
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 就業場所

時給

34人 880円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分
(3) 9時30分～16時00分

時給

55人 880円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2)12時45分～16時45分
(3) 8時30分～12時30分

時給

1人 880円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～16時00分 就業場所

時給

1人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 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00分～15時45分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000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15分～17時00分 就業場所

時給

1人 762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)16時00分～ 9時00分 就業場所

時給

1人 762円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～12時00分 就業場所
(2)12時00分～15時00分

時給

2人 762円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～12時30分 就業場所

9人 018-834-1141

不問
450人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-22707881

12ヶ月
労災

05010-22703981

給食業務（花の家）【洗
浄と仕込】

○施設内で食器洗浄と仕込みを担当します。

＊専属スタッフが丁寧にサポートしますので、未経験者でも
安心して応募ください。
＊契約更新となった場合は、勤務状況等を考慮し１年ごとと
なります。
　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 株式会社　秋田キャッスルホテル
その他

秋田県秋田市中通１丁目３番５号

その他
秋田県秋田市中通１丁目３番５号

5人 018-834-1141

不問
450人 秋田県秋田市

40人 秋田県南秋田郡五城目町

労災
05010-22746581

給食業務「うぐいす城
東」

○施設内で仕込み・盛り付けなどを担当します。

＊専属スタッフが丁寧にサポートしますので、未経験者でも
安心して応募ください。

＊契約更新は、勤務状況等を考慮し１年ごととなります。

　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 株式会社　秋田キャッスルホテル

介護職（パート）
≪夜勤専門、月６回≫

○施設内の介護業務全般を担当していただきます。
＊食事介助、入浴介助、排泄介助等
＊グループホームの入居者、定員１８名を１９～２０名で介護
します。


不問

他 有限会社　すずめだて《グループホー
ム　すずめだて》毎　週
秋田県南秋田郡五城目町高崎字雀
舘下川原８８－５

19人 018-855-1550

不問

5人 019-654-3142

・事務職経験
・パソコン基本操作
（ワード・エクセル、
日本語入力）

500人 秋田県秋田市
平成30年12月3日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

03010-28818181

平成31年1月1日～平
成33年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-22744681

損害保険内部事務（秋
田市）

派遣先事業所において、下記の業務をご担当いただきます。
・専用端末操作
・書類チェック
・書類仕分け
・メール送受信
・電話来客取りつぎ
・他庶務業務

＊雇用期間はＨ３１年３月３１日までとなります。

不問

土日祝他 株式会社　東京海上日動キャリア
サービス　盛岡支社毎　週
岩手県盛岡市開運橋通５番１　盛岡
東京海上日動ビル　４階

毎　週
秋田県秋田市本道１－１－１

950人 018-884-6010
ワード、エクセル、
パワーポイントでの
データ入力、グラフ
作成等ができるこ
と。

1,400人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-22696381

事務系スタッフ（医事課
病歴室）

医事課病歴室において次の業務に従事していただきます。

・病歴、診療情報管理に関する統計情報入力、資料作成
・病歴室でのメンテナンス立会
・各診療科等からの問い合わせ、照会への対応

働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝 秋田大学医学部総務課

一般事務（図面作成含
む）

・一般住宅やアパート等の上下水道図面作成
・各種書類作成
・エクセルでの請求書作成
・電話応対

＊ＣＡＤ操作は指導しますので、未経験でも大丈夫です。

不問

土日祝他 ミナミ水道　株式会社
毎　週

秋田県秋田市飯島緑丘町１４－３６

4人 018-847-4525

エクセル等、パソコ
ン操作できる方

131人 018-832-4121

パソコン操作の可
能な方
＊ワード及びエクセ
ル

131人 秋田県秋田市
平成31年1月15日～平
成31年3月29日 雇用・公災

05010-22693281

雇用・公災
05010-22692881

一般事務、データ入力
事務等（～３１．３．２９）

○特別調査官（資産税）部門において事務業務を担当して頂
きます。
・パソコンへのデータ入力
・書類の仕分けや編てつ　等　　　　　　　　　　　　　　
＊通勤に当たっては、庁舎敷地内駐車場は利用できません。
※雇用期間等は、下記のとおり
　　平成３１年１月１５日～平成３１年３月２９日　

不問

土日祝 秋田南税務署
毎　週

秋田県秋田市中通５丁目５－２

毎　週
秋田県秋田市中通５丁目５－２

131人 018-832-4121

パソコン操作の可
能な方
＊ワード及びエクセ
ル

131人 秋田県秋田市

131人 秋田県秋田市

雇用・公災
05010-22691781

パソコン操作指導補
助、案内事務等

○個人課税第一部門において事務業務を担当して頂きます
・来場者の案内等、パソコン操作指導等、受付事務等
＊雇用期間及び採用人数は下記のとおり（応相談）。
１）平成３１年２月７日～平成３１年３月１５日
　　就業時間　（１）１６人　　（２）１６人
２）平成３１年２月７日～平成３１年３月２９日
　　就業時間　（１）３人　　　（２）３人
３）平成３１年２月１５日～平成３１年３月１５日
　　就業時間　（３）９人　　　（４）８人
＊特記事項参照
＊詳細は当署担当者にお尋ねください。

不問

土日祝 秋田南税務署

一般事務、受付事務、
データ入力事務等

○管理運営第一部門において事務業務を担当して頂きます。
・来署者からの書類受付、案内・パソコンへのデータ入力等
・書類の仕分けや編てつ　等
＊通勤に当たっては、庁舎敷地内駐車場は利用できません。
※雇用期間等は、平成３１年１月１５日～平成３１年３月２９日の間の下記
及び特記事項のとおり（応相談）。
１）１／２１～３／２９　就業時間（１）１人（２）１人
２）１／２１～３／１５　就業時間（１）１人（２）１人
３）１／１５～３／２９　就業時間（３）２人
４）１／２１～３／２９　就業時間（３）１人
５）２／　６～３／２０　就業時間（３）２人

不問

土日祝 秋田南税務署
毎　週

秋田県秋田市中通５丁目５－２

131人 018-832-4121
パソコン操作の可
能な方
＊ワード及びエクセ
ル

不問
60人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22735381

臨床検査技師

祝他 医療法人　小泉病院
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目１－２８

60人 018-833-6371

平成30年11月27日発行（平成30年11月26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

臨床検査技師

○外来・入院における病院での臨床検査部門における臨床
検査業務。（ベット数　７０床あり）

＊時間給は、経験、資格等により考慮いたします。

＊雇用期間：１年毎の契約更新（条件あり）となります。

＊６０歳以上の方も応募可能です。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 762円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時15分～19時45分 就業場所

時給

1人 762円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 762円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～14時30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30分～13時30分 就業場所

月給（時給換算）

3人 909円～909円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時30分～18時30分 就業場所
(2)14時00分～18時30分
(3) 8時30分～13時30分

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～16時00分 就業場所

時給

6人 820円～820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～15時30分 就業場所

時給

4人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～10時00分 就業場所133人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010-22724281

倉庫内仕分け作業員
《急募》

○倉庫の仕分け室で冷凍食品を納品先別に仕分けする作業
に　従事していただきます。
・店舗別仕分け作業
・ラベルシール貼り付け作業
＊作業日数・時間は面談時に希望を考慮します。
＊友人同士でも応募、大歓迎です。
＊未経験者、大歓迎
＊業務拡張につき追加人員募集

不問

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

21人 018-869-7890

不問

21人 018-869-7890

不問
133人 秋田県秋田市

平成30年12月15日～
平成30年12月31日 労災

05010-22723881

雇用・労災
05010-22699581

倉庫内仕分け作業員
○倉庫の仕分け室で冷凍食品を納品先別に仕分けする作業
に　従事していただきます。
・店舗別仕分け作業
・ラベルシール貼り付け作業
＊学生（大学・高校）アルバイト大歓迎
＊友人同士でも応募、大歓迎です。
＊未経験者、大歓迎

不問

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

毎　週
秋田県秋田市河辺神内字堂坂２－１

4人 018-882-2020

不問
4人 秋田県秋田市

3,360人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・公災・健康・厚生
05010-22716281

食肉処理

○「秋田県食肉流通公社」において、食肉処理業務を担当
　していただきます。
・食用となる部位の洗浄、選別　等
＊立ち仕事です。
＊就業時間（１日４～６時間程度）・日数（週３～５日）の
　間で相談に応じます。
＊昼食まかない有
＊ユニフォーム貸与

不問

土日祝他 株式会社　森の食堂

児童厚生員（Ａ）

○児童厚生員業務に従事していただきます。
［仕事内容詳細］
・児童館で、児童へ遊びの指導をしたり、子供達の安全管理
および施設の管理等を行います。

＊２～３名体制での業務となります。

＊雇用期間は、年度毎の契約更新となります。
（更新時の断続なし、雇用期間上限なし）

保育士資格・幼稚
園教諭免許・教員
免許
いずれかの資格を
持っている方

日祝他 秋田市役所
な　し

秋田県秋田市山王１丁目１－１

2人 018-866-2012

不問

3人 022-236-6231

不問
18,320人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

04010-78902481

12ヶ月
雇用・労災

05010-22710681

（請）調理補助［秋田
市］

学生食堂での調理補助のお仕事です。

簡単な調理、盛り付け、配膳、提供、洗浄作業等



＊年度毎契約更新

不問

土日祝他 株式会社　魚国総本社　東北支社
毎　週

宮城県仙台市若林区卸町５丁目１－
１７

その他
秋田県秋田市中通１丁目３番５号

9人 018-834-1141

不問
450人 秋田県秋田市

450人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-22709181

給食業務（花の家）【洗
浄と仕込】

○施設内で食器洗浄と仕込み業務を担当します。

＊専属スタッフが丁寧にサポートしますので、未経験者でも
安心して応募ください。
＊契約更新となった場合は、勤務状況等を考慮し１年ごとと
なります。
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 株式会社　秋田キャッスルホテル

給食業務（花の家）５：０
０～１２：００【早番専任】

○施設内で盛り付け・食器洗浄などの給食業務補助を担当し
ます。
＊専属スタッフが丁寧にサポートしますので、未経験者でも
安心して応募ください。
＊契約更新となった場合は、勤務状況等を考慮し１年ごとと
なります。
　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 株式会社　秋田キャッスルホテル
その他

秋田県秋田市中通１丁目３番５号

9人 018-834-1141

不問

不問
450人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-22708281

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル
その他

秋田県秋田市中通１丁目３番５号

9人 018-834-1141

2ページ中 2ページ

平成30年11月27日発行（平成30年11月26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

給食業務（花の家）【１
４：１５～１９：４５】遅番
専任

○施設内で盛り付け・食器洗浄などの給食業務補助を担当し
ます。
＊専属スタッフが丁寧にサポートしますので、未経験者でも
安心して応募ください。
＊契約更新となった場合は、勤務状況等を考慮し１年ごとと
なります。
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



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 1,500円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～12時30分 就業場所

時給

1人 2,060円～2,060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20分～15時05分 就業場所
(2) 9時00分～15時45分

時給

1人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 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
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,200円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

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)14時00分～19時00分 就業場所
(2)13時30分～18時30分

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 就業場所

時給

1人 800円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 880円～1,220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 876円～963円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所

90人 018-862-6681

パソコンを操作可
能な方（ワード・エ
クセル）

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

05010-22754981

平成31年1月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災

05010-22748781

非常勤職員（事務補
助）

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

＊窓口ではなく後方での事務処理です。

不問

土日祝他 秋田労働局
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－３

毎　週
秋田県秋田市山王７丁目１－５

113人 018-862-5611

パソコン入力業務
（ワード、エクセル
等）

113人 秋田県秋田市

213人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-22805181

事務補助

○事務補助の業務に従事していただきます。

・パソコンでのデータ入力、確認作業
・地図データの加工
・書類整理を主とする業務

不問

土日祝他 東北農政局秋田県拠点

受付窓口業務

○サービス付き高齢者向け住宅の受付窓口業務を中心に担
当していただきます。
・主に面会に来られた方や外出、外泊される入居者の受付な
どの窓口業務。
・伝票記入（入出金伝票）および請求書の確認等の事務補助
業務もあります。

【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

不問

土日祝他 医療法人　三愛会　アルテンハウゼ
手形住吉町毎　週
秋田県秋田市手形住吉町１－３

39人 018-874-7553

不問

2人 018-838-1930

不問
2人 秋田県秋田市

労災
05010-22753681

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-22809981

一般事務・経理事務

○一般事務および経理事務補助
・各種書類の作成整理、データ入力。

不問

土日祝他 イー・プランニング　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山王６丁目１番２６号
秋田法務ビジネスセンター２Ｆ

毎　週
秋田県秋田市仁井田本町３丁目５－
４８

67人 018-839-2048

幼稚園や保育園に
勤めた経験がある
方（ブランク可）

67人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-22795681

保育教諭


＊３才以上児の預かり保育担当（１４：００～）

＊０、１、２歳児の保育担当（１３：３０～）

※就業時間は相談に応じます。

＊幼稚園教諭免許
２級以上
＊保育士資格

日祝他 学校法人仁井田幼稚園　幼保連携
型認定こども園　にいだこども園

保育士

○乳幼児（０～５歳児）の保育業務全般を担当していただきま
す。
・園児の保育
・園内外の環境整備
・その他、付随する業務
＊園児は定員５４名です

保育士資格　

日祝他 株式会社ＬＢＫ　愛美保育園
毎　週

秋田県秋田市東通７丁目４－１１

20人 018-834-8122

不問

28人 018-853-5301

不問
829人 秋田県潟上市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-22792181

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-22791281

保育士（７Ｈ）

○乳幼児の保育
・児童の保育に関すること
・児童の保育に関する書類の作成
・保育環境の整備及び保育室の管理
・児童の安全と健康の管理
・その他、付随する業務

＊雇用期間：業務内容により年度毎の更新あり
＊雇入れは毎月１日を予定


・保育士資格（必
須）
・幼稚園教諭免許
あれば尚可　

日祝他 潟上市役所
隔　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

隔　週
秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

28人 018-853-5301

不問
829人 秋田県潟上市

149人 秋田県秋田市
平成31年1月12日～平
成31年3月23日 雇用・労災・健康・厚生

05010-22796981

保育士（４．５Ｈ）

○乳幼児の保育
・児童の保育に関すること
・児童の保育に関する書類の作成
・保育環境の整備及び保育室の管理
・児童の安全と健康の管理
・その他、付随する業務

＊雇用期間：業務内容により年度毎の更新あり
＊雇入れは毎月１日を予定


・保育士資格（必
須）
・幼稚園教諭免許
あれば尚可

日祝他 潟上市役所

看護職員（非常勤）

○看護業務に従事していただきます。
・医療的ケアに係る看護業務
・重度、重複障がい児に対する医療的ケア
・痰の吸引（口腔、鼻腔、気管切開部）、経管栄養（経鼻、胃ろ
う）、気管切開部の衛生管理、酸素療法、導尿等
・授業（自立活動）時の指導補助


看護師　または　准
看護師免許

土日祝他 秋田県立秋田きらり支援学校
毎　週

秋田市南ヶ丘１丁目１－１

149人 018-889-8573

不問

不問
87人 秋田県潟上市

～平成31年3月31日
労災

05010-22759281

看護師若しくは准
看護師

他 社会福祉法人　昭和ふくし会　特別
養護老人ホーム昭寿苑毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野海
老漉沼端７４－３

17人 018-877-6411

平成30年11月28日発行（平成30年11月27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）

○デイサービス利用者への看護業務（一部介護業務あり）全
般に従事していただきます。
・バイタル測定、記録
・突然の体調不良者への対応（受診判断・救急対応等）
・機能訓練、レクレーション
・昼食の準備、介助、服薬管理
・その他介護業務
（トイレ誘導、ベッド誘導、移送等）


℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 770円～820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 18歳以上 (1)16時30分～ 8時30分 就業場所
(2)17時00分～ 8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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15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 (1)12時00分～18時00分 就業場所
(2)14時10分～20時10分

時給

2人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分
(3)17時00分～20時00分

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 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

日雇 不問 就業場所

時給

2人 780円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 1,100円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所

時給

2人 770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 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所

時給

2人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～13時00分 就業場所16人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010-22804281

介護職員【パート】

○ショートステイ利用者、約３０名の介護業務全般に従事
　します。
・ホールの見守り、
・ホールにて利用者様へお茶、おやつの提供
・食事介助
・ホールからトイレ誘導

不問

他 株式会社　なりた　ショートステイ　お
いわけその他
秋田県潟上市天王字追分西２－３５

16人 018-873-3400

不問

64人 018-875-3881

不問
124人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災
05010-22786381

雇用・労災
05010-22752381

介護職員（栄寿苑）

○施設内で介護業務に従事していただきます。
・施設（入所者１００名、通所者１０名）における介護業務
・食事、入浴、排泄等の介護
・２９人体制で対応します。
　（交替勤務のため人数の変動あり）　　　　　　　　　


＊主に通所担当（日勤のみ）　　　　　　　　　　　　　　　　　


不問

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

毎　週
秋田県秋田市雄和田草川字本田２４
１－５７

21人 018-886-3000

不問
24人 秋田県秋田市

124人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災
05010-22750181

介護職員（パート）

○ショートステイにおける介護業務全般を担当していただきま
す。
・食事、入浴、排泄等
・その他付随する業務



＊未経験の方応募可

不問

他 株式会社　あきた福祉会　ショートス
テイむすびの郷

介護職員（栄寿苑）【介
護福祉士】

○施設内で介護業務に従事していただきます。
・施設（入所者１００名、通所者１０名）における介護業務
・食事、入浴、排泄等の介護
・２９人体制で対応します。
　（交替勤務のため人数の変動あり）　　　　　　　　　


＊主に通所担当（日勤のみ）

介護福祉士

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

0人 090-1065-0960

接客販売経験者
（小売店での販売
経験２年以上）

0人 秋田県潟上市
平成30年12月1日～

05010-22763581

平成30年12月16日～
平成31年1月6日 労災

05010-22790881

販売員

○洋菓子（ケーキ、焼き菓子等）の販売業務全般
・接客業務（レジ会計、包装等）
・商品の陳列、補充
・その他、付随する業務

不問

水他 パティスリー　ハラタ
毎　週

秋田県潟上市天王字追分５０－４

毎　週
秋田県秋田市楢山城南新町３４－１
３

3人 018-835-3673

不問
48人 秋田県秋田市

48人 秋田県秋田市
平成30年12月22日～
平成31年1月10日 労災

05010-22789581

販売員（イオン御所野
店食品フロア「さいと
う」）

○イオン御所野店食品フロア「さいとう」における販売業務
・秋田特産品の販売、包装
・商品の陳列　等


＊体力に自信のある方
＊接客・包装経験者大歓迎

不問

他 有限会社　斎藤昭一商店　本社工場

販売員（トピコ２Ｆ「さい
とう」）

○トピコ２Ｆ「さいとう」における販売業務全般
・秋田特産品の販売、包装
・商品の陳列
・接客、包装


＊学生・未経験者も歓迎いたします。

不問

他 有限会社　斎藤昭一商店　本社工場
毎　週

秋田県秋田市楢山城南新町３４－１
３

8人 018-835-3673

不問

3人 018-863-6989

不問
20人 秋田県秋田市

～平成31年3月20日
労災

05010-22760381

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

21020-15323781

たい焼き・たこ焼きの製
造販売
（港北店）

・たい焼き等の製造、販売
・材料の荷受け
・開店準備

＊未経験者歓迎、丁寧に指導します。

不問

他 株式会社　三愛社
毎　週

秋田県秋田市保戸野千代田町４－８

毎　週
岐阜県大垣市外渕２丁目３８番地

8人 0584-89-8858

不問
19,105人 秋田県秋田市

113人 秋田県南秋田郡大潟村
6ヶ月

雇用・労災
05011- 1520181

販売員（Ｓｅｒｉａ生活良
品　秋田外旭川店）

店舗での接客、商品陳列、レジ業務など
　未経験でも安心！　　
　　お店で働いた経験がなかったり、ブランクのある方でも大
丈夫！　　
　　初めての方でも働きやすい仕組みが整っています。　
　　働く時間が選べる！　　
　「週に１日」や「１日２時間」といった短時間でもＯＫ！　　
　　学生や子育て中の方でも気軽に働くことができます。　
　　キャリアアップ可能！

不問

他 株式会社　セリア

販売員（レジ係・５時間）

○産直センター内のレジ業務です。
・レジ業務が主となりますが、店内の接客、販売業務もありま
す。

※雇用期間は、６ヶ月毎の契約更新となります。

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 株式会社　ルーラル大潟
その他

秋田県南秋田郡大潟村字北一丁目
３番地

73人 0185-45-3311

不問

不問
95,904人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-22782881

不問

他 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
その他

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

66人 018-835-4276

4ページ中 2ページ

平成30年11月28日発行（平成30年11月27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

夜間休日受付業務（秋
田市）

○総合病院における夜間休日受付業務です。
・夜間、救急で来院した患者の受付
・カルテ抽出
・電話対応（取り次ぎ）

＊就業時間（１）、（２）のシフト制
＊月１１回勤務
＊年度契約で長期の仕事です。
＊１ヶ月単位の変形労働時間制



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 780円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

2人 856円～1,070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

3人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 就業場所

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

10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) 9時00分～18時00分 就業場所

時給

5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) 9時00分～18時00分 就業場所

時給

10人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 18歳以上 (1)18時00分～ 3時00分 就業場所

時給

1人 920円～1,220円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

2人 1,000円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1)10時00分～19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)14時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分

4人 018-829-2790

不問
11人 秋田県秋田市

労災
05010-22769081

雇用・労災
05010-22785081

配達業務及び雑務

○お薬の施設等への配達及び雑務に従事していただきます
・お薬の小分け等での外出用務
・薬局内での雑務
・配達範囲は秋田市を中心に雄和・協和・河辺が主
・社用車（ＡＴ・軽）を使用

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　スプリング
毎　週

秋田県秋田市御所野地蔵田２丁目１
－７

毎　週
秋田県秋田市仁井田栄町１７－３７

7人 018-892-6655

整備経験者
18人 秋田県秋田市

983人 秋田県秋田市
1ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-22757781

整備士

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


普通自動車免許
（ＡＴ不可）整備士３
級以上

他 株式会社　アルファコーポレーション
秋田仁井田店

自動車検査の補助
（１ヶ月更新）

○自動車車検の際の、受検者の補助に従事していただきま
　す。
＊就業時間は（１）（２）が基本ですがご相談に応じます。
　週２９時間の勤務です。
＊保有資格や経験年数によって時給を優遇しています。実働
　時間は短いですが、効率よく収入を得られますので、家庭
　事情のある方なども歓迎します。
※求人ＮＯ．１９５１４５８１（年度毎更新者）の採用が
　決まった月を持って更新終了となります。

自動車検査員又は
２級整備士

土日祝 独立行政法人自動車技術総合機構
東北検査部　秋田事務所毎　週
秋田県秋田市泉字登木７４－３　東
北運輸局秋田運輸支局内

6人 018-895-5272

自動車の点検整備
経験者

645人 018-864-3117

不問
775人 秋田県秋田市

平成30年12月25日～
平成30年12月30日 労災

05010-22816681

平成30年12月24日～
平成30年12月29日 労災

05010-22815381

和菓子製造補助（のし
もち製造補助）【夜勤】

○和菓子の製造補助業務を担当していただきます。
・のしもちを作る作業です。
・もち米を洗ったり、もちつきの機械に運ぶ等の重いものを持
つお仕事です。また、出来上がった製品を袋詰めし、箱に入
れていく流れ作業もあります。
＊作業終了後、作業場の清掃等もあります。
※平成３０年１２月２５日～３０日のみのお仕事です。
　　　　　　　　　　　　　　（３１日の朝勤務終了）

不問

他 株式会社　たけや製パン
な　し

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－６０

な　し
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－６０

645人 018-864-3117

不問
775人 秋田県秋田市

775人 秋田県秋田市
平成30年12月17日～
平成30年12月30日 労災

05010-22814081

和菓子製造補助（のし
もち製造補助）

○和菓子の製造補助業務を担当していただきます。
・のしもちを作る作業です。
・出来上がったもちを袋詰めし、箱に入れていく等の簡単な流
れ作業です。

＊重いものを持つ作業です。
＊作業終了後、作業場の清掃等もあります。

※平成３０年１２月２４日～２９日のみのお仕事です。

不問

他 株式会社　たけや製パン

和菓子製造補助（お供
えもち製造補助）

○和菓子の製造補助業務を担当していただきます。
・お供えもちを作る作業です。
・出来上がったもちを袋に詰めたり、箱に入れるベルトコンベ
アでの簡単な流れ作業です。

＊作業終了後、作業場の清掃等もあります。
＊重いものを持つ作業です。

※平成３０年１２月１７日～３０日のみのお仕事です。

不問

他 株式会社　たけや製パン
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－６０

645人 018-864-3117

不問

7人 018-839-2613

自動車鈑金及び整
備経験者

7人 秋田県秋田市

労災
05010-22819481

3ヶ月
雇用・労災

05010-22772481

自動車鈑金・溶接、整
備

○自動車鈑金・溶接、整備業務に従事していただきます。
【自動車鈑金・溶接】
・個人、法人から依頼された車の鈑金・溶接作業等
・取外し、取付け作業
【自動車整備】
・車体等の整備、修理作業等
・車検代行業務（お客さまからお預かりした車を秋田運輸局
へ移送し車検の手続きをします）をお願いする場合もあり。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　池田自動車鈑金塗装
毎　週

秋田県秋田市仁井田蕗見町１０－９

毎　週
秋田市旭南　三丁目１番３２号

9人 018-888-1355

不問
9人 秋田県秋田市

990人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
13010-49276382

販売員（ゲオ秋田旭南
店）

・レンタルＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイディスク、コミックの貸出及び
返却時のレジ業務。

・ゲームソフト、ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイ、トレーディングカード
の販売、買い取り時のレジ業務、上記商品の入荷処理、加
工、商品の陳列等。
・古着の販売
※販売ノルマはありません。

不問

他 株式会社　トレジャードリーム

調理補助／企業内保
育園／秋田市

・企業内保育園です。
・定員１０名と小規模なお預かりからのスタートですが、
　企業のニーズに合わせて増員の可能性があります。
・施設・設備ともに新しく、気持ちよく働ける環境です。
・本社の管理栄養士が作成した献立のもと、給食の調理を
　お願いします。
＊主な業務：調理、食材発注・管理、食育指導　など

※就業場所は窓口まで

調理師もしくは栄養
士

他 株式会社パソナフォスター
毎　週

東京都千代田区大手町２－６－２

10人 03-6734-1280

不問

不問
23,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22762981

不問

他 株式会社　メフォス北日本　北東北
事業部　秋田支店毎　週
秋田県秋田市大町３－３－１５　ユニ
バースビル６Ｆ

3人 018-888-1333

平成30年11月28日発行（平成30年11月27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

調理員（新秋会）

○ショートステイ、デイサービス、グループホームの調理作業
全般を担当していただきます。
・下処理、仕込み、調理、盛り付け
・配膳、下膳、洗浄、清掃等
・その他、付随する業務


℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～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) 8時30分～10時30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～15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

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時30分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所

7人 018-823-6659

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-22811881

12ヶ月
雇用・労災

05010-22806081

清掃等

・清掃（事務所、休憩室２か所、トイレ等）
・昼食時のお茶出し、後片付け、ゴミ出し等
・その他付随する業務

＊２階まで階段で掃除用具（水の入ったバケツ等）を持ち運
ぶ必要があります。

不問

日 有限会社　志渡鉄工所
隔　週

秋田市川尻町字大川反１７０－５２

毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野出
戸道脇４１

245人 018-877-6141

不問
372人 秋田県潟上市

432人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-22776181

清掃業務【１０時～１５
時３０分】

○杉山病院内の清掃業務に従事していただきます。
（主な仕事内容）
・病室、廊下、男女のトイレ掃除
・ゴミの収集
・その他、付随する業務
＊作業着貸与
※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

不問

土日祝 医療法人　仁政会　杉山病院

自動販売機補充および
置き菓子事業

（１）毎日同じ事業所へ訪問、６台～８台の自動販売機へ缶ペット、食
品などの商品を補充、空缶などを回収するお仕事
（２）１日１０社～１２社程度の事業所へ訪問、専用コンテナにお菓子
を補充し、代金を回収する簡単なお仕事
・ノルマ、営業などは一切ございません。
・（２）置き菓子事業エリアは秋田市、潟上市、南秋田郡、男鹿市のエ
リアとなります。
・使用する車両は普通車または軽自動車のワンボックスタイプです。
※細かい文字を見る必要があります（伝票）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

20人 018-847-0613

不問

不問
13人 秋田県秋田市

労災
05010-22775281

普通自動車免許Ａ
Ｔ限定可

火他 秋田県貿易　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
５

4人 018-845-2895

4ページ中 4ページ

平成30年11月28日発行（平成30年11月27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

青果物等の仕入引取

　
　○仕入れ先よりベイパラダイスへワゴン車を使用して、
　　米や青果物の引取をしていただきます。

　＊未経験者の方でも歓迎いたします。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

6人 870円～970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00分 就業場所
(2)12時00分～17時00分
(3)17時00分～21時00分

時給

1人 830円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～15時30分 就業場所
(2) 8時30分～15時30分

時給

1人 830円～830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) 5時30分～12時30分 就業場所
(2) 9時00分～16時00分
(3)12時30分～20時30分

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時30分 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～15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

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

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時20分～15時20分 就業場所

時給

1人 780円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)15時00分～19時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

2人 018-883-2414

不問
2人 秋田県秋田市

平成30年12月6日～平
成31年3月30日 雇用・労災

05010-22846881

雇用・労災
05010-22844481

灯油配達

○一般顧客への灯油配達に従事していただきます
・軽ミニローリーで秋田市河辺、太平地区を中心に配達
　（１日１０～２０件）
・納品伝票の作成
・灯油代金の受け取り　等

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
危険物取扱者（丙
種以上）

日祝他 有限会社　山源商店
その他

秋田県秋田市河辺三内字外川原１３
２－１

毎　週
秋田県秋田市御所野堤台２丁目２－
１９

24人 018-829-0123

不問
25人 秋田県秋田市

213人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-22842981

介護職員

○ショートステイにおける介護業務全般を担当します。
（単独型短期入所生活介護施設、現在４０床）
・清掃作業
・入浴及び食事介助
・見守り
・その他、付随する業務

　　　　　　　　　

不問

他 株式会社　アースワン

精神科作業療法助手お
よび患者様見守り

【主な仕事の内容】
・患者様の治療の一環として行われている精神科作業療法
（手工芸、運動等）の見守り
・トイレ誘導、援助
・病院内移動時の援助（車いす誘導）
・作業療法室内の清掃

不問

土日祝他 医療法人　三愛会　秋田東病院
毎　週

秋田県秋田市山内字丸木橋１６７－
３

97人 018-827-2331

不問

20人 018-874-7547

不問
40人 秋田県秋田市

～平成31年10月31日
雇用・労災

05010-22841681

12ヶ月
雇用・労災

05010-22840381

一般事務

○一般事務に従事していただきます。
　・文書作成、文書管理（パソコン使用）
　・電話応対、接客（お茶出し等）
　・その他庶務業務（官公庁等への書類の届出、銀行への記
帳用務など）
＊外出用務時、社用車使用（ＡＴ車あり）
　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 ノリット・ジャポン　株式会社
毎　週

秋田県秋田市大町３丁目５－８
ウィング・グラン４Ｆ

毎　週
秋田県秋田市土崎港北６丁目１－３
０

24人 018-846-2515

不問
480人 秋田県秋田市

13人 秋田県秋田市

労災
05010-22837781

事務員（１日５時間）【飯
島】

○事務員として下記の業務に従事していただきます。　
・伝票入力等の事務作業とパソコンの操作出来る方
・その他付随する業務

＊１日５時間、週５日の勤務です（内、土曜日出勤有）。
＊棚卸１日は残業有。

＊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

税理事務

○税理士事務所で事務に従事していただきます。

・伝票入力が中心です。ＰＣでの入力作業。
・電話対応
・来客対応
・その他付随する業務

＊事務所内での業務であり、外出用務はありません。

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

エクセル・ワード入
力程度できる方

1人 018-832-5583

不問
2,000人 秋田県秋田市

労災
05010-22834981

12ヶ月
雇用・労災

05010-22833681

清掃員（日新小学校）
≪急募≫

○「秋田市立日新小学校」のトイレ清掃業務に従事していた
だきます。
・当社管理清掃用具にて清掃（学校内設置）

＊現場へは、直行直帰です。
＊週２日（月・木）又は（火・金）のいずれか勤務。
＊かけもち勤務可能です。
＊雇用期間については「求人条件特記事項」欄をご覧下さい

不問

水土日祝他 株式会社　オーエンス秋田支店
毎　週

秋田市中通２丁目３－８　秋田アトリ
オンビル８Ｆ

毎　週
秋田県秋田市牛島西１丁目１０番１６
号

0人 018-838-4511

不問
390人 秋田県秋田市

23人 秋田県秋田市
平成30年12月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-22828781

調理員

≪２０１８年１２月開設　オープニングスタッフ募集≫

〇サービス付高齢者住宅において、お客様に提供するお食
事を調理していただきます。
・食事（家庭料理をイメージ）の調理
・翌日朝食の下ごしらえ　等
＊Ｗワーク可能です。
【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

不問

他 株式会社虹の街　あったかホームま
ごころ

介護職（デイサービス
「森のテラス」）


○デイサービスにおける介護サービスの仕事です。
・週に５日（月～金）、一日５～６時間の勤務となります。
・送迎のための社用車（ワゴン車）の運転もあります。


　介護職員初任者
研修（ヘルパー２
級）　
　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）　

土日 株式会社　和敬園
毎　週

秋田県秋田市四ツ小屋末戸松本字
地蔵田２６６

3人 018-892-6717

不問

不問
350人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

04010-79423181

不問

他 株式会社　ダックス
毎　週

宮城県仙台市泉区北中山２丁目３３
－１

9人 022-376-6820

平成30年11月29日発行（平成30年11月28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

調理・接客［ＣＯＰＩＮ＆
ゆう助秋田／秋田市］

◎ＣＯＰＩＮ＆ゆう助　イオンモール秋田店での
　調理・接客

・パスタ、ピザの調理
・牛たん焼の調理
・レジ会計
・接客

＊６ヶ月毎契約更新

℡ 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

時給

2人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

日給（時給換算）

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) 8時00分～12時30分 就業場所

時給

3人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

2人 1,300円～1,400円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

2人 800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

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～19時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)19時30分～23時30分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

2人 045-641-7701

不問
200人 秋田県秋田市

～平成31年1月31日
労災

14010-65574981

平成30年12月17日～
平成31年1月31日 雇用・労災

05010-22873081

マンション管理員（清掃
業務含む）

管理員業務　
　・受付等の業務
　・点検業務（管球交換あり）
　・立会業務（ゴミ搬出時等）
　・報告連絡業務（文書の配布・掲示等）
日常清掃業務
　・ゴミ置場の整理、床洗い
　・共用部の床掃き拭き、ゴミ拾い等
（請負業務）

不問

日祝他 株式会社　アセットライフ
毎　週

横浜市中区山下町７４－１　大和地
所ビル８Ｆ

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

14,000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

05010-22872181

シール貼り、閉店処理
【秋田市】

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

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

鮮魚担当【秋田市】

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

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問

8人 018-893-3760

経理や総務事務の経
験者優遇
パソコン（エクセル・
ワード）の操作ができ
ること

14人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-22867681

労災
05010-22865081

事務

・取引き先企業等への請求や支払い事務
・事業所を利用している方への工賃の支払いや負担金の徴
収事務
・職員への給与の支払いや所得税等の徴収事務
・健康保険、厚生年金、雇用保険等に関する事務
・その他、経理や庶務全般に関する事務

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日 社会福祉法人　友愛の園
毎　週

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－３３

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
12人 秋田県秋田市

34人 秋田県秋田市
平成31年2月1日～

雇用・労災
05010-22864181

保育士

○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

＊平成３１年２月からの勤務になります。


保育士　または　子
育て支援員　いず
れか必須

日祝他 秋田ライフライン株式会社　シエルア
ンジュ園

看護職

〇平成３１年３月開業予定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。利用者様の健康管理、バイタル
チェック、リスク管理のほか、理学療法士、生活相談員、運動
指導員と協力して、リハビリ支援を実施していただきます。
＊医療行為はありませんので、介護施設が初めての方でも
安心して働くことができます。
＊ブランクの長い方も大歓迎！！
＊入浴・食事の介助はありません。

看護師または准看
護師

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

病院勤務経験（年
数問わず）

1人 0184-24-0943

不問
34人 秋田県秋田市

平成31年2月1日～
雇用・労災

05010-22863281

雇用・労災
05010-22857081

介護職

〇平成３１年３月開業予定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。運動による機能改善を目的とした
集団エクササイズの指導及び理学療法士のサポートを担当
していただきます。
・また、利用者様の送迎業務もあります。
・送迎車両はミニバン、軽ワンボックス（ＡＴ車）
＊入浴・食事の介助はありません。
＊リハビリと運動に特化したデイサービスなので、介護職未
経験者も大歓迎！！

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

毎　週
秋田県秋田市中通６丁目４－６－３

27人 018-833-2223

不問
27人 秋田県秋田市

25人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010-22855281

調理

○弁当調理を担当していただきます。
・弁当調理全般（煮物、揚げ物、仕込み他）
・後片付け
・作業場の清掃作業　等

＊平日の午前中のみの勤務です。

＊仕事としての調理経験ある方歓迎します。


不問

土日祝 有限会社　弁当とらや

ホールスタッフ（潟上本
店）


○ホール業務全般
・オーダー受付、後片付け、会計　など

＊就業時間は相談可能です。

不問

火土日祝 株式会社　ジェー・ユー
毎　週

秋田県潟上市飯田川飯塚字家ノ越４
７－３

12人 018-893-5085

不問

不問
550人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-22852481

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル
その他

秋田県秋田市中通１丁目３番５号

7人 018-834-1141

2ページ中 2ページ

平成30年11月29日発行（平成30年11月28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

食器洗浄業務

○食器洗浄業務全般に従事して頂きます。
・機械での食器洗浄
・食器の整理整頓
・その他付随する業務
＊１年毎の契約更新
＊アルバイト勤務も可能です。
　土日のみなど、自分の都合に合わせて勤務できます
（通勤手当なし）
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



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,300円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時30分 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 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

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～14時30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

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) 9時00分～12時00分 就業場所
(2) 8時00分～12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) 9時45分～14時00分 就業場所

時給

1人 770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)11時00分～15時00分 就業場所
(2) 8時30分～15時00分

月給（時間換算）

1人 955円～955円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給

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00分～17時00分 就業場所

平成30年11月30日発行（平成30年11月29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

看護師又は准看護師
「ア・ラ・ヤでデイ」

○デイサービスにおける高齢者、障害者の看護業務に従事し
ていただきます。
・健康管理、必要な看護処置
・受診の付き添い、救急時の対応
・内服薬の管理
・その他、付随する業務

　＊正社員登用制度あり

看護師又は准看護
師

日他 有限会社　ｔｏ　ｂｅ
毎　週

秋田県秋田市新屋比内町１３番１号

10人 018-828-8170

不問
39人 秋田県秋田市

労災
05010-22888281

事務員

○事務員として従事していただきます。
【主な業務内容】
・パソコンでの伝票入力、請求書の作成、発行
・電話応対
・銀行などの外出用務あり（社有車使用）
・その他付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

火日他 有限会社　新明食材「肉のわかば飯
島店」毎　週
秋田県秋田市飯島字寄進田８６－１

18人 018-880-5828

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

25人 秋田県秋田市

労災
05010-22902081

事務職員

・経理事務
・保険請求事務
・一般事務（出勤簿の整理、伝票作成等）
・銀行等外出用務

＊６０歳以上の方の応募も歓迎します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 特定非営利活動法人　ホームホスピ
ス秋田毎　週
秋田県秋田市手形山東町１－５０

6人 018-874-9221

ＴＫＣの会計ソフト
等の使用経験また
は経理事務経験

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22906581

事務補助（短期・産休
代替）

○事務補助業務に従事していただきます。
・電話応対
・パソコンでの書類作成
・商品の入出庫管理
・商品のメンテナンス
・その他（会社の指示する業務）

＊銀行等への外出用務
＊社用車有り（ＡＴ）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　最上屋
毎　週

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－２４

81人 018-845-4970

パソコン操作できる
方（ワード・エクセ
ル）

81人 秋田県秋田市
平成31年1月7日～平
成31年6月28日 雇用・労災

05010-22887881

歯科助手

○歯科助手業務全般を担当していただきます。
・診療準備、診療補助、器具管理
・その他、付随する業務（清掃など）
○デンタルエステ
・近赤外線療法、酸素カプセル、水素バーなど

＊デンタルエステについては当院ホームページをご参照くだ
さい。【ｈｔｔｐ：／／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

歯科助手業務経験
者

11人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-22909881

調理員「さくら店」

○高齢者デイサービスでの昼食作りを担当して頂きます。
・仕込み、調理、盛り付け（弁当箱形式）
・使用した調理器具、食器等の洗浄
・その他付随する業務

＊１日２０食程度の調理となります。（１～２名体制）



不問

日他 有限会社　優介護
毎　週

秋田県秋田市横森１丁目２０番２０号

10人 018-884-6784

不問
27人 秋田県秋田市

労災
05010-22877581

食堂調理員《急募》

○国学館高校の食堂における調理業務全般を担当していた
だきます。
・麺類や定食の調理、食器類の洗い物、厨房内の清掃等
・調理方法等については、採用後に指導いたします。

＊欠員補充のための《急募》です。

不問

土日祝他 学校法人　敬愛学園
毎　週

秋田県秋田市千秋明徳町３－３１

33人 018-833-6361

不問
56人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-22900281

調理員

○「デイサービス」の昼食
○「グループホーム」「小規模多機能　マリアの家」の昼・夕食
を作っていただきます。　

・グループ　１０人分
・マリアの家　２０～２１人分
・デイサービス　２３人～２８人分

不問

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

11人 018-824-3341

不問
40人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-22904681

専門職（子育て支援）

○子育て支援業務に従事していただきます。
・就業前の親子の子育て支援等
　（育児に関する相談、イベントの補助等）

原則、週４日の勤務となります（土日休日勤務あり）

雇用期間：平成３１年１月４日～平成３１年３月３１日
　　　　　１年毎の更新あり

不問

他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

32人 018-866-2012
就学前の乳幼児の
育児に関する職務
経験

　

2,532人 秋田県秋田市
平成31年1月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-22878481

クリスマスケーキ製造
補助

○クリスマスケーキ製造補助業務に従事していただきます。
・イチゴの裁断
・包丁使用しての作業あり
・その他、付随する業務

＊１２月２１日～２３日までの３日間だけのお仕事です。

※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

月火水木祝他 株式会社　かおる堂
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－８２

54人 018-864-4500

不問
76人 秋田県秋田市

平成30年12月21日～
平成30年12月23日 労災

05010-22901181

℡ 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～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) 8時30分～14時00分 就業場所

2ページ中 2ページ

平成30年11月30日発行（平成30年11月29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

牛乳配達

○牛乳配達の業務に従事していただきます。
・秋田市内の契約した家庭への牛乳配達
・集金業務あります。

＊配達は自家用車を使用していただきます。
　（ガソリン代支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水土日 株式会社　タカハシ　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市桜３－４－１

7人 018-831-3133

不問
39人 秋田県秋田市

労災
05010-22896281

　　　　●求人に興味はあるけれど、いきなり面接は不安・・・
　　　　●色々な会社の情報を集めたい！

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　
　１．　１１月３０日　㈱秋田キャッスルホテル【病院・介護施設の調理業務、調理補助、食器洗浄　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　２．　１２月　３日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
　３．　１２月　４日　西武　秋田店【化粧品販売】
　４．　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）】
　５．　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！！
　６．　１２月　７日　社会福祉法人晃和会【看護師・准看護師、介護職員】
　７．　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】
　８．　１２月１１日　湯の越の里㈱（㈱りんどうの里　含む）【介護職員】
　９．　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】
１０．　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！！

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 1,000円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

2人 1,250円～2,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2)14時30分～18時30分

月給

1人 925円～925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～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 830円～830円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所
(2) 9時00分～12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30分～15時30分 就業場所
(2) 9時00分～12時30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

2人 850円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2)14時30分～18時30分

月給

1人 965円～965円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

24人 018-860-1311

パソコン操作が可
能な方（エクセル、
一太郎、ワード）

3,500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・公災・健康・厚生

05010-22921681

雇用・労災
05010-22942881

特定疾患医療の受給
者証交付等に係る事務

○次の業務に従事していただきます。
・申請書類の審査
・医療機関で作成する診断書データの入力
・書類の収受・発送
（直接訪問による回収・届出の場合あり）
・電話対応
・その他、付随する業務

不問

水土日祝他 秋田県健康福祉部保健・疾病対策課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市八橋田五郎１丁目２－
７

11人 018-896-0055

不問
11人 秋田県秋田市

2,334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

05010-22922981

受付

○受付業務及び医療事務
・受付、カルテ作成、医療費計算
・レセプトコンピュータ使用
・電話応対、患者様への各種ご案内
・診療用各機械器具の後片付け

不問

水日祝他 医療法人　忠智会　おみ歯科クリニッ
ク

事務系スタッフ（理工学
研究科）

所属先：理工学研究科
・研究資料、講義資料の整理及び作成補助
・各種書類、帳簿等の整理
・事務部及び他講座との連絡事務
・その他一般事務補助

※採用後、配置換等により変更の可能性があります。

働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

・パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、電
子メール等）が出来
ること

6人 018-863-3120

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

6人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010-22934881

雇用・労災
05010-22929081

事務・アシスタント

○ワード、エクセルを使用したデータや資料作成。
○パソコン、スマートホンを使用したＷｅｂページ表示テスト。
〇プログラミングスクールの講師アシスタント業務
　教室のセッティング、授業準備、受付等

＊ＴＥＬ対応、来客対応、事務所内清掃

不問

日祝他 株式会社　グリュックス
毎　週

秋田県秋田市川尻大川町１－２５
　アップヒル２１

毎　週
秋田県秋田市土崎港中央６丁目１０
番１０号

30人 018-845-0422

パソコン操作（ワー
ド・エクセル：入力
程度）

70人 秋田県秋田市

720人 秋田県秋田市
平成31年1月7日～平
成31年3月29日 雇用・労災

05010-22933781

事務員

○事務一般を担当していただきます。
・商品の発注及び入力業務
・牛乳のピッキング
　（注文書等に応じた品揃え及び配達コース毎の品揃え）
・現金の確認作業　等　

不問

水日祝 株式会社　サンシーアイ

事務員（臨時）

○軽自動車（四輪）に関する、各種申請の事務処理
○窓口業務補助
○パソコン入力
○電話応対等

＊窓口で受け付けを行い、書類をチェックし、シートを
　ＯＣＲで読み込ませ、車検証を作成します。
＊数名で協力しながら窓口業務、作成業務を行います。


不問

土日祝他 軽自動車検査協会　秋田事務所
毎　週

秋田県秋田市寺内字三千刈４６３－
３

14人 018-895-5311

パソコン基本操作
のできる人

9人 0187-85-3959

不問
17人 秋田県秋田市

雇用・労災
05040- 6468281

平成31年1月4日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-22920381

広報担当（自社広報）
パート　　【秋田本店】

〇ホームページの更新やデザイニング、フリーペーパー・チ
ラシの紙面作成、ＳＮＳを使用した広報活動（写真アッ　　プ・
コメントアップ等）。
〇お客様と一緒に楽しめるイベントの企画・運営
　楽しさをＰＲする業務です。

※パソコンを使用します（フォトショップを使用）。

※求める人材：何事にも興味をもって取り組む事ができる
方。明るく、好奇心旺盛で人と話すことが好きな方。

普通自動車免許
（業務用：ＡＴ限定
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

毎　週
秋田県秋田市東通仲町４番１号　秋
田拠点センタ－アルヴェ５Ｆ

33人 018-887-5340

必要な免許資格欄
に係る経験

2,545人 秋田県秋田市

11人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-22939681

秋田市子育て相談員
（嘱託職員）

○子育て親子の交流事業、子育てに関する相談、地域の子
育てサークル・子育て支援者の活動支援等を行います。

＊出前保育等（社用車使用：ＡＴ車）

＊保育士、保健
師、看護師等のい
ずれか
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 秋田市子ども未来センター

歯科衛生士

○当クリニックにおいて歯科衛生士業務に従事していただ
きます。
・口腔衛生指導　　　　　　　　　　
・歯科診療補助　　　　　　　　　　　　
・ＰＭＴＣ（機械的歯面清掃）　　　　　
・予防処置　　　　　　　　　　　　　　　
・カウンセリング
・機器の減菌、消毒
・院内清掃　等

歯科衛生士免許証

水日祝他 医療法人　忠智会　おみ歯科クリニッ
ク毎　週
秋田県秋田市八橋田五郎１丁目２－
７

11人 018-896-0055

不問

不問
30人 秋田県秋田市

平成31年3月16日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-22915581

看護師
　
「看護」

日祝他 学校法人　横山学園　新屋幼稚園
毎　週

秋田県秋田市新屋扇町４－２７

0人 018-828-2119

平成30年12月3日発行（平成30年11月30日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師

〇看護師としてベビー保育園の業務に従事していただきま
す。
・園児の健康管理、衛生管理業務
・ケガや病気にかかった園児への対応
・かかりつけの医師による健康診断や歯科検診のサポート
・保護者への衛生指導や疾病予防指導
・保育補助（主に０歳児）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「看護」


℡ 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 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

4人 762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) 5時00分～ 9時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分
(3)17時00分～21時00分

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1)10時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2)14時30分～18時30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

雇用期間の定めなし 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～18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

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時00分～18時00分 就業場所

40人 080-5068-0078

不問
95,000人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

05010-22947681

労災
05010-22945081

ダイレクトメール仕分け
作業員

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

＊１日４時間程度の勤務です。

＊制服貸与いたします。

＊勤務状況に応じて、更新の可能性あり。

不問

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

毎　週
秋田市仁井田字中谷地１３０－２

23人 018-839-3551

不問
45人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-22931581

倉庫作業員

・ハンディターミナルを使用した検品作業。
・商品の棚入れ、棚出し作業（２０Ｋｇ程度のもの有り）
　（主に出荷作業が中心となります）

＊規格確認のため、小さい文字を見る作業があります。

不問

土日祝他 株式会社　秋田医科器械店

葬祭スタッフ「秋田市民
葬祭」

＊当社は、高齢者へのサービスに特化した秋田県でも珍しい
葬祭部門と介護部門を持ち合わせています。
・葬儀の打ち合わせ、電話応対、施行、納棺等全般を行って
いただきます。
・社員に同行し、覚えていただきます。

不問

他 カインドスタイル　株式会社
毎　週

秋田県秋田市泉東町１０－２９

14人 018-853-1255

不問

11人 018-896-0055

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-22940481

平成31年1月1日～平
成31年1月3日 労災

05010-22928181

歯科助手（パート）

○当クリニックにおいて歯科助手業務等に従事していただき
ます。
・歯科診療補助業務
・診療用各機械器具の消毒、管理業務
・受付事務の業務
・その他、付随する業務


不問

水日祝他 医療法人　忠智会　おみ歯科クリニッ
ク毎　週
秋田県秋田市八橋田五郎１丁目２－
７

な　し
秋田県秋田市山王３丁目３－９

4人 018-864-0701

不問
200人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

労災
05010-22916481

販売スタッフ≪急募≫

○バッグ、財布、革小物等の接客販売の仕事です。

＊人と人が楽しく触れ合える、やりがいのある仕事です。
　あなたのセンスと笑顔でお客様に楽しく商品提案をしてみ
ませんか。

＊初心者大歓迎です。

※年末年始の販売スタッフの為急募【１／１～１／３】

不問

他 株式会社　モリタ

コンビニエンスストア店
員
　【パート】

○商品の陳列、接客　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○レジ業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○清掃他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊マニュアルに沿って毎日の業務を行います。
　接客レベル重視。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊勤務日数・時間については、相談に応じます。



不問

他 ローソン秋田山王中園店（有限会社
イトーマーク）毎　週
秋田県秋田市山王中園町１１－２０

15人 018-864-0720

不問

不問
2,750人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

06030-10561381

不問

他 ロイヤルネットワーク株式会社
その他

山形県酒田市浜田１丁目７－２０

3人 0234-21-1888

2ページ中 2ページ

平成30年12月3日発行（平成30年11月30日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

受付（イオンモール秋
田店）

◎クリーニング店受付業務全般
・クリーニング品の受渡接客業務
・品物の点検確認
・店舗内ディスプレイ
・店内清掃及び整理整頓
・レジ操作等店舗管理

＊雇用期間は以下の１年毎の契約更新となります。　　　　　・
１月２１日～翌年１月２０日


