」又は「会計入力業務」に
従事していただきます。
・受付会計窓口業務として、外来患者の受付、会計レジ、電話対応
他（早番あり・特記事項参照）
・会計入力業務として、レセコン入力、保険請求業務　他
（遅番あり・特記事項参照）

※未経験の方は、受付会計窓口業務から始めて、仕事を覚えてい
ただきます。いずれは会計入力業務にも従事していただく可能性が
あります。

不問

他 社会医療法人　明和会　中通総合病
院その他
秋田県秋田市南通みその町３番１５
号

896人 018-833-1122

不問

ＰＣ操作（Ｅｘｃｅｌ、
Ｗｏｒｄ）

43人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-23022381

不問

他 一般財団法人　秋田市勤労者福祉
振興協会毎　週
秋田県秋田市御所野地蔵田３丁目１
－１

21人 018-826-1800

4ページ中 2ページ

平成30年12月4日発行（平成30年12月3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

一般事務　他

・受付窓口対応
・ＰＣ（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）入力作業
・予約管理システム入力
・電話対応
・職員事務補助

＊契約更新となった後は１２か月ごとの契約となります。

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

4人 018-868-0088

不問
61人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22956981

＊普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）
（必須）
＊福祉関連の資格
（社会福祉士、社会
福祉主事任用資
格、介護　支援専
門員、等）あれば尚
可

配送員

○惣菜、弁当、おにぎり等の商品配送業務に従事していただ
きます。

＊配送は普通ワゴン車（ＭＴ車あり）で、秋田市内のスーパー
が主体となります。
＊配送ルートがあるため、慣れるまでは２人体制で行い、慣
れたらワンマンとなります。
＊商品の積み下ろしは手作業となります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

月給

1人 194,000円～255,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 44歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 179,000円～233,200円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時30分～18時30分

月給

1人 142,000円～176,928円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時00分

月給

1人 148,000円～173,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 155,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

2人 143,000円～143,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 就業場所

時給（月額換算）

1人 131,064円～137,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時30分～ 8時29分 就業場所
(2) 8時30分～16時30分
(3)19時30分～ 7時30分

月給

1人 150,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

12人 018-865-0601

不問
260人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22977181

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-29277981

ガードマン（秋田大学医
学部附属病院）

○医院部および同附属病院建物内外の巡回および警備業務
を　担当していただきます。
・患者、見舞者の受付案内、夜間の電話対応、駐車場ゲートの
運用管理。
・防災センター総合操作盤および各警報機の監視操作。
・緊急時の対応および連絡

【６０代の方も応募可能です】

自衛消防業務講習
あればなお可

他 大洋ビル管理　株式会社
その他

秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋田
ファーストビル３Ｆ

その他
岩手県盛岡市中央通３丁目１番２号
盛岡第一生命ビル　２Ｆ

32人 019-625-0111

不問
8,600人 秋田県秋田市

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23056381

警備員（秋田市）

請負先秋田空港内において、駐機警備及び、貨物ゲートの監
視警備等、立哨警備業務を行っていただきます。
その他、上記に付随する業務及び指示された業務を行ってい
ただきます。

不問

他 株式会社　セノン　みちのく支社

寿司職人（見習い可）
「市場いちばん寿司」

○秋田市民市場直営で市民市場内に店を構える「市場いちば
　ん寿司」にて仕込みから握りまで調理全般をお願いします
　市民市場ならではの高品質な鮮魚をおいしいお寿司として
　提供しています。
＊寿司一筋の方や、寿司だけでなく和食に興味のある方も
　大歓迎。
＊見習いから寿司を勉強したい方は、ホールや調理補助から
　１日の仕事の流れや、先輩職人のもとで働き、一から技術
　を学んでいただきます。

不問

他 有限会社　市場いちばん寿司
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目７－３５

13人 018-833-1855

不問

018-864-1113

97人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-23063081

雇用・労災・健康・厚生
05010-23026481

訪問介護員

・介護が必要な方のお宅へ訪問し訪問介護計画に基づいた
ホームヘルプサービス（身体介護、生活援助等）を実施

＊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平均１時間未満
＊１日あたりの訪問件数は６件程度
＊ホームヘルパーとして働く意欲が高く、明るく業務に取り組
める方なら初心者歓迎です。
【職業訓練を修了した方の応募歓迎】

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

39人

その他
秋田県秋田市牛島東６丁目５－１７

24人 018-893-5360

不問
45人 秋田県秋田市

179人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22969181

介護職員（ショートスティ
牛島）

○ショートスティ（４４床）の介護業務全般を担当していた
　だきます。
・食事の介助、入浴介助、排泄等のお世話、その他付随業務
・送迎業務はありません。　　　　　　　
＊介護職員は１５名体制
＊夜勤が可能な方を希望します。（夜勤は２人体制です）
　【ご相談ください】
＊入社後の研修は、マンツーマンによる日勤業務を２週間程
度、３ヶ月目位から２人対応による夜勤業務を実施します

不問

他 株式会社　りんどうの里　ショートステ
イ牛島

介護福祉士（あかひげ）

○介護福祉士業務に従事していただきます。
・施設内の介護（食事、入浴、排泄介助）、利用者の生活全般
の援助
・・その他、付随する業務
＊未経験者はマンツーマンで指導します。
＊夜勤応相談。（月４～５回）
＊２４時間利用可能な託児施設があります。
　「働き方改革関連認定企業」
　　【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

介護福祉士

他 社会福祉法人　正和会
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下９
２－１

17人 018-877-7110

不問

3人 03-5288-8666

不問
420人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010-51997582

雇用・労災・健康・厚生
13010-51885882

営業職（秋田営業所）

プレハブ・ユニットハウスの営業
＊新規顧客に対する営業
＊販売代理店（建設機械販売・レンタル会社、
　プレハブ会社等）へのルートセールス
＊営業フロント
＊見積書作成
＊展示場での来客応対

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ナガワ
毎　週

東京都千代田区丸の内１－４－１　丸
の内永楽ビルディング２２階

その他
東京都千代田区神田東松下町１７
フリージアグループ本社ビル５Ｆ

5人 03-6635-1833

不問
307人 秋田県秋田市

25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23002281

ハウスメーカー・工務店
等への営業等／秋田支
店

●主に法人へのリフォーム営業
●一般住宅への営業・現場確認・打合せ
●防水・断熱工事、シロアリ駆除工事　　　　　　　　　　など
業界Ｎｏ．１の給与を目指しており、努力すればするほど昇給
することが出来ます。上記の業務以外にも、ハウスメーカーや
工務店を通じての敷地調査、地盤調査、地盤改良、床暖房、
瑕疵担保取次、断熱工事、シロアリ駆除、リフォーム工事等を
行っております。これら業務全般を手伝って頂くこともありま
す。※経験のない業務でも、丁寧に指導・教育致します。

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）

日祝他 株式会社　ピコイ

営業補助

○贈答品販売の営業補助及び配達等の業務に従事していただきま
す。
・ＪＡ葬祭事業および一般事業所への営業活動の補助。
・贈答品の配達（配達には軽ワゴン車を使用。区域は秋田市周辺が
主ですが、県北への配達もあります）
・荷造り、包装、入出荷作業（倉庫への運搬は台車を使用。最大でも
１５キロ前後）
・のし紙作成や納品シール作成等の際にはパソコンへの入力業務が
あります。
＊未経験者には指導いたします

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

他 株式会社　アクアス　秋田営業所
その他

秋田県秋田市寺内字大小路２０７－２
４　ＪＡ全農秋田中央配送センター内

5人 018-816-0501

不問

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22970681

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

他 株式会社　アクアス　秋田営業所
その他

秋田県秋田市寺内字大小路２０７－２
４　ＪＡ全農秋田中央配送センター内

5人 018-816-0501

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

営業

○贈答品販売の営業及び配達等の業務に従事していただきます。
・ＪＡ関連の事業所への販売推進（ルート営業）
・一般事業所への営業販売。
・贈答品の配達（配達には軽ワゴン車を使用。区域は秋田市周辺が
主ですが、県北への配達もあります）
・荷造り、包装、入出荷作業（倉庫への運搬は台車を使用。最大でも
１５キロ前後）
・のし紙作成や納品シール作成等の際にはパソコンへの入力業務が
あります。
＊未経験者には指導いたします

東北興産株式会社
その他

山形県酒田市ゆたか３丁目２－７

13人 0234-35-1181

不問
150人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 06030-10933581

・介護福祉士または
実務者研修修了
（介護職員初任者
研修及びヘルパー
２級は応相談）
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

洗浄工【正社員】［秋田
県秋田市］

○機械設備の補修及び高圧洗浄作業

○ウォータージェットによるコンクリートの除去処理工事作業

○その他の土木作業等全般

※県内外への出張作業もあります。
（詳細は面接時に説明します）

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定：不可）
大型自動車免許あ
れば尚可

日祝他

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

1人 189,600円～237,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時20分～17時20分 就業場所

月給

1人 150,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 151,900円～217,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 187,880円～187,880円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

月給

2人 175,000円～237,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～12時00分

月給

1人 240,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 151,900円～217,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 197,125円～238,625円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

時給（月額換算）

1人 141,080円～141,080円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)12時00分～20時30分 就業場所
(2) 9時30分～18時00分

2人 秋田県南秋田郡井川町
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-23108881

配達・木材加工

・地元工務店、建設会社の作業場・現場への木材・建材の配
達
・２ｔトラック（社有車）使用
・積込みはフォークリフトまたは手積み
・荷降ろしは基本的に手降ろしですが、重い物は２人一組
・木工のまるのこ、スライドまるのこ、チェーンソーによる加工
・配達地域は南秋田、潟上市、秋田市
・秋田市内の土地勘がある人が望ましい
・取引き先への営業訪問もあり

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）
フォークリフト（必須）
玉掛、チェーンソーあ
れば優遇

日祝他 湊木材　株式会社
その他

南秋田郡井川町浜井川字喜兵衛堰
１９

2人 018-874-2515

不問

21人 018-874-9822

不問
21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22959781

雇用・労災・健康・厚生
05010-23030381

作業員兼バックホーオ
ペレーター

・基本は特殊機械の取扱業務です。現場によっては多少の力仕事
なども行います。
・バックホー作業は掘削積込作業の他、地盤改良作業などを行いま
す。（免許がある場合）
・特殊土木を主に行い１パーティ３～４人で現場作業を行う仕事で
す。
・社用車の運転あり　・現場は東北圏内
＊県外の現場の場合、月曜日の朝に出発して、土曜の夜に秋田へ
戻ります。残業時間の多くは移動時間であり、現場作業での残業は
ほとんどありません。

・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）
・移動式クレーン、玉
掛け、車両系　あれ
ば尚可

日他 有限会社　ノースエンジニアリング
その他

秋田県秋田市向浜１丁目４－３

その他
秋田県秋田市飯島字砂田３１－９

10人 018-845-6400

クレーンオペレー
ター業務経験者
＊土木作業従事経
験あれば尚可

12人 秋田県秋田市

25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23001881

クレーンオペレーター

○クレーンオペレーターとして従事していただきます。
・土木、建設土木現場における移動式クレーンによる作業
・クレーンの管理、洗車作業

＊使用重機は１３ｔ～５０ｔ
＊活動エリア：県内全域（主に秋田市）


大型特殊自動車免
許、移動式クレーン
※いずれも必須

日他 日東重機興業　有限会社

運転手及び作業員

○高圧洗浄車・バキュームダンパー車を使用し、秋田市内の
各家庭、事務所、処理施設の排水管・浄化槽洗浄、一般及び
産業廃棄物の清掃、収集運搬を行う。
・上記の車両運転及び作業

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 企業組合　秋田北部清掃興業
その他

秋田市土崎港西２丁目１０－２０

25人 018-845-4405

経験者優遇

4人 018-833-3957

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

05010-23000781

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22963981

塵芥収集業務
○収集車両（２ｔ～４ｔ）を使用し、秋田市内契約先の塵芥収集
業務を行います。


　＊雇用期間　１年ごとの更新あり
　　　　　　　（本人の勤務状況による）

　＊制服貸与いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　エイビック
その他

秋田県秋田市東通仲町２０－１６

その他
秋田県秋田市向浜１丁目４－３

21人 018-874-9822

不問
21人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22957581

高圧ホース修理工

・高圧ホースの出張修理、制作、交換等。
建設重機などの油圧ホース、高圧洗浄機などの高圧ホース
を修理、制作、交換する仕事です。移動式修理車により、お
客様のもとへ迅速にお伺いし元の規格と同様のものを制作し
ます。
・範囲は秋田県内
・現場へは社用車を使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社　ノースエンジニアリング

建設機械整備

○建設重機等の溶接、整備、点検、メンテナンス業務に従事
していただきます。
・自社工場での作業及び工事現場、重機メーカー、リース会
社への出張もあります。
＊担当エリアは、県内各地になります。
（未経験の方でも丁寧に指導しますので安心です）
＊採用後、各種資格取得を応援します。
（溶接、大型特殊免許、車両系、クレーンその他）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 三浦重工業株式会社
毎　週

秋田県潟上市天王字追分西３２－２
７

6人 018-893-5755

不問

22人 0234-35-1181

不問
150人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 06030-10937281

雇用・労災・健康・厚生
05010-23029281

機械工【正社員】

○火力、水力、自家発電設備、
　機械設備の建設並びに補修工事

○機械設備の高圧洗浄工事、
　その他、関連作業など

※秋田火力発電所内の作業が主ですが、
　県内外の関連施設への出張作業もあります。

普通自動車免許
（МＴ）
（大型免許あれば
尚可）

日祝他 東北興産株式会社
その他

山形県酒田市ゆたか３丁目２－７

その他
秋田県秋田市飯島字砂田３１－９

10人 018-845-6400

不問
12人 秋田県秋田市

62人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災・健康・厚生
05010-23023681

空調作業員

○空調作業員として従事していただきます。
・エアコンの取り付け工事、修理
・エアコンのメンテナンス
・取扱うエアコンは業務用全般
・活動エリアは秋田県内全域

＊移動には社用車使用します。

　＜未経験者歓迎します＞

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 日東重機興業　有限会社

一般工員（製造）


○木製イスに使用する各種部材の製造を担当して頂きます。

・手摺り、脚部、座、背部の木部の切削加工等

不問

日祝他 北日本ボ－ド工業　株式会社
その他

秋田県南秋田郡井川町浜井川字家
ノ東１３３－２

4人 018-893-5541

62人 018-874-2301

不問

不問
4人 秋田県秋田市

鍛冶工（カジコウ）・鉄
工

○主に建築金物の製作、取り付けを行う仕事です。
・建物の手摺やタラップ等、製作物の現寸から、現場におい
て溶接等で取り付けを行うまでの、作業となります。

＊高所作業あり。
　
＊現場へは社用車使用（１．５ｔ、２ｔトラック／ＭＴ）
＊現場にもよりますが、２～３人で対応します。

雇用・労災・健康・厚生
05010-22978081

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 柳豊工業　株式会社
隔　週

秋田県秋田市新屋豊町１９－１６

平成30年12月4日発行（平成30年12月3日受付分)　Ｎｏ．４
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

毎　週
秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

22人 018-823-4116

不問

4ページ中 4ページ

390人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23003181

食器洗浄係（秋田厚生
医療センター）

○「秋田厚生医療センター」で食器洗浄係に従事していただ
きます。
・食器の洗浄及び収納
・調理器具等の洗浄及び調理室の清掃
・配膳車による配膳、下膳　等

不問

他 株式会社　光風舎



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 220,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時45分 就業場所

月給

2人 190,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 190,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 296,198円～327,344円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 226,875円～441,146円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 321,600円～525,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 就業場所

月給

1人 138,000円～138,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分

月給

1人 138,000円～138,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分

月給

1人 138,000円～138,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分
(3)16時30分～ 9時30分

月給

1人 150,200円～190,200円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所200人 秋田県秋田市
平成31年1月1日～平
成31年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-23329381

保育士

○障害児・障害者に対する保育・指導業務
　（知的障害及び肢体不自由に対する業務）
・その他付随する業務

＊採用日が平成３１年１月１日以降の場合は、採用日より１
年更新となります。



保育士の資格取得
者

土日祝他 地方独立行政法人　秋田県立療育
機構毎　週
秋田県秋田市南ケ丘１丁目１番２号

200人 018-826-2401

不問

17人 018-827-2310

不問
67人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-23322581

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-23316781

生活支援員・宿直員

○知的障害者（２５名）の生活支援
・一般的な生活支援（食事・排泄等）
・作業、運動等の支援（畑作業、軽作業等）
・利用者の送迎あり（ワゴン車・軽自動車／ＡＴ）　
○ショートステイにおける宿直業務
＊就業時間（３）の業務（月１～２回程度）
　利用者の生活支援（洗面・入浴の介助、食堂への付き添い）、清掃
等
＊１年毎の契約更新
※支援員経験のある方は、正社員での雇用の場合あり。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 社会福祉法人　一羊会　杉の木園
その他

秋田県秋田市山内字上台１５－２

その他
秋田県秋田市山内字上台１５－２

7人 018-827-2310

不問
67人 秋田県秋田市

67人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-23315481

生活支援員

○知的障害者に対する支援業務に従事していただきます。
・一般的な生活支援業務
・豆腐、惣菜製造の補助及び販売補助業務
・配達等で社用車を使用する場合があります。

＊１年ごとの契約更新
　（支援員経験のある方は正社員採用の場合あり）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 社会福祉法人　一羊会　杉の木園

生活支援員及びパン製
造

○施設において生活支援業務とパン製造業務を当施設利用
者と従事して頂きます。
・メニュー開発・製造
・食器等洗浄
・食材の発注等
・配達等で社用車使用の場合があります。
＊新規事業につき増員募集。
＊開業は平成３１年４月予定ですが、準備等含め早期雇用。
※１年毎の契約更新

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 社会福祉法人　一羊会　杉の木園
その他

秋田県秋田市山内字上台１５－２

9人 018-827-2310

不問

15人 042-369-6218

不問
8,446人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13200-20738981

雇用・労災・健康・厚生
13170-53202781

薬剤師／秋田市・大館
市

◇ドラッグストアでのＯＴＣ薬剤師業務

・他のドラッグストアには無い「１店舗２ライン制」に
より、店舗運営業務から独立した立場でＯＴＣ薬剤師業務
（ＯＴＣカウンセリング、医薬品管理業務など）を行うことが出
来ます。
＊ＯＴＣカウンセリングに必要な知識教育や入社研修も毎月
実施致しますので、ＯＴＣ未経験者の方でも安心できる会社
です。

薬剤師免許取得者

他 株式会社　サンドラッグ
その他

東京都府中市若松町１－３８－１

建築施工管理【地域限
定社員】（秋田営業所）

■自社物件の建築施工管理

※施工業者の手配及び管理（予算、施工の精度・検査・工
程、安全）の他、定期点検やアフターフォロー等の実施。

※当社の物件は木造在来工法です。

必須：第一種普通自動車運転免許証（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　アーネストワン
毎　週

東京都西東京市北原町３－２－２２

10人 042-461-6444

1,614人 秋田県秋田市

東京都西東京市北原町３－２－２２

5人 042-461-6444

1,614人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13170-53201481

※施工管理の実務
（土木工事や造成
工事、ＲＣ・Ｓ造な
ど、木造以外の施
工管理経験可）
※２９歳未満は経
験不問

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23339981

建築施工管理【管理職
候補】（秋田営業所）

■自社物件の建築施工管理

※施工業者の手配及び管理（予算、施工の精度・検査・工
程、安全）の他、定期点検やアフターフォロー等の実施。
※当社の物件は木造在来工法です。
※管理職（営業所長）候補としての採用です。
　試用期間終了後、管理職としての審査を行い役職の有無を
決定。
必須：第一種普通自動車運転免許証（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　アーネストワン
毎　週

設備工事管理者

○空調・給排水衛生設備工事の見積・積算及び施工管理全
般　を担当していただきます。

＊社用車を使用（ＭＴ車）します。



一級管工事施工管
理技士程度
普通自動運転免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　アテック
その他

秋田県秋田市八橋イサノ２丁目１５
番２５号

16人 018-862-1720

不問

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23337381

日祝他 株式会社　アテック
その他

秋田県秋田市八橋イサノ２丁目１５
番２５号

16人 018-862-1720

平成30年12月5日発行（平成30年12月4日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

清酒・味噌・醤油製造
研究員


○清酒・味噌・醤油製造全般の管理

○微生物管理等　

○製品の分析

不問

日祝他 小玉醸造　株式会社
その他

秋田県潟上市飯田川飯塚字飯塚３４
－１

55人 018-877-2100

施工管理の実務経
験
※土木工事や造成
工事、ＲＣ・Ｓ造な
ど、木造以外の施
工管理
※２９歳未満は経
験不問

醸造業務
55人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23257381

設備工事管理者

○空調・給排水衛生設備工事の見積・積算及び施工管理全
般　を担当していただきます。

＊社用車を使用（ＭＴ車）します。



一級管工事施工管
理技士程度
普通自動運転免許
（ＡＴ限定不可）

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 165,000円～205,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 145,000円～171,700円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

2人 200,000円～500,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

2人 200,000円～500,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

2人 140,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 142,600円～142,600円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

2人 200,000円～500,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給（月額換算）

1人 132,192円～132,192円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)12時30分～21時30分

月給

3人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時45分～15時45分 就業場所
(2)11時35分～20時35分

月給

1人 177,500円～205,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 157,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～17時30分

秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23342281

営業（秋田県内）

〇既存・新規の顧客へ農業用薬品や肥料、農業関連資材の
販売及び配送業務に従事します。

＊採用後、先輩社員と同行し仕事を覚えていただきます。

＊２ｔトラックの運転業務あり

準中型自動車運転
免許以上（ＡＴ限定
不可）

日祝他 小泉商事　株式会社　秋田中央営業
所隔　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１３６

10人 018-888-8811

不問

28人 0178-47-8516

2,345人 秋田県秋田市

150人

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 02020-18418781

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-23264081

販売担当（登録販売
者）【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）
・パソコン入力（ワード、エクセル使用）
・その他付随する業務
＊土日祝日シフト勤務可能な方
　　　　　　　　　　　　　　「働き方改革関連認定企業」

他 株式会社　サンデー
毎　週

青森県八戸市根城六丁目２２番１０
号

その他
秋田県秋田市雄和椿川字山籠４９

65人 018-886-3366

不問
65人 秋田県秋田市

742人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
02030-13235081

直営売店における物産
品の販売や商品管理
業務（契約社員）

○秋田空港内物産店におけるお土産等の販売に従事してい
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
・発注等の商品管理業務
・その他付随する業務



不問

他 秋田空港ターミナルビル　株式会社

店舗スタッフ（八橋店）

○スーパードラッグアサヒ八橋店の店舗スタッフ。
　主な業務はお客様対応・レジ業務・商品の品出し陳列作業
です。他、店内の清掃があります。
＊慣れてきたら、発注・ＰＯＰ作成を任せることもあります。
＊未経験者も大歓迎。基本を一からお教えします。
　　　　　　　　　　　≪急募≫
　　　　　　　　　　　　　　　　「働き方改革関連企業」

不問

他 株式会社　横浜ファーマシー
毎　週

青森県弘前市大字末広２丁目２－１
０

21人 0172-55-6089

不問

159人 018-895-7272

不問
200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23246281

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23346681

営業職

○施設運営業務、営業業務、数値管理業務


※営業範囲：主に秋田市内（ルートセールス）
※福祉や介護の知識がなくても応募できます。
※未経験の方には同行営業などを行い仕事を覚えていただ
きます。
※未経験の方の場合は、３か月程度介護の現場を経験して
頂くことがあります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　きららホールディングス
きららアーバンパレスその他
秋田県秋田市大町２丁目５－１

毎　週
秋田県秋田市御所野湯本三丁目１
－２

14人 018-893-3100

ＰＣ操作（ワード、エ
クセル、アクセス）

14人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23222181

一般事務

○米穀、大豆、麦の集荷、保管、販売、検査その他総務部門
の業務に従事していただきます。

・集荷、保管については、主に事務を担当します。
・総務部門については、経理、庶務を担当します。
・販売については、営業（ルートセールス）要素あり。
・検査については、事務指導が主となります。

自動車普通免許
（ＡＴ限定可）
簿記３級以上（種類
問わず）

土日祝他 秋田県　主食集荷商業　協同組合

一般事務

・行政書士の登録、入退会に関する事務
・文書の受付、起案、発送、保管、保存に関する事務
・会計帳簿の作成、出納事務
・会議、研修会等の資料の作成、通知等
・業務関連用品等の販売事務
・会員及び関係官公署との連絡及び報告

簿記３級程度以上
（全商、日商どちら
でも可）

土日祝他 秋田県行政書士会
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目４－１４
秋田県教育会館３階

2人 018-864-3098

経理実務経験者
（会計ソフト操作経
験者尚可）

159人 018-895-7272

不問
200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23251481

雇用・労災・健康・厚生
05010-23249381

福祉事業管理職候補

○福祉関係事業所の管理職候補として下記の業務に従事していた
だきます。
（仕事内容）
・シフトの管理　・業務指導　・事務作業
・利用者様の送迎（社用車使用ＡＴ限定可）
※部下の教育や現場の管理者として、業務を行っていただきます。
※福祉経験なくても、他職種管理職経験の方大歓迎
※入社後、現場経験と実績により管理業務を行っていただきます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　きららホールディングス
きららアーバンパレスその他
秋田県秋田市大町２丁目５－１

その他
秋田県秋田市大町２丁目５－１

159人 018-895-7272

不問
200人 秋田県秋田市

31人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-23307581

総合企画

○管理職、リーダー候補、中間管理職として下記の業務に
　従事していただきます。
（仕事内容）
・新規事業の企画　　・立案や営業
・施設運営業務　　　・営業企画
※主に企業を訪問し当社で行っている事業の提案を行う
※福祉や介護の知識がなくても応募できます。
※未経験の方の場合は、３か月程度介護の現場を経験して
　頂くことがあります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　きららホールディングス
きららアーバンパレス

映像制作業務

・テレビ局でのカメラ業務。
・番組作成等
・社用車使用

自動車普通免許
（ＡＴ限定可）必須

火日祝 株式会社　秋田ステージ
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町字中谷
地６７－１

018-803-9011

17人 018-845-2266

不問

不問
167人 秋田県秋田市

○介護支援業務全般に従事して頂きます。
・ケアプラン作成（パソコン専用ソフト使用）
・介護保険サービスに関する連絡調整
・利用者及び家族との相談業務
・訪問委託認定調査

＊当事業所は介護支援専門員５名以上を配置する加算２の
対象事業所です。

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23218981

介護支援専門員

日祝他 社会福祉法人　秋田中央福祉会　ケ
アプラザあきた中央その他
秋田県秋田市外旭川字三千刈１１４
－１

3人

登録販売者（従事
登録証）

登録販売経験者
（平成２７年度以降
に取得された場合
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）

4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

介護支援専門員（介護
支援いずみ）



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 213,300円～284,550円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時50分～17時30分 就業場所

月給

1人 200,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 145,000円～171,700円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時30分
(3) 9時00分～16時30分

月給

2人 170,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 34歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 161,000円～174,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

月給

3人 158,500円～174,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)10時30分～19時30分
(3)16時00分～ 9時00分

月給

2人 140,800円～140,800円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 6時30分～15時30分
(3)11時00分～19時30分

月給

2人 156,000円～214,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2) 6時00分～15時00分
(3)11時00分～20時00分

月給

1人 140,000円～145,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 155,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
05010-23223081

その他
秋田県秋田市豊岩小山字下モ田４５
２番地３（豊岩工業団地内）

4人 018-838-0633

不問
4人 秋田県秋田市

104人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23328081

機械部品加工　（ＮＣ自
動盤・ＮＣ旋盤）

○ＮＣ自動盤（旋盤）による機械部品の加工、並びに補助作
業に従事していただきます。
・プログラム作成。品質・保守管理も含みます。
・部品はφ１～φ１００までのものになります。

＊未経験の方でも仕事をしながら技術の習得ができます。

不問

日他 アキタテクノス　合同会社

調理員

○施設内（ショートステイ）において、調理業務全般を行い
　ます。（定員３０名）
・３人か４人交替で１日３０食程度を作ります。
・調理、片付け、食品の選別

不問

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

秋田県潟上市飯田川下虻川字上谷
地１６８－１

81人 018-877-7077

81人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23332781

321人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-23298181

介護職員

○老人ホーム入居者の介護業務全般に従事していただきま
す
・ケアプランに基づく業務（食事、入浴、排泄等の介助）
・清掃業務
・レクリエーション業務
・ＰＣによる日誌作成
・その他、付随する業務
＊外出時は社用車使用（ＡＴ車）
＊夜勤は、月３～４回程度
＊入居者９０名に対し３９名の介護職員で対応。

他 社会福祉法人　ふたあら福祉会
その他

介護員

＊介護員として施設入所者の生活支援業務全般に従事して
いただきます。

・入所者への食事介助、入浴介助等介護業務

＊入所者は１５０名です。
＊宿直あり。４人体制（４～５回／月）
＊入社後は２週間程度の日勤業務を経験し、その後１ヶ月程
度２名体制で宿直も加えての勤務となります。


不問

他 社会福祉法人　秋田県厚生協会　救
護施設　玉葉荘その他
秋田県秋田市雄和向野字吹欠下３６
－２

41人 018-887-2235

不問

018-892-7800

220人 秋田県秋田市

ヘルパー２級以上
または　介護職員
初任者研修修了
者、
介護職員実務者研
修修了者　　
普通自動車免許／
ＡＴ限定可 雇用・労災・健康・厚生・財

形 05010-23287781

雇用・労災・健康・厚生
05010-23248081

介護職員

○入所者及び通所者の入浴・食事の介助など日常生活の援
助を行なっています。


＊就業時間（１）～（３）の交替制
　夜勤：（３）（月５回程度　介護スタッフ４名、看護スタッフ１名
の計５名体制）

＊初回夜勤は研修後、個人の能力に合わせて対応します。


他 医療法人　三愛会　介護老人保健施
設　悠久荘その他
秋田県秋田市御所野堤台３丁目３－
１

55人

その他
秋田県秋田市御所野堤台２丁目２－
１９

25人 018-829-0123

不問
26人 秋田県秋田市

200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
11110- 8641081

介護職員
（有期実習型訓練）

○ショートステイにおける介護業務全般を担当します。
（単独型短期入所生活介護施設、現在４０床）
・生活介助
・入浴および食事介助
・見守り・その他、付随する業務
＊就業時間（１）～（４）交替制　夜勤は月４～６回程度
※採用後、企業内での実習と座学を組み合わせた訓練（有期実習
型訓練）を実施します。その際、介護職員初任者研修を受講して頂
きます。働きながら仕事に必要な能力を計画的に身に付けることが
できます。

不問

他 株式会社　アースワン

福祉用具アドバイザー
（営業職補佐）「秋田
市」

自社製品をメインとする福祉用具を顧客である介護ショップ（貸与事
業者）にレンタルする為のご案内、販促等営業活動全般です。顧客
との信頼関係を構築しながらの営業活動となります。社会貢献性が
高く、これからの日本の超高齢社会を支える仕事です。介護保険制
度の仕組みなどの知識は研修します。また、「福祉用具専門相談
員」資格を取得し、福祉用具を扱う専門家として、業務に従事するこ
とになります。営業活動には、主に社有車（ワンボックス）を使用しま
す。
【営業活動内容】得意先への製品提案営業、介護ショップに対する
製品案内・販売、ルート配送、指定先への設置・回収など

普通自動車免許
（ＡＴ限定可・ペー
パードライバー不
可）

土日祝他 株式会社　ランダルコーポレーション
毎　週

埼玉県朝霞市西原１－７－１

1人 048-475-3661

不問

17人 018-845-2266

不問
31人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-23303081

雇用・労災・健康・厚生
13170-53200581

営業

・見積書・企画書の作成
・営業活動
・イベント会場での設営撤去・運営業務等
・社用車使用

自動車普通免許
（ＡＴ限定可）必須

火日祝 株式会社　秋田ステージ
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町字中谷
地６７－１

東京都西東京市北原町３－２－２２

9人 042-461-6444

営業経験１年以上
（業界不問）

1,614人 秋田県秋田市

秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23335181

分譲住宅の企画営業
『秋田営業所』（地域限
定）

当社戸建分譲住宅（クレイドルガーデン）の事業・企画営業

＊事業計画の策定、立案
＊戸建用地の仕入れ
＊建物のプランニング
＊販売活動の戦略
＊契約および完成物件の引渡し

※仲介、販売ではありません。

必須：第一種普通
自動車運転免許証
（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　アーネストワン
毎　週

・問屋・販売店・工務店等の既存顧客への営業及び提案活動
を行うルートセールスです。
・販促企画や商品提案及び得意先主催の展示会への応援
・メーカー営業として商品の開発企画に参画する機会あり
・見積書、企画書作成（パソコン使用）

＊営業エリア：秋田県内（ＡＴ社有車使用）

※業務拡大のための募集です！！

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　コロナ　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市泉中央四丁目４番１８
号

14人 018-864-5671

不問
2,329人

介護福祉士又は介
護職員初任者研修
修了者（ヘルパー２
級以上）あれば尚
可
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

平成30年12月5日発行（平成30年12月4日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

ルートセールス

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 155,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 170,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 180,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 160,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

3人 175,000円～245,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～45歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
(3)20時00分～ 5時00分

月給

1人 145,000円～171,700円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時30分
(3) 9時00分～16時30分

日給（月額換算）

1人 184,800円～184,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 231,000円～346,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 160,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 143,500円～164,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 250,000円～250,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 125,200円～125,200円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

7,840人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
13010-52921182

〔契約〕ドーミーイン秋
田／清掃及び施設管
理

当社直営ビジネスホテル清掃・施設管理

・清掃（客室、大浴場などの共用部分）
・清掃後のチェック
・簡単なシフト作成

＊責任者候補

不問

他 株式会社　共立メンテナンス
その他

東京都千代田区外神田２丁目１８－
８

20人 03-5295-7793

不問

1人 048-475-3661

不問
200人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

11110- 8639881

雇用・労災・健康・厚生
05010-23243481

福祉用具の配送スタッ
フ（ルート）「秋田サテラ
イト」

下記の業務を行なっていただきます。
＊ベッドや車椅子等の福祉用具を、個人宅や代理店に配送
　する仕事です。
＊主な配送エリアは、秋田県北エリア、秋田県南エリア、
　秋田市内になります。一日あたり１０件前後（運転走行距
　離：１００ｋ　ｍ位）を廻っていただきます。
＊その他倉庫内業務として、受注商品の準備や返却商品の
　受入れ等の、物流業務も行なっていただきます。
（２０～２５ｋｇの重量物を扱います。）
＊パソコン入力業務あり（基本操作必須）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ランダルコーポレーション
毎　週

埼玉県朝霞市西原１－７－１

その他
秋田市外旭川字四百刈２６

10人 018-893-4531

不問
30人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23250581

エアコン及びアンテナ
工事並びに配送助手
（秋田市）

○エアコン及びアンテナ工事業務に従事していただきます。
・一般住宅のエアコン及びアンテナ取付工事　等
・その他、付随する業務
＊社用車使用（ワンボックスバン：ＡＴ限定可）
○配送助手業務
・量販店の家電製品の配送助手及び設置業務　等
＊量販店から個人宅への配送業務です。
　（社有車使用：ＡＴ限定不可）
＊配送先は秋田県内になります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
電気工事士（２種）
あれば尚可

他 有限会社　皐月陸運　秋田支店

工事補助【急募】

・ビル用サッシ取付補助
・ガラス工事補助
・社用車使用（１ｔトラック、バン）
＊重量物を取り扱いますので、体力を要します。
＊未経験者の方でも親切に指導します。
※現在の作業場所は県内及び県外（東北）となっており、就
業場所記載倉庫に集合のうえ移動するため、作業場所が遠
隔地の場合には早朝出勤していただくこともあります。
県外宿泊を伴う出張の可能性もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（アーク溶接あれば
尚可）

日祝他 株式会社　カワムラサッシ
その他

秋田県秋田市新屋松美ガ丘南町２３
－５４

2人 018-824-7410

不問

2人 018-824-7410

不問
2人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-23247181

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-23305681

工事補助（手元）【急
募】

・ビル用サッシ取付補助
・ガラス工事補助
・社用車使用（１ｔトラック、バン）
＊重量物を取り扱いますので、体力を要します。
＊未経験者の方でも親切に指導します。
※現在の作業場所は県内及び県外（東北）となっており、就
業場所記載倉庫に集合のうえ移動するため、作業場所が遠
隔地の場合には早朝出勤していただくこともあります。
県外宿泊を伴う出張の可能性もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　カワムラサッシ
その他

秋田県秋田市新屋松美ガ丘南町２３
－５４

毎　週
秋田県秋田市土崎港相染町字中谷
地６７－１

17人 018-845-2266

不問
31人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23340781

舞台業務

・イベント会場、会館等での舞台設営・運営業務等
・社用車使用 自動車普通免許

（ＡＴ限定可）必須

火日祝 株式会社　秋田ステージ

ビル管理設備オペレー
ター

○ビル内の機械設備（空調・電気）の運転・保守管理に従事
していただきます。
・２～３人で作業を行います。
・現場は主に秋田市内ですが、一部市外ビルの巡回点検が
あります。
・社用車（ＭＴ）使用

第二種電気工事士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　アテック
その他

秋田県秋田市八橋イサノ２丁目１５番
２５号

7人 018-862-1720

不問

10人 018-893-4531

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23245881

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23336081

自動車整備


○車両の一般整備、車検整備を行っていただきます。
・普通乗用車及び２ｔトラック
・用品の取り付け作業

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

水他 有限会社　皐月陸運　秋田支店
その他

秋田市外旭川字四百刈２６

その他
秋田県秋田市八橋イサノ２丁目１５番
２５号

16人 018-862-1720

不問
30人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23220881

冷暖房機サービス要員

○冷暖房機器の整備点検に従事していただきます。
・秋田県全域（一部岩手県内）を社用車（ＭＴ車）を使用し冷暖
房機器の巡回サービス（整備・点検・修理）を行いま　す。
・未経験者には丁寧に指導いたします。

第二種電気工事士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　アテック

自動車鈑金、塗装　≪
急募≫

○自動車鈑金、塗装をしていただきます。
・事故車の鈑金や修理をします。
・その他、車に関する返車や引き取り納車等付随する作業も
　あります。

＊扱っている車は乗用車が多いです。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 三浦鈑金
その他

秋田県秋田市外旭川字野村１８０ー
３

4人 018-838-0633

3人 018-863-1619

鈑金塗装経験者

不問
4人 秋田県秋田市

検査員

○ＮＣ自動盤（旋盤）による機械部品の加工後の製品検査を
行っていただきます。
・加工品は小さいものが多く、そのため細かい作業が主にな
ります。
・部品はφ１～φ１００までのものになります。

＊未経験の方でも仕事をしながら技術の習得ができます。

雇用・労災・健康・厚生
05010-23224381

不問

日他 アキタテクノス　合同会社
その他

秋田県秋田市豊岩小山字下モ田４５
２番地３（豊岩工業団地内）

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

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

その他
秋田県秋田市山王１丁目１－１

11人 018-866-2012

不問

4ページ中 4ページ

2,532人 秋田県秋田市
平成31年1月4日～平
成31年2月28日 公災

05010-23286481

除雪作業員（臨時職
員）「赤れんが郷土館」

○赤れんが郷土館と民俗芸能伝承館の駐車場の除雪作業。
・赤れんが郷土館の巡回点検
・赤れんが郷土館の雪囲いの点検、補修
・赤れんが郷土館の庭園の落ち葉の収集等
・その他、付随する業務

不問

他 秋田市役所



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 170,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 171,500円～341,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 191,000円～294,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 220,000円～340,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時40分 就業場所

月給

1人 200,000円～250,000円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時45分 就業場所

月給

1人 262,900円～262,900円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～17時15分 就業場所

月給

1人 182,500円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時45分 就業場所
(2) 8時45分～14時30分

月給

1人 173,600円～212,200円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～17時15分 就業場所

月給

1人 193,900円～193,900円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～17時15分 就業場所

月給

1人 176,000円～211,200円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所34人 秋田県秋田市
平成31年2月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-23532381

生活相談員

〇平成３１年３月開業予定。大手スポーツクラブルネサンス
のリハビリ特化型デイサービス「元氣ジム」に勤務となりま
す。
・利用者様の相談業務を始め、通所介護計画書の作成や、
担当者会議への出席等を担当していただきます。

＊入浴・食事の介助はありません。

社会福祉士、社会福
祉主事、介護支援専
門員のいずれか
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

土日他 株式会社サンウェイ　元氣ジム秋田
山王毎　週
秋田県秋田市旭北栄町３－１１

1人 0184-24-0943

介護支援専門員は
１年以上の実務経
験が必要です。

9人 018-878-6383

不問
170人 秋田県潟上市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23465781

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23546881

准看護師（フル、臨時
職員）

○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


・准看護師
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

その他
秋田県潟上市天王字上江川２１２－
２

9人 018-878-6383

不問
170人 秋田県潟上市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23489581

正看護師または准看護
師
（正社員）

○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。

＊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）

他 社会福祉法人　敬仁会
デイサービスセンターはまなす

看護師または准看護師

○医師の指示による小児看護業務全般
・診察介助
・検査（種々迅速診断キット、ｅｔｃ）
・採血、点滴
・点滴は大きい子のみとし、手のかかるケースは
　出来るだけ他の方法をとっています。

＊就業時間：（１）月・火・水・金
　　　　　　（２）土・日いずれか出勤の場合の勤務時間


看護師または准看
護師

木祝他 こどものクリニック
その他

秋田県秋田市泉中央５丁目１９番１８
号

9人 018-883-5555

看護師または准看
護師としての業務
経験

9人 018-878-6383

不問
170人 秋田県潟上市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23464481

雇用・労災・健康・厚生
05010-23505181

看護師（フル、臨時職
員）

○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
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

毎　週
秋田県秋田市東通仲町２－１２

9人 018-893-5288

＊システム開発の
経験３年以上

24人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23477081

システムエンジニア

〇主たる業務
　行政基幹系システムの保守・運用業務をして頂きます。

〈技術要件〉下記、経験を有することが好ましい。
　・開発言語：ＪＡＶＡ
　・データベース：ＳＱＬを解すること。
　・システム開発の経験３年以上

不問

土日祝他 株式会社　アキタネット

建築設計・監理・建築
診断調査マネジメント
業務

・建築設計及び工事監理
・図面作成、積算業務
・打合せ、書類提出等外出用務あり
　＊社有車（ＡＴ）使用

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
一級建築士又は二
級建築士

日祝他 株式会社　小野建築研究所
その他

秋田県秋田市旭北錦町３－１４

9人 018-888-4551
建築設計及び工事
監理の実務経験
ＣＡＤ操作実務経
験
＊両方必須

10人 018-865-3322

パソコン出来る方
（ワード・エクセル）
ＣＡＤ（アーキトレンド）
又はＪＷウィン　でき
れば尚可

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23470981

雇用・労災・健康・厚生
05010-23558381

建築士

・住宅設計管理、建築デザイン、アフターサービス、積算、
　木造住宅の設計、工務事務　
・図面作成（アーキトレンド、ＪＷＣａｄ）・現場管理・プラン打ち
合わせ・設計対応　　　　　　　　　　
・電話対応、書類作成、提出、業者やお客様との打ち合わせ
＊現場は殆ど市内
＊社有車（普通車ＡＴ車・トラックＭＴ車）又は自家用車使用
（手当有）
　　　　　

１級建築士または２
級建築士
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

日他 トーケンホーム　株式会社
その他

秋田県秋田市山王新町１９番３７号

菱明三菱電機機器販売　株式会社
毎　週

秋田県秋田市旭北寺町１－２

54人 018-862-5511

56人 秋田県秋田市

平成30年12月6日発行（平成30年12月5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

電気工事技術者

○電気工事技術者として勤務していただきます。
【主な仕事の内容】
・営業庶務
・小規模工事現場の管理
・入札業務



第２種電気工事士
以上
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　アテック
その他

秋田県秋田市八橋イサノ２丁目１５
番２５号

16人 018-862-1720

電気・管・土木工事
施工管理技士・昇
降機検査資格者・
自家発電設備専門
技術者・第一種電
気工事士などの資
格あればなお可
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23482881

施工管理・保守サービ
ス

＊電気設備、電気通信設備工事の施工管理、発電機、小荷
物専用昇降機、ＵＰＳ、セキュリティシステム、通信設備等の
保守サービス。
・社用車使用
※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

仕事の内容欄に記載の設計・施工管理、保守サービスの経
験、現場実務経験者

土日祝他

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 159,040円～256,780円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 160,000円～216,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3) 7時30分～16時30分

月給

1人 195,000円～195,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～17時15分 就業場所
(2) 9時45分～18時15分

日給（月額換算）

1人 131,440円～131,440円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～18時15分 就業場所

時給（月額換算）

2人 147,600円～180,400円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

32人 154,800円～189,200円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 就業場所

時給（月額換算）

1人 223,600円～223,600円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

日給（月額換算）

1人 130,200円～130,200円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 122,000円～122,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 7時30分～16時00分
(3) 8時00分～16時30分

月給

1人 140,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分
(3) 9時30分～18時00分

19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23522081

医療事務

○病院の受付・窓口及び会計事務
○医療事務全般（レセプト請求事務全般）
・レセプトコンピュータ、パソコン操作
　（ワード、エクセル必須）
○人間ドッグ・検診の事務業務
＊就業時間について
（１）は早番（３）は遅番で（１）（３）ともに週１回あり
（２）通常の勤務時間（４）土曜日
＊採用（勤務開始）は平成３１年２月１日の予定です。

不問

日祝他 株式会社　弥生物資
その他

秋田県秋田市旭北栄町３－１５

19人 018-862-8577

不問

32人 018-823-4116

不問
384人 秋田県南秋田郡八郎潟町

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-23516681

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-23547281

医療事務（湖東厚生病
院）

○『湖東厚生病院』での医療事務全般を担当していただきま
す。
・レセプト請求
・外来受付
・その他、院内における業務

＊年度毎の雇用契約更新予定あります。

不問

土日祝 株式会社　光風舎
毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

その他
秋田県南秋田郡大潟村中央１－５

32人 0185-45-2211

パソコン操作（エク
セル基本操作でき
る程度）

110人 秋田県南秋田郡大潟村

40人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23490881

一般事務

〇一般事務全般を担当して頂きます。
【主な業務】
・受付業務
・庶務
・電話応対
・来客応対
・その他付随する業務

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 大潟村農業協同組合

一般事務

○事務業務全般を担当していただきます。
・営業事務（請求書発行、入金処理）
・総務事務（経理、労務管理など）
・資材事務（在庫調査、データ分析など）
・取り扱い品の受発注
・来客対応、電話対応

普通自動車免許
（ＡＴ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

不問

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

16人 秋田県秋田市
～平成31年1月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-23520281

～平成31年1月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-23519481

高級外車に関連するお
仕事

≪高時給・急募≫
○某有名高級車のお仕事です。
・お客様からのお問い合わせやお客様へのサービスのお仕
事ですが、未経験者にも安心の研修・フォロー体制がしっかり
しております。
・デスクワークのお仕事で、セールス・勧誘・ノルマは一切ござ
いません。
・ご不明点は、お気軽にお電話で受け付けております。
　是非、ご応募ください。

不問

他 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

16人 秋田県秋田市

16人 秋田県秋田市
～平成31年4月30日

雇用・労災・健康・厚生
05010-23518581

受付スタッフ
【ロードサービス】

○自動車保険加入のお客様からのロードサービスの要請受
付・業者手配業務。
・お車の急なトラブルに対し、事故・故障受付け、ロードサービ
スの手配業務。
＊デスクワークのお仕事です。
＊長期予定。
＊未経験者から始めるスタッフ多数。
＊勤務時間帯、休日、勤務開始日は相談に応じます。
＊セールス・勧誘・ノルマはございません。

不問

他 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店

確認・事務業務【期間
限定】

○火災保険に関する契約及び解約書類のチェック等の事務
作業、お問い合わせ確認

＊デスクワークのお仕事です。
＊未経験者から始めるスタッフ多数。
＊セールス・勧誘・ノルマはございません。
＊土日祝休の人気のお仕事です。
＊２か月更新で最長で平成３１年４月３０日までとなります。

不問

土日祝 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

19人 018-866-2012

不問
2,532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

05010-23524681

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

26020-33595981

案内・看視（千秋美術
館／臨時職員）

○「秋田市立千秋美術館」にて案内・看視業務を担当してい
ただきます。
・美術館内の受付、来館者対応
・展示室内の看視等
・その他付随する業務
＊年度毎又は６ヶ月毎の更新予定あり（最長２４ヶ月）
＊勤続勤務１２ヶ月経過後、１ヶ月の雇用中断があります。

不問

他 秋田市役所
その他

秋田県秋田市山王１丁目１－１

毎　週
京都市下京区塩小路通烏丸西入東
塩小路町８４３－２　日本生命京都ヤ

0人 075-341-2929

不問
100人 秋田県秋田市

28人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23484181

大学図書館リーダー業
務

弊社が２０１８年４月より受託運営をする国際教養大学・中嶋
記念図書館でのリーダー業務となります。

（主な担当業務）
・貸出／返却、レファレンス、ＩＬＬや目録作成、受入業務
・図書館運営に関する大学との各種打合せ
・図書館スタッフの労務管理
・その他、図書館運営にかかわる業務全般

・司書資格

他 株式会社　キャリアパワー　京都本
社

幼稚園教諭又は補助
教員

○幼稚園教諭業務に従事していただきます。
（仕事内容詳細）
・３歳～５歳児の保育業務
・その他付随する業務

＊幼児の世話なので活発な方を希望します。

※支度金１万円～２万円支給します。

幼稚園教諭又は保
育士

土日祝 【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

不問
28人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23483281

保育士

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

5ページ中 2ページ

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

保育士

○保育業務に従事していただきます。
（仕事内容詳細）
・０～３歳児の保育（定員３２名）
・オムツ替え、ミルク等の保育
・保育室の清掃
・その他付随する業務
＊雇入日は相談の上決定
※支度金１万円～２万円支給します。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 250,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

3人 147,600円～180,400円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

4人 137,600円～206,400円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 160,800円～219,270円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 170,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)11時00分～20時00分

月給

1人 146,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 69歳以下 就業場所

月給

1人 146,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～69歳 就業場所

月給

1人 146,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 69歳以下 就業場所

月給

1人 200,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～14時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分
(3)12時00分～20時00分

月給

1人 109,778円～109,778円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
平成31年2月11日～

雇用・労災・健康・厚生
37010-32167381

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
2,535人 秋田県秋田市

63人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23515381

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）

温泉旅館業務（フロン
ト・接客担当）

○「貝の沢温泉」にて旅館業務を担当していただきます。
・入場者のフロント受付、宿泊者の予約受付
・朝食配膳お手伝い他、付随する業務

＊未経験の方でも慣れるまで丁寧に教えます。
＊協調性を大切に仕事を頑張れる方


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

木他 株式会社　せきや
その他

秋田県秋田市大町１丁目４－２２

6人 018-862-5477

不問

6人 0186-44-6250

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05030- 6267581

雇用・労災・健康・厚生
05030- 6266981

調理並びにホールス
タッフ【うるとらＴＳＵＣＨＩ
ＺＡＫＩ】

（１）ラーメンの調理全般
（２）ホールを中心としたお客様へのサービス
（３）食器の準備、片付け、ラーメン等の配膳等
　上記の業務に従事します

＊制服は貸与します
＊試用期間（研修期間）３ヶ月間あります
（その間、賃金等同条件　特記事項欄参照）
＊未経験者大歓迎


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- 6265681

調理並びにホールス
タッフ【秋田本店】

（１）ラーメンの調理全般
（２）ホールを中心としたお客様へのサービス
（３）食器の準備、片付け、ラーメン等の配膳等
　上記の業務に従事します

＊制服は貸与します
＊試用期間（研修期間）３ヶ月間あります
（その間、賃金等同条件　特記事項欄参照）
＊未経験者大歓迎

不問

他 有限会社　ニシキダイナー

調理並びにホールス
タッフ【錦秋田分店】

（１）ラーメンの調理全般
（２）ホールを中心としたお客様へのサービス
（３）食器の準備、片付け、ラーメン等の配膳など
上記などの業務に従事します

＊制服は貸与します
＊試用期間（研修期間）３ヶ月間あります
（その間、賃金等同条件　特記事項欄参照）
＊未経験者大歓迎


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

4人 0186-44-6250

不問

秋田県秋田市保戸野千代田町１６－
２０

3人 018-862-0778

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23473781

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23504281

フェイシャル・リラクゼー
ション・エステティシャン

・店内にて接客を担当していただきます。
・脱毛機械を操作して施術。
・その他関連する業務として電話応対、店内清掃等も含めて
全般に従事していただきます。

＊脱毛機械の操作方法は丁寧に指導いたします。

＊ノルマ等はありません。

他 株式会社　Ｈ＆Ｌ
その他

受付事務兼歯科助手

○受付事務兼歯科助手として、歯科医師の指示のもと下記
の業務等を行っていただきます。
・受付・医療事務・報酬計算
・患者様対応・誘導・介助補助
・器具類の洗浄・片付け・清掃　等

＊経験は問いません。

不問

日祝他 とし歯科クリニック
毎　週

秋田県秋田市泉中央三丁目１０番地
２４号

13人 018-865-1181

不問

29人 018-883-3400

不問
5,000人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-23479681

～平成31年1月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-23517981

販売員（準社員）

○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
＊正社員でご希望の方は当社ＨＰの地域正社員採用ページからご
応募下さい。

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

秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力が可能な方

16人 秋田県秋田市

秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23474881

ＯＡ事務≪急募≫

○ロードサービスに関連する費用精算処理全般のお仕事で
す
・付随する電話架電／受電対応、事務処理業務もあり。

＊長期予定のお仕事です。研修を行いフォロー体制もあり安
心です。

※補充のための≪急募≫です。

不問

土日祝 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店毎　週

○ハウスメーカー、設計事務所へ地盤調査・地盤改良の営業
活動を行っていただきます。

＊社用車使用
＊営業範囲：県内全域
＊上着貸与

※慣れるまでは同行し、一緒に勉強をしていただきます。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 金城重機東北　株式会社　秋田営業
所その他
秋田県秋田市外旭川字三千刈１２２
－１　ＴＲビル事務所２階Ｄ号室

5人 018-874-9135

営業経験
50人

簡単なパソコン操
作（ブログ更新等）
エステ、リラクゼー
ション等経験あれ
ば優遇
美容系経験者優遇

平成30年12月6日発行（平成30年12月5日受付分)　Ｎｏ．３

5ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

営業≪急募≫

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

7人 176,880円～192,960円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 9時00分～ 8時59分 就業場所
(2)19時00分～ 9時00分

日給（月額換算）

1人 136,864円～136,864円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

3人 133,168円～138,040円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

5人 202,560円～202,560円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 2時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

時給（月額換算）

2人 151,920円～151,920円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

3人 133,168円～133,168円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

時給（月額換算）

3人 133,168円～133,168円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

日給（月額換算）

2人 192,050円～192,050円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 2時00分～11時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 194,400円～259,200円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 216,000円～216,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所10人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-23513181

左官工

・コンクリート系モルタル施行
　主に外構工事を行っていただきます。

・現場は秋田県内全域及び岩手県、現場集合もありますが、
宿泊付出張もあります。（２日～３日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

不問

日祝他 株式会社　ナガタ
隔　週

秋田県秋田市外旭川字三後田２３１

10人 018-827-5475

不問

10人 018-827-5475

不問
10人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-23503881

雇用・労災・健康・厚生
05010-23508681

解体作業員及びトラッ
ク運転手

・解体工事における手作業や重機オペレーターの手元作業
・２ｔ、４ｔダンプを使用して、資材の運搬もあります。
・現場は秋田県内全域及び岩手県、現場集合もありますが、
宿泊付出張もあります。（２日～３日）
・乗用車を使用して従業員の送迎などがあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中型自動車免許（８
ｔ限定可）

日祝他 株式会社　ナガタ
隔　週

秋田県秋田市外旭川字三後田２３１

その他
秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－２６　飯島工業団地内

45人 018-880-6885

２ｔトラックの運転経
験者優遇

340人 秋田県秋田市

520人 秋田県秋田市
平成30年12月5日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

04010-82228181

２ｔトラック乗務員（パン
配送）

○２ｔトラックを使用して、大仙市のスーパー等の店舗へ
　パンの配送をして頂くお仕事です。

・件数は、２５～３０件前後となります。
・空容器回収、伝票回収の付帯作業もあります。

準中型及び中型限
定以上

他 株式会社　丸祐運送　秋田営業所

旅客自動車（大型バス）
の運転［秋田市］

路線バス及び貸切バスの運転担当
　・県内外への高速乗合バスの運転
　・泊まり勤務有り
＊年度毎雇用契約更新
＊正社員登用制度あり（年に１度秋頃に登用試験あり）
【就業時間に関する特記事項】
運行先、状況等により１日の勤務時間数は変動します。
１ヵ月単位の変形労働制：週の勤務時間数は平均で４０時間
以内で調整。泊の運行（勤務）は月平均１０回程度です。

大型自動車二種免
許

他 ジェイアールバス東北　株式会社
その他

宮城県仙台市青葉区五橋１丁目１－
１

16人 022-266-9642

不問

30人 0187-84-3707

不問
40人 秋田県秋田市

平成30年12月17日～
平成31年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 6846181

平成30年12月17日～
平成31年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 6847081

フレキシブル基盤製造
【秋田市】

＊フレキシブル基盤の製造に係る
　・加工オペレーター　・組立、検査
　・その他付随する業務
※日勤のみも可
＊派遣期間：Ｈ３０年１２月１７日～Ｈ３１年１月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３３年１０月５日です。

普通自動車免許
（通勤用）

日他 北斗通信工業　株式会社
その他

大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

その他
大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

30人 0187-84-3707

不問
40人 秋田県秋田市

40人 秋田県南秋田郡五城目町
平成30年12月17日～
平成31年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 6852881

圧力センサー製造【秋
田市】

＊圧力センサーの製造に係る
　・加工オペレーター　・組立、検査
　・その他付随する業務
※日勤のみも可
＊派遣期間：Ｈ３０年１２月１７日～Ｈ３１年１月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３３年１０月５日です。

普通自動車免許
（通勤用）

日他 北斗通信工業　株式会社

部品加工・組立（日勤
制）【五城目町】

＊輸送機器部品の加工・組立
＊専用加工機の操作や手作業による組立

＊派遣期間：Ｈ３０年１２月１７日～Ｈ３１年１月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３２年１月１７日です。

不問

土日他 北斗通信工業　株式会社
毎　週

大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

30人 0187-84-3707

不問

30人 0187-84-3707

不問
40人 秋田県南秋田郡五城目町

平成30年12月17日～
平成31年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 6851781

平成30年12月17日～
平成31年1月20日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 6845281

部品加工・組立【五城
目町】

＊輸送機器部品の加工・組立
＊専用加工機の操作や手作業による組立

＊派遣期間：Ｈ３０年１２月１７日～Ｈ３１年１月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３２年１月１７日です。

不問

土日他 北斗通信工業　株式会社
毎　週

大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

毎　週
大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

30人 0187-84-3707

不問
40人 秋田県南秋田郡五城目町

19人 秋田県潟上市
平成31年1月1日～平
成31年6月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-23523381

車載用電装部品の製
造【五城目町】

＊ハーネスの組み付け
　外観検査
　その他付随する業務
※立ち作業になります。
＊派遣期間：Ｈ３０年１２月１７日～Ｈ３１年１月２０日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、平成３３年１
０月２１日です。

普通自動車免許
（通勤用）

土日他 北斗通信工業　株式会社

種苗生産補助

○花きの種苗生産に係る補助的な業務
・トルコギキョウ、キク、ダリアなどの栽培管理を主体に日常
業務を行っています。
・作業場所はガラス温室、ビニールハウス並びに露地圃場で
す。

＊ピンセットを使用する細かい作業などもあります。

＊未経験者でも作業手順は教えます。


不問

土日祝 秋田県花き種苗センター
毎　週

秋田県潟上市昭和豊川竜毛字山ノ
下１－１

19人 018-877-7787

不問

不問
24,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-23509981

不問

他 太平ビルサービス　株式会社　秋田
支店毎　週
秋田県秋田市山王６丁目１４番１２号

0人 018-874-7622

5ページ中 4ページ

平成30年12月6日発行（平成30年12月5日受付分)　Ｎｏ．４
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

施設常駐警備業務

○請負契約先にて下記の業務を担当していただきます。
・入庫・出庫車両の出入管理
・入館・退館時の出入管理
・手荷物検査　など

＊８人体制で行います。
＊制服貸与
＊正社員登用の可能性あり。
＊新規業務による募集です。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 250,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 132,840円～132,840円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

3人 159,120円～176,800円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

時給（月額換算）

4人 131,064円～131,064円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～14時00分 就業場所

月給

1人 145,000円～186,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分

不問
80人 秋田県秋田市

130人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03050- 8177781

アイスクリームの配送・
陳列・自販機への納品
等（秋田）

◇ルート配送　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・２ｔトラックを使用して、アイスクリーム等の配送業務
　・スーパー、コンビニ等の得意先回り、アイスクリーム冷凍
食品を配送・陳列業務　　　　　　　　　　　　　
　・自販機への納品　等　
◇営業業務（新製品案内等）　　　　　　　　　　　　　　
　・新製品のパンフ配布　他
◇１日の配送距離と店舗数は１００～１５０ｋｍ内で、
　１０～１５店を回ります。≪　急　募　≫

その他
岩手県一関市萩荘字下モ下釜５４－
１

13人 0191-24-4111

80人 018-857-1761

日他 東北フローズン株式会社

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-23506081

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-23491281

運転手（２ｔ車）【急募】

○秋田市内の自動車販売店へ２ｔ車（アルミバン）での自動車
部品輸送（ルート配送）
・トヨタ、ダイハツの自動車部品を、ディーラー、一般整備
　工場、部品を扱う商店へ配送して頂きます。
＊雇用期間：１２ヶ月毎の更新予定
＊重量物の積み込みはフォークリフトを使用します。
＊ツーマンでの運行となります。

準中型自動車運転
免許
※フォークリフト免
許あれば尚可

他 株式会社　秋豊ネットライズ
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１７－２０

その他
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山２－１２

10人 018-845-0206

不問
40人 秋田県秋田市

2,500人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-23480481

配達（石油製品）「販売
部・配送センター」【正
社員以外】

○タンクローリーに乗車してお客様に灯油、軽油、重油のい
ずれかを配達します。　
・配達先でポリタンクやホームタンク等へ給油します。
・料金授受
・領収書作成
＊配達範囲エリア：秋田市内（土崎・飯島中心）、天王等

＊３ヶ月毎の契約更新となります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
危険物取扱者乙種
第４類もしくは丙種

他 株式会社　国際商事

タイヤ配達員

秋田市内のショップ、ガソリンスタンド、カーディーラー、車屋
等へのタイヤの配達作業に従事していただきます。
・その他、倉庫内の整理

＊トラック１．５ｔ（ＭＴ車）使用
＊体力が必要な仕事です。
＊雇用期間終了後は１年契約更新となります。（条件あり）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ヨコハマタイヤジャパン
秋田カンパニーその他
秋田県秋田市御所野湯本１丁目１－
５

018-874-9135

9人 018-826-1151

不問

パソコン操作できる
方
（土木・建設作業経
験があれば尚可）

50人 秋田県秋田市

○新築住宅の地盤調査
・建設予定地などの事前調査として地盤調査を行って頂きま
す。
・調査車両にて現場を移動、地盤調査後、事務所に戻りデー
ター等をパソコンで事務処理します。

＊地盤調査資格が無い方は入社後に取得していただきま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 雇用・労災・健康・厚生

05010-23475281

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）＊
必須
（車両系建設機械
あれば尚可）

日祝他 金城重機東北　株式会社　秋田営業
所その他
秋田県秋田市外旭川字三千刈１２２
－１　ＴＲビル事務所２階Ｄ号室

5人

・中型自動車運転
免許一種（ＡＴ限定
不可）
・中型自動車運転
免許一種（８ｔ限定）
どちらでも可

5ページ中 5ページ

平成30年12月6日発行（平成30年12月5日受付分)　Ｎｏ．５

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

地盤調査員及び施工
補助≪急募≫

℡ 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　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！！
　２．　１２月　７日　社会福祉法人晃和会【看護師・准看護師、介護職員】
　３．　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】
　４．　１２月１１日　湯の越の里㈱（㈱りんどうの里　含む）【介護職員】
　５．　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】
　６．　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！！
　７．　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】
　８．　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】
　９．　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】
１０．　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

月給

2人 251,300円～289,600円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 200,000円～245,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 145,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 240,000円～310,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 130,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 6時00分～14時30分
(3)12時00分～20時30分

月給

1人 130,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)12時00分～20時30分
(3)17時00分～ 8時30分

月給

1人 130,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 150,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 9時30分～18時30分
(3) 7時30分～16時30分

月給

2人 165,276円～189,532円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 174,199円～258,174円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～16時45分 就業場所

27人 018-860-3241

学校での教員また
は臨時講師の経験
者

27人 秋田県秋田市
～平成31年2月26日

雇用・公災・健康・厚生
05010-23660081

平成31年1月15日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-23646381

講師（臨時）

○中学校の教員


・理科の教科指導及び生徒指導

中学校理科の教員
免許状

土日祝 秋田県教育庁　中央教育事務所
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－２

毎　週
秋田県秋田市楢山登町１０番５０号

24人 018-832-4582

不問
150人 秋田県秋田市

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23644181

保育士（産休代替）

○主として保育園の０歳児～５歳児の保育業務に従事してい
ただきます。

＊６０名定員の保育園で、各クラス１２名程度の定員です。



保育士資格

日祝他 社会福祉法人秋田県母子寡婦福祉
連合会　かわぐち保育園

支援員

○１８歳未満の障がい児（定員２０名）に対する、日常生活の
支援に従事していただきます。
・食事、排せつの援助
・集団生活での適応訓練
・送迎業務（ワンボックスまたは普通車ＡＴ）
・その他、付随する業務


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
保育士または介護
福祉士

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

6人 018-827-6742

不問

9人 018-873-5188

不問
502人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23622981

雇用・労災・健康・厚生
05010-23618881

職業指導員「手形ハウ
ス」

○障害者への作業指導（清掃作業を予定）
・「手形ハウス」に出勤後、利用者を社用車（ＡＴ車）に乗せ
て、作業現場（グループ法人であるわらべ会稲庭クリニック
（秋田市南通亀の町２－　２１）へ向かいます。現場にて障害
者への作業指導や見守りをします。

＊就業時間（２）は、「手形ハウス」での事務当直業務になりま
す。（週１回程度。２３～６時の間が仮眠時間になります。）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

その他
秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

18人 018-873-5188

不問
502人 秋田県秋田市

502人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23583981

職業指導員（木工）「げ
んきハウス下新城」

○障害者への木工作業（椅子や本棚等）の指導業務。
　（利用者１０名、スタッフ１名で対応）
・納品等の外出用務もあります。（利用者同乗の場合有り。
　社用車使用・軽バン）
・利用者の送迎用務もあります。（社用車使用・車種多数）
※就業時間（３）の事務当直業務もあります。
　（月５回程度。２３～６時の間が仮眠時間になります）
※正社員のため将来的には他業務への異動の可能性もあり
　ます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 医療法人　久幸会

職業指導員（日勤）「げ
んきハウス下新城」

○障害者への作業（木工・印刷・農業など）の指導業務。
　（利用者１０名、スタッフ１名で対応）
・納品等の外出用務もあります。（利用者同乗の場合有り。
　社用車使用・軽バン）
・利用者の送迎用務もあります。（社用車使用・車種多数）


※担当業務は、本人の希望や適性を見ながら相談して決定
　します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

18人 018-873-5188

不問

0人 092-707-8340

不問
160人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
40180-21271181

雇用・労災・健康・厚生
05010-23639681

あんまマッサージ指圧
師（正）／秋田市

・健康保険が適用になる歩行困難の方や障害をお持ちの方を対象
に訪問して、マッサージを提供していただきます。
＊未経験者であっても研修制度が充実していますので、安心してご
応募下さい。
・博多営業所にて２ヶ月間研修し、その後エリア内新規開設
・交通費・社宅は全額会社負担（光熱費等は自己負担）
＊エリア：秋田市内とその近郊、社用車あり
＊直行直帰もできます
＊営業活動一切なし
＊制服貸与

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
あんま・マッサージ
指圧師（国家資格
者）

日祝他 株式会社オファサポート　ＯＦＡ療養
サポートセンターその他
福岡県大野城市中３丁目１５－１２
グリーンハイツ１Ｆ

毎　週
秋田県秋田市河辺和田字坂本北４７
０－１

29人 018-893-4546

不問
29人 秋田県秋田市

279人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23647681

栄養士

○施設内での栄養士業務全般に従事していただきます。
　（献立作成を除く）
・療養食計画書作成
・受付業務
・事務処理業務

栄養士
普通自動車免許／
ＡＴ限定可

他 株式会社　和倉

看護職員（訪問看護ス
テーション）

○訪問看護一般
・在宅利用者へ医師の指示に基づいた必要な医療処置等。
・訪問地域は秋田市内
・社用車（軽ＡＴ）使用

＊電話当番は月５回程度あり（オンコール）
　２４時間体制のため、携帯電話を持ち、利用者からの
　問い合わせ対応していただきます。
　（入社３ヶ月後頃～）

看護師
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 医療法人　惇慧会
毎　週

秋田県秋田市外旭川字三後田１４２

10人 018-868-5511

不問

平成30年12月7日発行（平成30年12月6日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師又は准看護師

○特別養護老人ホーム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・処置・健康管理・服薬管理　等
・その他、付随する業務
＊特別養護老人ホーム（入所者５０名）
＊ショートステイ　　（定員２０名）
＊デイサービス　　　（１日２４～２５名程度）定員３０名
＊夜勤はありません。
＊雇用形態はパートも含め相談に応じます。

看護師免許又は准
看護師免許

他 社会福祉法人　新成会　特別養護老
人ホーム新成園毎　週
秋田県秋田市浜田字元中村２８０－
９

69人 018-828-0022

不問
136人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23616481

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 210,000円～231,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

15人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 144,320円～144,320円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 121,660円～129,560円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～171,700円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)10時00分～19時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)20時00分～ 5時00分

月給

1人 152,000円～154,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
(3)17時00分～ 9時00分

月給

2人 165,500円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 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

秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23630981

介護職員（生活支援
員）
　【正職員】

○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。





介護職員初任者研修
修了者または修了見
込み
他、介護に関する資
格保有者

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

59人 018-874-2272

不問

24人 090-7323-6411

40人 秋田県秋田市

115人

雇用・労災・健康・厚生
05010-23565081

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070-17756582

介護業務

○要介護状態にある高齢者に対し、入所して生活する手助け
　を行います。（食事・入浴介助、話相手等）

＊入所者２０人を介護・看護職員１８人体制で対応
＊送迎も行います（軽ワゴン車・ＡＴ）
＊夜勤は月４回程度（２人体制・休憩６０分）

※未経験の方もマンツーマンで丁寧な指導をいたします。
　安心してご応募下さい。

他 ショートスティであい【有限会社　生保
内福祉会】その他
秋田県秋田市中通６丁目４番１２号

毎　週
東京都目黒区青葉台２－１９－１０

285人 03-5428-3111

不問
10,592人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市
～平成31年2月28日

雇用・労災・健康・厚生
05010-23594781

１９７売場責任者・売場
責任者候補スタッフ／
秋田店

まずは、商品カテゴリー毎に分かれた６つのＭＤのいずれかの担当
となり，先輩社員やＭＤプランナーと一緒に基本業務の習得をしてい
ただきます。
商品知識の習得、商品ディスプレイ・陳列の工夫、発注業務、空間
の演出など商売のイロハを学び、ＭＤプランナーを目指して下さい。
ＭＤプランナー昇格後は、商品の仕入れ・選定から仕掛け作りなど
お客さまのニーズに応えられる売場創り全般をお任せいたします。
ＭＤプランナー経験後は、バイヤーや、店長、複数店舗を担当する
支社長、シニアＭＤといったキャリアステップは様々です。

不問

他 株式会社ドン・キホーテ

生産管理業務【秋田
市】

○生産管理業務に従事していただきます。
・部品管理
・その他補助業務 不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問

17人 018-845-2266

＊経理経験者
31人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-23634881

雇用・労災・健康・厚生
05010-23623581

経理事務員《急募》

・ＰＣＡ給与ソフトでの社員の給与計算
・仕訳伝票の起票、ＰＣＡ会計ソフトへの入力
・インターネットバンキングでの支払業務
・売掛金管理
・税務署や年金事務所への提出書類作成　他
　（社用車使用）

※１２月末退職者の補充による《急募》です。

自動車普通免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　秋田ステージ
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町字中谷
地６７－１

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

127人 018-835-4276

不問
95,094人 秋田県秋田市

2,532人 秋田県秋田市
平成30年12月21日～
平成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-23610181

医療事務／（病院・秋
田市中心部）

○総合病院での医療事務に従事していただきます。
・カルテ入出庫管理
・カルテ搬送


（財）日本医療教育財
団主催試験合格者
＊資格のない方はご
相談ください。

土日祝 株式会社　ニチイ学館　秋田支店

一般事務補助　（臨時
職員）　【下新城交流セ
ンター】

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

5人 018-866-2012

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

20人 018-883-1101

ＰＣ操作（エクセ
ル、ワード）

90人 秋田県秋田市
～平成31年1月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-23584581

平成31年1月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-23570881

事務補助業務（生産管
理）

○当社派遣先において、事務補助業務に従事していただきま
す。
・ＰＣを用いたシステムへの入力作業
・各種帳票作成
・プリント回路製品に関わる生産管理業務
・その他、付随する業務

＊制服貸与

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

1,540人 018-866-2012

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市

78人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23632481

一般事務補助（臨時職
員）本庁

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり（最長２年）

不問

土日祝 秋田市役所

事務員


○総務関係事務（労務管理、各種申請書作成、データ作成、
車両管理、会社行事運営、イベント業務等）
○経理関係事務（入金業務、支払業務等）
○庶務関係事務（出張切符・宿泊先手配、文書・固定資産・
備品・消耗品等の管理や交換　等）

＊当社ホームページも確認してください

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　角繁
その他

秋田県秋田市中通２丁目１番２２号

018-827-7120

5人 018-833-9461

不問

責任者としてＷＥＢ
制作を担当できる
方

0人 秋田県秋田市

○弊社の新規事業として、ＷＥＢ製作事業を始めました。
責任者として担当していただきます。
・企画立案、デザインに強い方求めます。技術面はフォローし
ますので得意でなくても問題ありません。
・主に地元企業のホームページ制作が中心となります。
・社用車使用

健康
05010-23614981

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日 アイバーズ合同会社
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目１５－２６

0人

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護職員初任者研
修またはホームヘ
ルパー２級以上
（資格取得予定者
の方も可）
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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

ＷＥＢデザイナー



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

2人 166,960円～175,520円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時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

月給

1人 205,000円～245,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以上 (1) 9時00分～17時10分 就業場所

日給（月額換算）

1人 133,250円～133,250円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 251,442円～348,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～45歳 就業場所

月給

1人 155,000円～155,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時30分～16時10分 就業場所
(2)12時00分～19時40分
(3)16時05分～23時30分

日給（月額換算）

3人 136,120円～136,120円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 136,120円～136,120円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

日給（月額換算）

5人 136,120円～136,120円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
変形（１年単位） 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)20時00分～ 5時00分

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

0人 018-883-1101

不問
90人 秋田県秋田市

～平成31年2月28日
雇用・労災・健康・厚生

05010-23596281

～平成31年2月28日
雇用・労災・健康・厚生

05010-23595881

電子部品の組立業務
（８：００～１７：００）

○プリント基板の組立業務
・検査業務
・アミューズメント関連の組立作業です。 不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

毎　週
秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問
90人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市
～平成31年1月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-23582681

電子部品の組立業務
【秋田市】

○プリント基板に電子部品を取り付ける実装機械及び
　検査機械のオペレーター業務

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス

セラミック酸素センサ製
造業務
（４勤２休勤務）

○セラミック酸素センサの組立に関する業務に従事していた
だきます。
・製品の組立
・加工作業
・製品の検査作業
・払出し業務　等
・その他、付随する業務

（マシンオペレーター、顕微鏡検査など）

不問

他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

20人 018-883-1101

不問

20人 018-883-1101

不問
90人 秋田県秋田市

～平成31年1月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-23580081

～平成31年1月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-23579781

セラミック酸素センサ製
造業務
（交替勤務）

○セラミック酸素センサの組立に関する業務に従事していた
だきます。
・製品の組立
・加工作業
・製品の検査作業
・払出し業務　等
・その他、付随する業務

（マシンオペレーター、顕微鏡検査など）

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

毎　週
秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

20人 018-883-1101

不問
90人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23653081

セラミック酸素センサ製
造業務
（日勤）

○セラミック酸素センサの組立に関する業務に従事していた
だきます。
・製品の組立
・加工作業
・製品の検査作業
・払出し業務　等
・その他、付随する業務

（マシンオペレーター、顕微鏡検査など）

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス

ホール業務（正社員）

・スロット専門店内での、ホール、カウンター接客のお仕事で
す。
・ホール関係（コインの補給、台のメンテナンス等）
・カウンター関係（お客様の景品交換、マイクアナウンス
等）

＊制服、貸与
＊土、日、祝、勤務出来る方を希望します。
＊未経験者の方でも、採用後丁寧に指導しますので安心して
応募下さい。

不問

他 株式会社　第一企画　ＥＳＰＡＳＯ　東
通店な　し
秋田県秋田市東通８丁目１－１１

15人 018-884-1230

不問

25人 022-266-5802

不問
9,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-82483581

平成31年1月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-23559681

店長候補［カラオケ　時
／秋田駅前店］

最新最高の音響設備にこだわったカラオケ『時遊館』です。接
客を中心に、アルバイトの採用教育や店舗マネジメント全般、
調理業務をお願いします。


＊入社式、研修（経営理念、衛生講習、制度説明等）がござ
　いますので、飲食業未経験でも応募可能です。
＊店長資格研修などもありますので、キャリアアッププラン
　も明確です。

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部
その他

宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

秋田県潟上市飯田川下虻川字八ツ
口７０

20人 018-877-2677

28人 秋田県潟上市

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

372人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災・健康・厚生
05010-23654381

訪問介護員（ホームヘ
ルパー）

○在宅で介護を必要とする方を対象に訪問し、介護サービス
を提供していただきます。
・食事準備や掃除、買い物等の生活援助、入浴、食事、排泄
介助等の身体介護業務に従事していただきます。
＊移動は原則、社用車使用しますが、マイカー使用の場合は
ガソリン代支給：２０円／Ｋｍ
　
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

土日祝 社会福祉法人潟上市社会福祉協議
会毎　週

作業療法士（翠香苑）

○介護老人保健施設において、入所者の心身機能の回復を
促しリハビリ訓練等を行います。

○リクリエーションの企画や実施

＊入所者１００名程度、リハビリ職員５名体制　
働き方改革関連認定企業
【くるみん】【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

作業療法士

土日祝他 医療法人　仁政会　杉山病院
毎　週

秋田県潟上市昭和大久保字北野出
戸道脇４１

90人 018-877-6141

不問

不問
115人 秋田県南秋田郡井川町

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-23631581

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

59人 018-874-2272

平成30年12月7日発行（平成30年12月6日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

介護職員（生活支援補
助員）
　【臨時職員】

○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）



℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 130,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

2人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

4人 202,800円～234,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)21時45分～ 5時00分 就業場所
(2)21時00分～ 5時30分
(3) 8時30分～17時00分

月給

1人 155,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

2人 200,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23562881

高圧洗浄作業及び厨
房ダクト清掃

○建築物の排水管、貯水槽等の高圧洗浄および設備工事、
　清掃の仕事に従事していただきます。
・排水管、建物の外壁を高圧洗浄機で洗う作業
・給排水工事
・空調ダクトの清掃　等
＊現場へは社用車で移動します。（２ｔ～４ｔトラック）
　社用車により集団で移動します。
＊初めての方でも作業手順等指導します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
準中型免許

日祝他 株式会社　パイプリバース
隔　週

秋田県秋田市八橋字イサノ２５－１

14人 018-862-1291

不問

47人 018-863-8283

不問
52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23569581

雇用・労災・健康・厚生
05010-23566381

マット・モップ等の交換
作業および配送

○レンタル業務及び配送に従事していただきます。
・清掃用具、おしぼり、リネン品等を扱っています。

＊活動エリアは秋田県内になります。
　（ハイエース使用）

＊慣れるまでは、前任者との引き継ぎ（１週間～２週間程度）
があります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

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

その他
秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
一向堂２２－４

31人 018-875-2820

不問
31人 秋田県南秋田郡五城目町

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23571281

軌道工

○奥羽線の線路の保守業務を行います
＊レールの交換、枕木の交換、砕石固めの作業等
＊非常に力を要する仕事（４０ｋｇ程度の運搬等あり）で危
　険回避のための機敏性も要します。（体力に自信のある
　方）
＊夜間の作業が中心となります。
＊当社の資材置場に集合のうえ、乗合で作業現場に向かいま
　す。自宅と現場によっては、直行直帰となる場合もあります。
・奥羽線：秋田～鹿渡、男鹿線：追分～男鹿　主な現場

普通自動車免許（現
場へ直行する場合に
必要）
車両系建設機械運転
資格者優遇

日他 有限会社　村幸組

メンテナンス業務

・自動火災報知機などの消防用設備等の定期点検及び維持
管理業務
・各事業所等と年間の点検契約を結んで定期的に客先に出
向いて点検し、その結果をデータに記入して各消防署に提出
する。
・客先は秋田県内全域に近い位ある。
・点検後の不備事項について簡単なものは改修も行う。
・移動には社用車ＡＴ、ライトバン使用
・作業は２名以上にて行う

不問

日祝他 有限会社　太陽電気工業
その他

秋田県秋田市飯島新町２丁目１１番
１０号

6人 018-845-7762

不問

不問
62人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23619281

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
大型運転免許等あ
れば尚可

日祝他 医療法人　わらべ会
隔　週

秋田県秋田市南通亀の町２－２１

23人 018-835-1210

4ページ中 4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

送迎運転・施設管理
等

○「稲庭クリニック」で送迎運転・施設管理の業務に従事し
　ていただきます
・通所利用者の送迎業務
・施設営繕・管理業務
・関連施設の見回り
・その他、総務（クリニック内での事務手伝い）


●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

月給

2人 224,800円～378,400円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 315,800円～558,140円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 213,800円～286,900円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時45分～17時00分 就業場所

月給

2人 150,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分
(3) 8時30分～17時00分

月給

1人 135,000円～151,300円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 135,000円～151,300円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 148,750円～148,750円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)17時00分～ 8時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時05分

月給

1人 145,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～19時00分 就業場所
(2) 8時30分～18時00分
(3) 8時30分～12時30分

月給

1人 144,000円～168,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

60人 018-833-6371

不問
60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23797781

雇用・労災・健康
05010-23791081

医療事務・一般事務

○当病院事務部での医療事務業務に従事していただきま
す。
・受付、会計業務、レセプトコンピューターを使用しての
　レセプト業務
・電話応対、来客窓口対応
・事務用品、物品の管理

＊パソコンはＷｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌとレセプト専用ソフトを
　使用します。

不問

他 医療法人　小泉病院
その他

秋田県秋田市中通４丁目１－２８

隔　週
秋田県秋田市東通仲町１－２５

3人 018-835-0158

不問
3人 秋田県秋田市

73人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-23786581

受付事務

○内科での医療事務、窓口受付業務を担当していただきます

・診療窓口での受付業務
・レセプト業務
・会計業務など

不問

祝他 越後谷クリニック

血液製剤の受注・発
送・配送関連業務【非
常勤嘱託】

・血液製剤の受注と発送、配送に係る業務　
・一部庁舎管理あり

＊就業時間
　（１）（２）交替勤務（３名でローテーション）
　（１）３日に１回の勤務
　（２）の休憩時間５０分（月に１～２回程度）



普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 秋田県赤十字血液センター
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－１８６

73人 018-865-5541

パソコン操作できる
方

秋田県秋田市東通１丁目２３番１号
（田代クリニック内）

5人 018-884-1500

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23815681

ワード、エクセルの
資格（マイクロソフト
オフィススペシャリ
スト等）
（介護福祉士・ホー
ムヘルパー２級の
場合優遇いたしま
す）

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23803281

職業指導員

・就労継続支援Ｂ型施設で職業指導を担当していただきま
す。
・パソコン操作に関する指導及び、洗濯・アイロンがけなどの
指導になります。

介護や医療の現場などで３年以上の職務経験のある方

土日祝 一般社団法人　秋田スプリング
毎　週

職業指導員

【主な作業・障がい者の職業指導】
・畑地管理、枝豆栽培（４～８月）
・野菜出荷の選別、袋詰め作業等の受託作業（９～１１月）
・屋内でのタラの芽水耕栽培（１１～４月）
・送迎車運転業務他（ワゴン車ＡＴ）
・農業に意欲のある方募集します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　スクールファーム河辺
毎　週

秋田県秋田市河辺赤平字小曽根８０
番地

9人 018-882-5128

不問

018-882-5128

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23802881

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
社会福祉士、介護
福祉士、精神保健
福祉士いずれかあ
れば尚可

雇用・労災・健康・厚生
05010-23780281

生活支援員

【本社】
（１）障がい者の通所者の生活指導、作業支援
（２）送迎車運転業務（ワゴン車ＡＴ）
（３）ケース記録の入力等
（４）事務作業

【秋田駅前店】
上記（１）（３）（４）及び接客・レジ・会計

日祝他 株式会社　スクールファーム河辺
毎　週

秋田県秋田市河辺赤平字小曽根８０
番地

9人

その他
秋田県秋田市将軍野南３丁目１０－
１０

3人 018-857-0648

不問
3人 秋田県秋田市

316人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23805081

歯科衛生士

○医師の指示等による歯科衛生士業務全般に従事します。
（仕事内容詳細）
・予防処置
・診療補助
・保健指導
・院内の清掃
・その他付随する業務

歯科衛生士免許

日祝他 医療法人　佐々木歯科医院

看護員

○施設内での看護業務全般を担当していただきます。
（仕事内容詳細）
・障害者の健康管理（バイタルチェック、服薬介助等）
・病院受診時の付き添い
・その他付随する業務（採血、注射、各種処置等）

＊施設利用定員８０名、看護スタッフ７名体制
＊制服貸与


看護師又は准看護
師

他 社会福祉法人　秋田県厚生協会　障
害者支援施設　雄高園その他
秋田県秋田市雄和戸賀沢字金山沢
８９－２９

60人 018-886-3256

不問

株式会社　オンサイト
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０
－３３　第２日本オフィスビル７階

3人 022-797-7191

施工管理経験３年
以上

52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-82806181

建築技術者（施工管
理）

○施工管理業務として下記の仕事をしていただきます。
・アパート、賃貸マンションなどの企画、設計、積算、現場管理
及び営業部員のサポート業務（建築家のアドバイス）　をお任
せします。
・社有車あり（ＡＴ）
・給与例：４０歳既婚子供２人、一級建築士資格有、次席課
長、管理責任者の場合　月額：４４９，５００円

パソコン、ＣＡＤができる方

空調・衛生設備施工管
理［秋田県］

各建設現場に伴う空調・衛生設備施工管理業務に従事して頂きま
す。
・工事現場の写真管理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認
・経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行って頂きます
・その他付随する図面業務、書類作成
＊配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致します。
＊ブランクのある方でも安心して頂ける環境づくりを心がけておりま
す。
【画像情報あり】

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
施工管理技士あれ
ば尚可

土日祝他

8人 018-816-0660
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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

5,033人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23777981

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
一、二級建築士、
一、二級建築施工
管理技士のいずれ
かお持ちの方、もし
くは受験資格のあ
る方

土日祝他 東建コーポレーション　株式会社　秋
田営業所毎　週
秋田県秋田市将軍野南２丁目５－３
１

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 175,000円～275,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 161,500円～221,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 140,000円～142,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 44歳以下 (1) 6時00分～20時15分 就業場所
(2) 7時15分～21時00分
(3) 6時00分～13時45分

月給

1人 180,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時15分～18時05分 就業場所

月給

1人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 260,000円～265,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 44歳以下 (1) 8時45分～17時40分 就業場所

月給

1人 145,000円～145,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)11時00分～20時00分

月給

2人 145,000円～190,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

月給

2人 138,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

時給（月額換算）

1人 123,000円～123,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)11時30分～20時00分

月給

1人 135,000円～135,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所
(2) 9時30分～18時15分
(3)10時00分～18時45分

630人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-23781181

プール受付（インストラ
クター）

○施設内プールにおける各業務に従事していただきます。
・プールでの受付、電話応対、監視、指導
・簡易な事務（簡単なパソコン業務）　等

＊２５ｍ程度泳げる方（泳ぎ方は問いません）や体を動かす
　ことが好きな方大歓迎。

＊年度契約（更新予定あり）

不問

月他 秋田県中央地区老人福祉総合エリア
コミュニティセンター毎　週
秋田県秋田市御所野下堤５丁目１番
地の１

19人 018-829-2151

パソコンの基本操
作できる方

15人 018-834-6461

不問
1,593人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-23794981

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23801781

歯科助手（港北中通診
療所）

〇歯科診療補助、器具の洗浄、患者誘導等を担当していた
だきます。


＊白衣を貸与します。

不問

木日祝 社会医療法人　明和会
毎　週

秋田県秋田市南通みその町３－１５

その他
秋田県南秋田郡五城目町字七倉１２
３－２

8人 018-855-1510

不問
170人 秋田県南秋田郡八郎潟町

170人 秋田県南秋田郡八郎潟町
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23800481

介護職員（無資格者）
　≪急募、事業拡大の
為≫

小規模多機能型居宅介護施設（定員２４名）での介護業務　
・食事介助（調理は専任がします）・介助、入浴、排泄等　・訪
問業務、送迎
　※公用車又は自家用車使用（借上代別途支給）
・利用者の要介護度は低く、見守りが主となります。
※未経験の方、初心者の方は、職員による丁寧な指導があり
ます。安心してご応募下さい。
※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　　　　　　　　

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護資格取得した
い方に対する支援
あり

他 あきた湖東農業協同組合

介護職員（有資格者）
　≪急募・事業拡大の
為≫

小規模多機能型居宅介護施設（定員２４名）での介護業務　
・食事介助（調理は専任がします）・介助、入浴、排泄等　・訪問業
務、送迎
　※公用車又は自家用車使用（借上代別途支給）
・利用者の要介護度は低く、見守りが主となります。
＊夜勤の出来る方（できない場合は要相談）　
＊利用者の宿泊は実績で月５～１５日程度。宿泊受入は１日最大６
人。夜勤職員１名体制。
＊シフトにより夜勤は月１～４回（変動あり）。
※未経験の方、初心者の方は、職員による丁寧な指導があります。
安心してご応募下さい。

介護福祉士又は介護
職員初任者研修（ヘ
ルパー２級）以上
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

他 あきた湖東農業協同組合
その他

秋田県南秋田郡五城目町字七倉１２
３－２

8人 018-855-1510

不問

18人 018-827-3027

不問
18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23782081

雇用・労災・健康・厚生
02010-23692181

介護職

○平成２６年８月１５日開所の高齢者向けショートステイ
「夢見草（ゆめみぐさ）」での業務です。
・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。
＊早番、日勤、遅番、夜勤の勤務シフトとなります。
＊夜間：月４～５回程度（２名体制）
＊未経験者歓迎します。

不問

他 株式会社　たいよう
その他

秋田県秋田市旭南３丁目１０－１０

毎　週
青森県青森市妙見１丁目５番１０号

4人 017-738-9553

不問
45人 秋田県秋田市

80人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23798881

職域営業（秋田市）

羽毛製品（寝具等）のルート販売です。
官公庁や病院、その他関連施設での優先販売ですので、個
人宅への訪問販売は一切ありません。

※範囲：秋田県全域

※社用車使用

※未経験者大歓迎


普通自動車免許
（ＡＴ限定：可）

土日祝他 東洋羽毛北部販売　株式会社　青森
営業所

森永牛乳　企画・宅配
スタッフ

○一般家庭を中心に森永の宅配商品を広める仕事です。
・お客様のニーズのヒアリング→当社独自のマニュアルに基づき商
品紹介、ご要望に応じてサンプルの提供→最適なプランの提案、申
し込み。
・お客様向けサービス企画・発注やピッキング
・本社との報告・連絡・相談、パートのサポート業務
＊当社のマニュアルは、商品がお客様に届くまでのプロセスに新し
い販売手法を取り入れておりますので特別な資格や知識、経験は一
切必要ありません。
＊会社と社員がともにおなじ目標を持ち有意義な職場生活を一緒に
歩みましょう。　※社有車（軽車両）使用

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日他 株式会社南山デイリーサービス　秋
田店毎　週
秋田県秋田市桜２－１６－２３

10人 0178-44-3218

不問

0人 018-801-1123

不問
11人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23814381

雇用・労災・健康・厚生
03010-29945981

店舗スタッフ

・潟上市内の日産ディーラーにて勤務していただきます。
・店舗にいらっしゃるお客様の接客応対を主とした業務です
・カーライフの提案や、最適なカーライフのお手伝いです。

＊男女とも活躍できる職場です。
＊未経験者大歓迎！！

※採用後、在籍出向で関係会社（就業場所事業所）で勤務し
ていただきます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

火他 株式会社　ＣＳＥ
その他

秋田県秋田市八橋鯲沼町１－５９

その他
岩手県盛岡市中央通３丁目１番２号
盛岡第一生命ビル　２Ｆ

29人 019-625-0111

不問
8,600人 秋田県秋田市

56人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23785981

航空保安検査員／マイ
カー通勤可（秋田空港）

◆飛行機に搭乗されるお客様の手荷物検査や金属探知機で
のボディチェックを主体とした業務です。５名１組のチーム制
でローテーションしながら勤務します。
※１８～４０歳代を中心に活躍中。
　未経験者でも時間をかけて安心して教育を行います。
　自宅通勤可（マイカー通勤可能・駐車場あり）

不問

他 株式会社　セノン　みちのく支社

営業アシスタント

営業部門サポート業務
　・製品の受発注（システムでの伝票処理）、納期管理。
　・営業不在の際の問い合わせ対応


　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

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 菱明三菱電機機器販売　株式会社
毎　週

秋田県秋田市旭北寺町１－２

54人 018-862-5511
基本パソコン操作
（エクセル・ワード・
メール対応）
電話応対、来客対
応

エクセル・ワード入
力程度できる方

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23793681

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
簿記３級以上（日
商）

土日祝他 税理士法人　ＭＩＲＡＩ
毎　週

秋田県秋田市土崎港南２丁目３－６
４

13人 018-857-3588
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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

税理事務

・税理士業務として、契約した企業に毎月１回以上訪問し、
　伝票のチェック、入力、税務その他の相談業務を行う。
　（社会福祉法人の関与も含みます）

・入力中心、所内勤務が多いが、企業訪問もあり

・外出時は私用車使用（手当あり）



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 220,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

3人 133,403円～136,868円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 172,500円～172,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

5人 168,000円～168,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給（月額換算）

5人 201,600円～201,600円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 2時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

月給

1人 185,000円～285,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)16時00分～ 1時00分 就業場所
(2)18時00分～ 3時00分
(3) 7時30分～15時00分

月給

5人 170,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 61歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1609281

橋梁補修作業員（見習
い）・土木作業員

○橋梁補修・補強工事全般
○橋の取壊し・解体及び架設
○土木工事、建築工事など建設工事施工業務全般
主な作業の内容
・鋼材・桁の取付・補強、足場
・はつり
・モルタルや樹脂による整形
※会社に集合して現場まで社有車で移動します。
※長期勤務の出来る方を希望します。　　　　　

普通自動車免許免許
（ＭＴ）
＊資格取得支援しま
す。（費用は会社で負
担します）

日他 有限会社　共友建設
その他

秋田県潟上市天王字天塩１０１６－３

8人 018-878-6282

不問

15人 018-873-6195

15人 秋田県潟上市

8人

大型自動車免許
＊中型自動車運転
免許（８ｔ限定不可）
でも可
※大型免許なしの
方は入社後に取得
可

雇用・労災・健康・厚生
05010-23806381

～平成31年1月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-23775381

海鮮輸送乗務員

○鮮魚の輸送に従事していただきます。
（大型トラック使用）
主に青森～新潟間の定期便となります。

＊荷主の都合により、その他の市場への輸送もあります。
　
＊中距離の運転をしていただくことから、この業務を継続して
いくためには、体力・持久力等が必要です。

土他 株式会社　海鮮
その他

秋田県潟上市天王字追分西５０－１
０

毎　週
秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問
90人 秋田県南秋田郡五城目町

90人 秋田県南秋田郡五城目町
～平成31年1月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-23774081

モーター部品の製造業
務　　　　（３交替）

○モーター部品の製造業務を担当していただきます。
・機械オペレーター業務
・加工・検査業務
・その他付随する業務


不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス

モーター部品の製造業
務

○モーター部品の製造業務を担当していただきます。
・機械オペレーター業務
・加工・検査業務
・その他付随する業務


不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問

4人 018-881-1087

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-23811281

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23773181

有機肥料製造作業員

○有機肥料製造作業員として、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、製品の製
造・袋詰め作業。
２工場内の清掃（ほうきにより）、袋等の片付け。
３袋詰めした肥料をフォークリフトで棚に運ぶ、トラックに積む
等の作業。（フォークリフト免許所持者）

不問

日祝他 有限会社　秋田エコサイクルテクノロ
ジーその他
秋田県秋田市河辺大張野字水口沢
７１－２３

毎　週
秋田市南通亀の町１０－４

11人 018-832-7078

不問
11人 秋田県秋田市

47人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010-23787481

仕上アイロン及び仕
訳、配送　　　≪急募≫

〈主な業務〉
・制服やワイシャツ等のアイロン掛け（業務用アイロンを使
用しての仕上げ作業。力の必要な作業となります）
・縫製（ミシン）穴ミシン、止めミシン作業
〈附属する業務〉　　・反物等の入荷品を２階に運ぶ作業
※２０ｋｇ前後の反物の持ち運びあり。多いとき手伝います
・内職先への出荷準備等（日常業務）
・毎日、内職先（御野場、八橋）へ製品を届ける。
（軽ＡＴ車使用）・・・仕事に慣れてきたらお願いします。
※１１月末退職者の補充のための≪急募≫です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 遠藤被服工業　株式会社

ミシンオペレーター

○メンズドレスパンツの縫製においての作業です。

・ミシンによる作業です。
　
＊自動機（ボタン付け、穴かがり等）があるため、初心者でも
簡単にできます。
＊ミシン針に糸通し、生地の色ムラ等の確認作業があるた
　め、視力に自信のある方希望します。

不問

日祝他 株式会社　ワークス・アキタ
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地１７３－１

47人 018-875-3011

不問

不問
26人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-23790181

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　成田金物商店　秋田支店
その他

秋田県秋田市桜３丁目２番３６号　サ
クラテナント内

3人 018-884-7530
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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

サッシ組立他

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

＊社用車使用（トラック／ＭＴ車）

℡ 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!!

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


