
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給（時給換算）

1人 1,040円～1,040円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～21時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)13時30分～18時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時30分～18時30分

時給

1人 4,000円～4,000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～12時00分 就業場所
(2)18時00分～20時00分
(3)16時00分～20時00分

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～12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 就業場所

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時15分～17時00分 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

22人 018-827-5619

不問
88人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-  975291

雇用・労災
05010-  926191

生活機能向上デイサー
ビス介護職員（パート）

○地域密着デイサービス（９名）において生活機能向上のた
めの介護業務全般を担当していただきます。
・入浴介助・食事作り
・コミュニケーション
・外出レクリエーション
・送迎もあり
・その他付随する業務


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護職員初任者研
修以上優遇

日他 企業組合　秋田福祉サービス　ふき
のとう金足毎　週
秋田県秋田市金足小泉字潟向８６－
１

毎　週
秋田県秋田市楢山佐竹町１－１２

4人 018-893-5528

＊経理事務経験者
＊パソコン（エクセ
ル・ワード）の基本
操作できる方

4人 秋田県秋田市

2,334人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成33年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-  983591

経理事務

○経理を中心とした事務を担当していただきます。
・小口現金管理、入出金管理（専用システムを使用）
・請求書の作成
・銀行業務全般（ネットバンキング）
・給与計算、社会保険等の手続き
・決算、納税処理の補助
・電話、来客応対
＊銀行等への外出用務の際は、基本、社有車使用ですが、
自家用車使用の場合はガソリン代支給

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊簿記３級以上の
資格あれば尚可

土日祝他 株式会社　クレッセントハウス

事務系スタッフ（広報
課）
【１０：１５～１７：００】

所属先：広報課（インフォメーションセンター）
・インフォメーションセンターの受付、管理及び維持等
・インフォメーションセンターを会場とする催しの企画立案、ポスター
制作等
・企画開催に伴う関連部署との連絡、調整及び準備、学内外への情
報発信等
・インフォメーションセンター運営に関連した広報課業務の補助業務
等
※採用後、配置換等により変更の可能性があります。

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ等）
が出来ること。

2人 018-874-9732

不問
10人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010- 1003991

平成31年2月1日～平
成32年3月31日 労災

05010-  933291

一般事務

・会社内において、給与を中心とした事務を担当していただき
ます。
・給与計算、勤怠管理、社会保険関係の書類作成
・その他、付随する業務
・未経験の方でも、お気軽にご応募下さい。
・社用車使用の場合あり

普通自動車免許Ａ
Ｔ限定可

土日祝他 トランスポーター株式会社
毎　週

秋田県秋田市旭北錦町３－２９

毎　週
秋田県秋田市御野場２丁目１４－１

244人 018-839-6141

パソコン入力　必須
医療事務の経験者
尚可

292人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市
平成31年2月1日～平
成32年3月31日 労災

05010-  927091

健診事務

・御野場病院の検診部門の窓口応対、データ入力を行ってい
ただきます

＊現在常勤１名、パート１名

不問

土日祝他 医療法人　正観会　御野場病院

一般事務

○土地改良事業に係る次のような事務に従事していただきま
す。
＜主な担当業務＞
・多面的機能支払交付金事業に関する事務
（作業日報、出納簿、写真整理、文書管理）
・上記作業の他、一般業務の補助、来客対応、電話対応、事
務所内の清掃、整理等

＊銀行用務等で公用車の使用あり。（ＡＴ限定可）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 仁井田堰土地改良区
毎　週

秋田県秋田市四ツ小屋字城下当場２
５３－１

6人 018-839-2504

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）ができ
る方

28人 018-833-4249

不問
119人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 労災

05010- 1032191

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1056291

心理療法担当職員

１．ＤＶ等により心的外傷を受けた母親と子どもに対するカウンセリン
グ遊戯療法等の実施
２．主治医及び関係機関等との連携
３．ケース会議等を通じた施設職員に対する助言および指導
就業時間
（１）第１（水）９時～１２時
（２）第２、４（火）１８時～２０時
（３）毎週（木）１６時～２０時
（４）第２、３、４、５（金）１９時～２０時
（５）第１、３、５（土）９時～１２時                 週１０時間程度

心理士

日祝他 社会福祉法人　秋田県母子寡婦福
祉　連合会その他
秋田市手形住吉町４－２６

秋田県秋田市土崎港相染町字大谷
地６番７号

0人 018-893-6877

9人 秋田県秋田市

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）必須、
＊保育士・教員二
種免許・児童指導
員資格あれば尚
可。

21人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 1001391

障がい児指導員
（放課後等デイサービ
ス）

【新規オープンに伴う募集です！！】

○障がいをもつ児童・生徒の放課後及び学校休業日におけ
る日常生活や学習等を支援するお仕事です。
・車（社用車）による送迎業務もあります（ＡＴ車）。
・児童（最大１０名）の支援を行います。

＊新規開設のため、事前に研修期間があります。
＊採用日は、工期の関係もあり３月～４月の予定です。

日他 合同会社　ハーモニー
毎　週

宿・日直専門員（非常
勤職員）【女性限定求
人】

○女性相談所一時保護所の宿直及び日直に関すること。
・３人交替で勤務日を指定
・一時保護対象者とその同伴児の観護業務
＊職務上知り得た情報は、雇用期間中だけでなく退職後も守秘義務
等法令順守の必要があります。
＊更新の可能性があります（１年毎）。
＊就業時間：
（１）は宿直（年３６６日を３人交替／年１２２回程度）
（２）は日直（日・祝日・年末年始を３人で交替勤務／年２４回程度）

不問

他 秋田県女性相談所
その他

秋田県秋田市手形住吉町４－２６

21人 018-832-2534

子育てに関わった
ことのある方

不問
21人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 公災

05010- 1004491

不問

他 秋田県女性相談所
毎　週

秋田県秋田市手形住吉町４－２６

21人 018-832-2534

平成31年1月15日発行（平成31年1月11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

電話相談員（非常勤職
員）
【女性限定求人】

○女性相談所で電話による相談業務に従事していただきま
す
（女性からの相談に対し、助言や情報提供を行います）

＊３人交替で勤務日を指定します。
＊職務上知り得た情報は雇用期間中だけでなく、退職後も守
秘義務等法令順守の必要があります。
＊更新の可能性あり（１年毎）

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
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)11時00分～17時00分

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
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～16時25分 就業場所
(2)13時00分～18時00分

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)20時00分～ 4時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)20時00分～ 2時00分 就業場所

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所38人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-  979391

商品管理≪急募≫（５ｈ
勤務）

○伝票を見て、荷物をセットする作業
＊荷物は食品（漬物、佃煮、水煮等の惣菜など）
・伝票に記載してある商品と個数のとおりに箱詰めして
　いきます。
・仕分け用のシール貼りもあります。
・倉庫、冷蔵倉庫（チルド室）での作業です。
・エプロン、防寒着は支給します。

【業務拡張につき急募】

不問

他 株式会社　マルヨ食品
その他

秋田県秋田市外旭川字三千刈１５３

38人 018-823-8150

不問

14人 018-839-8505

不問
18人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-  985091

労災
05010-  917591

場内作業（秋田営業
所）

○場内作業に従事していただきます。
・当社営業所場内の部材管理、整備、洗浄（仮設トイレ）
・搬入、搬出補助業務
・その他、付随する業務


＊力仕事になります。
＊細かい作業もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
（業務上、運転する
場合あり）

土日祝他 株式会社　みちのく産業
毎　週

秋田県秋田市四ツ小屋末戸松本字
地蔵田２６９－３

毎　週
秋田県秋田市飯島美砂町１番１３号

7人 090-4041-6915

不問
7人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市

労災
05010-  916291

代行自動車運転手（客
車運転）

○お客様の車を運転し、目的地まで届ける業務に従事してい
ただきます。

＊普通自動車２種免許が必要です。

＊週２～３日程度の勤務となります。
（勤務日数、勤務時間、休日等は相談に応じます。）

普通自動車２種免
許

他 ニューズ・リズム代行

代行自動車運転手（随
伴車運転）

○随伴車を運転して、客車の後を付いていく仕事です。
（客車の運転はありません。）


＊週２～３日程度の勤務です。
（勤務日数は相談に応じます。）

※未経験者でも慣れるまで教えます。

普通自動車１種免
許

他 ニューズ・リズム代行
毎　週

秋田県秋田市飯島美砂町１番１３号

7人 090-4041-6915

不問

16人 018-875-2058

自動車整備経験者
32人 秋田県秋田市

労災
05010- 1011991

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 1002691

メカニック（パート）

○販売した車の整備をして頂きます。また、中古車の展示前
の整備もあります。
・時間帯によっては、オープン準備、クローズ準備等もして頂
きます。

＊お客様対応等はなく、専用のガレージで、集中して作業す
る事が出来ます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊資格は必要あり
ません。

木祝他 松田自動車興業　株式会社
毎　週

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地３０９－２

その他
秋田県秋田市手形住吉町４－２６

21人 018-832-2534

不問
21人 秋田県秋田市

39人 秋田県秋田市
～平成31年11月24日

雇用・労災
05010-  934591

専任当直員（非常勤職
員）

○秋田県母子福祉総合センターの宿直業務（警備・施設管理
含む）
・館内巡視、警備、ボイラー等の運転、電話の取り次ぎなど

＊職務上知り得た情報は、雇用期間中だけでなく退職後も守
秘義務等法令順守の必要があります。
＊２人交替で隔日勤務
＊更新の可能性あり（１年毎）


不問

他 秋田県女性相談所

ゴルフ場スタート係

○お客様のキャディバッグの預かり、カートへの積込み、
　片付け作業。
・その他軽作業（カートの清掃、ボール拾いなど）あり。

＊勤務曜日・時間、社保加入希望等ご相談に応じます。
＊降雪状況により雇用契約満了日前後する場合あります。

不問

他 太平山総合開発　株式会社
毎　週

秋田県秋田市太平中関字務沢１－７

39人 018-838-3333

不問

不問
39人 秋田県秋田市

～平成31年11月24日
雇用・労災

05010-  930491

不問

他 太平山総合開発　株式会社
その他

秋田県秋田市太平中関字務沢１－７

39人 018-838-3333

2ページ中 2ページ

平成31年1月15日発行（平成31年1月11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

レストランフロア業務・
厨房業務

○ゴルフ場内レストランにおける下記の業務に従事して
　いただきます。
・食事の注文およびレジ　・食材盛り付け　・調理補助
・配膳　・片付け　・食器洗い（食洗機使用）
・ホール清掃　等

＊土・日・祝日、勤務できる方




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 1,450円～1,450円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

1人 1,200円～1,600円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 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 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)10時00分～17時00分 就業場所
(2)12時00分～19時00分

時給

1人 774円～774円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1)10時00分～16時40分 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 770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)12時30分～17時00分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～20時00分 就業場所

時給

4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

3人 830円～1,020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
(2)13時30分～17時30分

55人 018-892-7800

不問
220人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 1099291

平成31年1月16日～平
成32年3月31日 労災

05010- 1093391

介護補助

○介護スタッフの補助業務に従事していただきます。
・患者様の着替えのお手伝い
・洗濯物の確認、配布など

＊未経験の方でも丁寧に指導しますので、安心して応募して
ください。



不問

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

毎　週
秋田県秋田市御野場２丁目１４－１

244人 018-839-6141

不問
292人 秋田県秋田市

5,000人 秋田県秋田市
3ヶ月

労災
05010- 1103091

介護サポーター

○入院患者に対する簡単なケア業務
・配茶、ペーパー類の補充
・居室の清掃
・ゴミ回収、シーツ交換等の軽作業
（専門知識不要、曜日と時間についてはご相談に応じます・


不問

土日祝 医療法人　正観会　御野場病院

靴、関連商品の接客販
売

○靴および関連商品の接客販売業務全般に従事していただ
きます。
・接客、販売、レジ操作、商品管理　等

＊土日祝日勤務可能な方を希望します。
＊指導いたしますので未経験の方の応募も歓迎いたします。
＊荷物の運搬もあり体力が必要です。
＊制服貸与します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 東京靴流通センター　新国道店
毎　週

秋田県秋田市寺内字イサノ８５番地

4人 018-864-6106

不問

54人 018-835-4276

不問
95,094人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010- 1130991

雇用・労災
05010- 1160591

医療事務／病院（秋田
市南部）

○総合病院での受付業務に従事していただきます。
・受付
・患者対応
・電話対応
・入力業務

＊雇用期間は、年度ごとの契約更新予定です。

（財）日本医療教育財
団主催試験合格者
＊資格のない方、他
団体資格の方はご相
談ください。

土日祝 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
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

毎　週
秋田県秋田市泉中央六丁目５－１８

2人 018-824-8171

不問
2人 秋田県秋田市

140人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1127591

一般事務

○一般事務等を行っていただきます。
・官公庁提出書類作成
・来客者応対
・車庫証明現場調査（マイカー使用、車代支給）


普通自動車免許／
ＡＴ可

土日祝 川村行政書士事務所

一般事務（パート）

○一般事務と経理補助のお仕事に従事していただきます。
・コンピュータによる伝票入力・伝票管理

＊経理事務の経験が多少なりともあれば尚良し



不問

日他 株式会社　瀬川勝雄商店　秋田支店
その他

秋田市外旭川字三千刈１２５

17人 018-863-9131

不問

12人 018-884-7700

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1145191

雇用・労災
05010- 1158491

インフォメーションスタッ
フ　（受付）

・ブライダルサロンの受付、案内業務
・結婚式でのクローク（荷物預かり）業務
・電話応対

＊パソコンを使用（ワード・エクセル）

不問

水他 株式会社　アールベルアンジェ秋田
毎　週

秋田県秋田市千秋久保田町５－１５

毎　週
秋田県秋田市山王７丁目４－１３拓
朋ビル３０３号

13人 018-863-5571

パソコンの基本操
作が出来ること
（ワード・エクセル）

19人 秋田県秋田市

364人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1141791

総務

○社員情報（給料、社保、雇用保険等）を除く総務業務に従
事していただきます。

・パソコンによる文書作成、データ入力
・切符の手配
・電話・来客応対
・その他、付随する業務

不問

土日祝 株式会社　エム・シード

看護師・准看護師（在
宅ケアセンター）

〇ショートステイにおいて看護業務全般を担当していただきま
す。
・医師のサポート等
・その他付随する業務

＊就業時間帯・時間数・勤務日数は相談可。
　労働条件により加入保険の適用が異なります。

　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

看護師・准看護師

他 医療法人　正和会　五十嵐記念病院
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央１丁目１７
－２３

32人 018-845-0251

不問

不問
314人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1116791

正看護師免許
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　虹の街　秋田営業所
その他

秋田県秋田市牛島西１丁目３－８

42人 018-831-5652

平成31年1月16日発行（平成31年1月15日受付分)　Ｎｏ．１

3ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

訪問看護師

○在宅で療養されているお客様に予防・リハビリ・処置といった看護
的な側面からサービスを提供します。
（ＩＶＨ管理・ストマ管理・バルーンカテーテル処置・褥瘡処理・状態観
察）
・病棟とは異なりお客様とじっくり向き合い、その人らしく生きる為の
看護を提供できることが魅力です。
※勤務日数・時間・曜日は相談に応じます。
※入職支度金あり（対象者：県央地域外から転居された方）
※各種手当あり（２４時間体制手当、特別手当２回／年）
【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
価制度取得事業所

℡ 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

10人 920円～920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 787円～787円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 800円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)18時00分～21時00分 就業場所

時給

2人 810円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～ 7時59分
(3)18時00分～ 8時00分

時給

2人 810円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)18時00分～ 1時30分 就業場所
(2)10時00分～18時00分
(3)16時30分～ 1時30分

月給（時給換算）

1人 1,002円～1,002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

その他

5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 就業場所

その他

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 就業場所

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)17時00分～ 0時00分 就業場所

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時00分～17時00分 就業場所607人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010- 1174491

清掃員（ＪＡ秋田なまは
げ追分支店）

○『ＪＡ秋田なまはげ追分支店』内の日常清掃業務を担当し
ていただきます。
・男女トイレの清掃
・通路、事務所内のモップ掛け　等　
＊１日３時間、週２日（火・木）の勤務です。
＊雇用期間は、年度毎の契約更新あります。
＊勤務開始日はご相談に応じます。

不問

月水金土日祝 厚生ビル管理　株式会社
毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

1人 018-823-4061

不問

14人 018-883-0034

不問
600人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1157991

雇用・労災
05010- 1124791

客室清掃（メイク）

○ホテル「プリンセス・プリンセス」は秋田市川反にあるビル型
のレジャーホテルです。長年地域の方に利用いただき、４年
前に内・外装を一新してリニューアルオープンいたしました。
秋田県下初のデザイナーによる設計の客室もございます。
そんな趣向を凝らした客室を３名１チームで清掃していただく
お仕事です。
スタッフも明るく、楽しい職場です。やる気のある方ご応募お
待ちしております。
・客室内の清掃、簡単な調理補助

不問

他 富岡開発　株式会社
毎　週

秋田県秋田市大町６丁目１番１８号５
Ｆ

毎　週
秋田県秋田市大町６丁目１番１８号５
Ｆ

14人 018-883-0034

不問
600人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010- 1101591

客室清掃（メイク）

○ホテル「プリンセス・プリンセス」は秋田市川反にあるビル型
のレジャーホテルです。長年地域の方に利用いただき、４年
前に内・外装を一新してリニューアルオープンいたしました。
秋田県下初のデザイナーによる設計の客室もございます。
そんな趣向を凝らした客室を３名１チームで清掃していただく
お仕事です。
スタッフも明るく、楽しい職場です。やる気のある方ご応募お
待ちしております。
・客室内の清掃、簡単な調理補助

不問

他 富岡開発　株式会社

代行運転（普通１種免
許）

○代行運転業務に従事していただきます。
・伴走車の運転（日報記入を含む）

＊お客様の状況等によって勤務時間は変動します。

＊週３日（火・木・金）の勤務です。

第１種　普通自動
車免許

月水土日 サツキ代行
毎　週

秋田県秋田市新屋栗田町３１番
県営新屋住宅１１棟－４０２号

2人 090-8252-5546

代行運転経験２年
程度以上
地理・建物ある程
度わかる方

104人 018-862-6767

不問
112人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 1122991

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 1114991

タクシー乗務員（パー
ト）

○タクシー乗務員（パート）
・営業エリアは主に秋田市内です。

＊タクシーが初めての方でも親切丁寧に指導いたします。
＊全車簡易ナビ付および自動配車システムです。
＊完全歩合制で出来高×４７％となります。

普通自動車２種免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　タクシーセンター　あい
毎　週

秋田県秋田市新屋松美ガ丘北町９
番２４号

毎　週
秋田県秋田市寺内字蛭根１丁目１５
番５号

17人 018-864-0401

不問
17人 秋田県秋田市

40人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010- 1154091

運転手・事務補助員

県の機関である中央家畜保健衛生所で、主に職員の補助と
して次の業務を担当します。　　　　　　　　　　　　　　
・公用車の運転に関すること
・公用車の点検管理補助に関すること
・業務班の現地作業補助に関すること
・庁舎内外の環境整備補助に関すること


＊事務所用車使用

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

金土日祝他 秋田県中央家畜保健衛生所

施設警備

○施設警備
・施設内外の保安業務、巡回
・施設内の防犯防止（万引、置引き等）
・警備日誌の作成
・現場直行、直帰
＊秋田市内で研修３日あり　
＊土日祝勤務できる方
※増員の為
※６０歳以上の方の応募も歓迎します。

不問

他 日本海警備保障　株式会社
その他

秋田県秋田市八橋イサノ２丁目１４
－３

40人 018-865-0213

不問

40人 018-865-0213

不問
40人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 1113691

労災
05010- 1137091

警備員（施設警備）

○施設警備の業務です。
・建物の出入管理及び巡回等
・検品業務
・警備日誌の作成等
＊警備は常時２～３名体制です。
＊丁寧な接客、機敏な対応の出来る方を希望
＊土日祝日の勤務出来る方を希望
＊初心者の方は、先輩社員が丁寧に指導いたしますので、安心して
ご応募ください。
＊制服は貸与します。

不問

他 日本海警備保障　株式会社
その他

秋田県秋田市八橋イサノ２丁目１４
－３

毎　週
秋田県秋田市中通５丁目５番３９号

3人 018-831-5665

不問
3人 秋田県秋田市

505人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05011-  116991

ホール係

○ホールでの接客業務
・注文受け
・配膳、下膳、片付け等
・調理補助として盛り付けなどを手伝っていただく場合があり
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊就業日数・時間については相談に応じます。
＊Ｗワーク可

不問

日祝他 ん。　ＴＡＣＨＩＫＡＷＡ

イートイン係（御所野
店）

○イートインコーナーの業務全般を担当します。
・調理、配膳
・レジ操作など
※雇用期間は雇入れの日から３ヶ月、その後は６ヶ月毎の
　更新となります。
※原則、シフトによる勤務となりますが、勤務時間、休日に
　ついては相談に応じます。
○社員登用制度あり○
　　　　　　　　　　　　　「働き方改革関連認定企業」

不問

他 株式会社　アマノ
その他

秋田県男鹿市船越字内子８９番地

160人 0185-22-6300

不問

不問
1,400人 秋田県秋田市

～平成33年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1147391

不問

他 秋田大学医学部総務課
その他

秋田県秋田市本道１－１－１

950人 018-884-6010

3ページ中 2ページ

平成31年1月16日発行（平成31年1月15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

看護助手

○大学病院における看護業務補助を担当していただきます。
看護経験や資格のない方も多数働いております。
・環境整備、整理整頓、清掃など。
・患者の食事の介助、清潔、排泄に関する世話、移送など。
・機械・器具の準備、片づけ、検体の提出など。

＊勤務成績が良好な場合は任期を更新する場合がありま
す。
働き方改革関連認定企業【くるみん】



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（時給換算）

2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) 7時55分～16時05分 就業場所
(2)15時55分～ 0時05分

時給

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

30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 18歳以上 (1) 3時00分～10時00分 就業場所
(2) 7時00分～13時00分
(3)18時30分～22時00分

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～14時00分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)17時30分～21時00分 就業場所3人 秋田県秋田市

労災
05010- 1139691

洗い物担当

○食器・調理器具等の洗い物を主に担当していただきます。

・状況により、ホール係の手伝いや盛り付け等の簡単な調理
をお願いすることがあります。


＊就業日数・時間については相談に応じます。
＊Ｗワーク可

不問

日祝他 ん。　ＴＡＣＨＩＫＡＷＡ
毎　週

秋田県秋田市中通５丁目５番３９号

3人 018-831-5665

不問

3人 018-831-1069

不問
1,300人 秋田県秋田市

～平成31年2月28日
労災

05010- 1132791

平成31年2月1日～平
成31年4月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 1178591

軽作業（秋田市山内）

○リネン業務に従事していただきます。
・シーツ、枕カバー布団などの回収、仕分け、デリバリー、伝
票作成など

＊週３日の勤務です（祝日勤務になる可能性あり）

不問

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

毎　週
秋田県秋田市御所野湯本２丁目１－
１

185人 018-839-2680

不問
196,582人 秋田県秋田市

0人 秋田県秋田市

労災
05010- 1089791

仕分作業

・宅急便、ＤＭ便の仕分け作業
（数字番号判別による簡単な作業です）


＊長期契約延長あり
＊採用人数は、就業時間（１）～（３）各１０名

不問

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田ベース

商品の加工及び発送

・スマホケースへビジュー（飾り）接着作業
・スマホケース、レディースアパレル商品の発送作業
・スマホケース、レディースアパレル商品の入庫作業
・グーグルスプレッドシートへの入力作業

＊手先の器用な方に向いている作業です

不問

土日祝他 ＫＭワークス
毎　週

秋田県秋田市飯島新町１丁目６－２
６

0人 018-847-0282

ＰＣ操作に問題がなく
エクセル・グーグルス
プレッドシートを仕事
で使用した経験があ
る方

不問
100人 秋田県秋田市

労災
05010- 1107491

不問

他 北上石灰　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市飯島字古道下川端２１
７－９

61人 018-846-0176

平成31年1月16日発行（平成31年1月15日受付分)　Ｎｏ．３

3ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

作業員

○工場内設備の配管掃除やタンク内掃除、排水溝泥上げ、
その他雑務作業。

＊体力を使う仕事です。

＊１ヶ月あたり最大１４日の勤務となります。
　（就業日については前日までに連絡します）


℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。

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

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　
　１．　　１月１６日　社会福祉法人　秋田聖徳会【正看護師又は准看護師、保育士、介護職員　他】
　２．　　１月１７日　㈱秋田キャッスルホテル【ホテル内調理補助、食器洗浄　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　３．　　１月１８日　社会福祉法人　幸楽会【介護員、訪問介護員】
　４．　　１月２１日　㈱へいあん秋田【セレモニープランナー、典礼アシスタント、会員様サポート係　他】
　５．　　１月２２日　㈱和敬園「ｼｮｰﾄｽﾃｲ御所野の森」「ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ森のﾃﾗｽ」【介護職（ﾌﾙﾀｲﾑ、ﾊﾟｰﾄ】
　６．　　１月２３日　西武　秋田店　【化粧品販売】
　７．　　１月２４日　㈱無限堂【調理、調理補助・洗い場係、フロア係、ホール係　他】
　８．　　１月２５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　９．　　１月２８日　社会福祉法人　幸楽会【介護員、訪問介護員】
１０．　　１月２９日　㈱プレステージ・インターナショナル【事故受付、家財保険受付、管理者候補　他】
１１．　　１月３０日　㈱虹の街【訪問介護員、施設介護員、機能訓練指導員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！

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 1,450円～1,600円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,300円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

8人 2,000円～4,000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 59歳以下 (1)17時00分～22時00分 就業場所
(2) 8時00分～22時00分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～13時00分 就業場所
(2) 8時00分～12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 (1) 9時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～15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

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～21時00分 就業場所

時給

1人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)13時00分～17時30分 就業場所

時給

1人 920円～920円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時15分 就業場所

時給

1人 780円～880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)12時00分～20時00分 就業場所
(2) 6時00分～14時00分

8人 018-829-0066

不問
2,800人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1284391

平成31年4月1日～平
成33年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 1264891

調理補助「テンマジャパ
ン内」社員食堂

○「テンマジャパン内」社員食堂での調理補助業務全般に
　従事していただきます。

【主な仕事内容】
・盛り付け、販売、食器洗浄の仕事を行っていただきます。

＊初心者の方のご応募もお待ちしております。

不問

他 株式会社　ＮＥＣライベックス
毎　週

秋田県秋田市御所野下堤３丁目１－
１　テンマジャパン内

毎　週
秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

給食調理業務の経
験があること（年数
不問）

2,334人 秋田県秋田市

37人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1283091

技能系スタッフ（調理
師）【保戸野地区】

所属先：教育文化学部（保戸野地区）
・学校給食調理、盛付、配膳
・食器の洗浄、片付け
・調理場内の清掃など
　約７００食を５名で調理します


　働き方改革関連認定企業【くるみん】

調理師免許（応募
時に写しをご提出く
ださい）

土日祝他 国立大学法人　秋田大学

介護職員（日勤パート）

・利用者様への介護業務（定員３０名職員１５名で対応）
・食事介助、移動移乗介助等全般です。

＊業務に慣れるまでは必ず２人一組のペアとなって指導いた
します。（マンツーマン体制）
＊職員間や看護との連携もよく、働きやすい職場です。
＊夜勤なし。日勤のみです。
＊午後業務のサポートをお願いします。

不問

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

28人 018-853-1556

介護業務経験者

53人 0185-52-6221

不問
223人 秋田県潟上市

12ヶ月
雇用・労災

05020-  384691

労災
05010- 1287491

レジ係【天王店】（１７：０
０～２１：００）

◇レジ業務全般を担当します。
・ＰＯＳレジ（バーコード読み取り式・タッチパネル、自動
　つり銭払い戻し機）を使用していますので安心して業務が
　できます。

※面接時には、ハローワークの紹介状と履歴書を持参して下
さい。

不問

他 株式会社　テラタ
毎　週

秋田県能代市出戸本町１９－１０

毎　週
秋田市旭北栄町１－５　秋田県社会
福祉会館６Ｆ

1人 018-800-6258

事務職の経験者
1人 秋田県秋田市

25人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災
05010- 1252691

経理事務及び事務補
助

○経理事務及び事務補助に従事していただきます。

・弥生会計ソフトでの経理事務及び事務作業の補助
・ワード、エクセルを使用

不問

土日祝 秋田県理容生活衛生同業組合

事務職員

○介護事業所の一般事務
・電話応対
・パソコンを使用して各種書類（届出等）作成
・介護ソフト入力
・外出（行政、金融機関他）社用車使用
・その他、付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水日祝他 有限会社　ハッピーライフ
毎　週

秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目１
－２－５０

25人 018-852-5558

パソコン（ワード、エ
クセル）使用できる
方

8人 018-834-8700

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

10人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1280291

雇用・労災
05010- 1289891

一般事務（パート）

○一般事務業務に従事していただきます。
・電話対応
・事務用品管理
・顧客管理
　パソコンへの顧客入力（ワード・エクセル）
・簡単なポップ作成
・その他付随する業務

＊外出時は社用車使用（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　花のヤマト
その他

秋田県秋田市広面字堤敷５３－１

毎　週
秋田県秋田市東通仲町４－１　秋田
拠点センターアルヴェ６Ｆ

92人 018-836-0521

不問
5,300人 秋田県秋田市

37人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1313191

非常勤講師

○小・中・高生の集団（一斉）指導を担当していただきます
・１クラス１５名以上です。
・黒板を使用しての指導形式です。
＊研修制度あります。未経験者でも大丈夫です。
＊教職退職者の方歓迎します。
＊土日祝のみの勤務も可能です（Ｗワーク可）。
＊長期間勤務できる方を希望します。
※文系（英語、国語、社会）講師５人
　理系（数学、理科）　　　講師３人　の募集です。

不問

他 株式会社　ワオ・コーポレーション
能開センター秋田本部

看護師・准看護師
【パート】

○バイタルチェック
・機能訓練
・食事、入浴、排泄の介助、送迎等
・その他、付随する業務

＊社用車（軽ＡＴ車）にて移動します。

准看護師又は正看
護師

日他 有限会社　スマイル薬局
その他

秋田県秋田市将軍野東１－４－３８

5人 018-846-5778

不問

不問
161人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 1292391

正看護師又は准看
護師　

他 社会福祉法人　北杜
その他

秋田県秋田市下新城中野字街道端
西１１－１

60人 018-873-7801

平成31年1月17日発行（平成31年1月16日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

正看護師又は准看護
師

○特別養護老人ホームにおける看護業務全般
・バイタルチェック・処置
・嘱託医回診補助
・受診付添
・入居者急変時対応等
・定員１００名



℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 800円～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)10時00分～15時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分

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 不問 (1)17時00分～ 0時00分 就業場所
(2)17時00分～22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

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 762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 (1)11時00分～14時00分 就業場所
(2)17時00分～20時00分

時給

1人 762円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～12時00分 就業場所
(2) 7時30分～12時00分
(3)10時00分～14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 就業場所

時給

2人 762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00分 就業場所

時給

1人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～64歳 (1)23時00分～ 1時00分 就業場所

労災
05010- 1279491

毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

6人 018-862-3251

不問
476人 秋田県秋田市

22人 秋田県秋田市

労災
05010- 1253991

清掃業務（ビイギャルス
テーション）

○ビイギャルステーションでの清掃業務です。営業終了後、
　店舗内の清掃をお願いします。
・床、球台、トイレ等の清掃として、ホウキ・モップ・ぞうきん掛
けなど。
＊深夜帯２時間位の勤務です。
＊勤務中、禁煙対応出来る方を希望します。
＊時給は１，０００円です。（８００円＋深夜割増手当）
＊Ｗワークの方も歓迎します。

不問

他 株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズ

施設内清掃、昼食の配
膳、後片づけ

○サービス付き高齢者住宅（１４人）での清掃。
・昼食の配膳と後片付け


・Ｗワーク可能

不問

他 企業組合　さくら家
毎　週

秋田県秋田市牛島東２丁目１－９

1人 018-835-3663

不問

14人 018-877-3207

不問
14人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010- 1285691

3ヶ月
労災

05010- 1296791

畳製造及び襖張の補
助作業

○畳の製造や襖張りの補助作業を行っていただきます。

畳といえば「針を持って手縫い」というイメージが有るかも知
れませんが、当社では最新のコンピューターシステム自動縫
着ラインを導入しておりますので、畳を機械にセットしてボタン
を押すだけ、手作業の部分もありますが、特別な技術は必要
ありません。
簡単に工作を楽しむような感覚で仕事が出来ます。

不問

日他 有限会社　渡部畳店
その他

秋田県潟上市昭和大久保字堤の上
９１－１１５

秋田県秋田市河辺三内字丸舞１－１

40人 018-884-2111

40人 秋田県秋田市

中型自動車運転免
許（８ｔ限定可・ＡＴ
限定不可）または
大型自動車運転免
許（一種）

20人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1278991

送迎バス運転業務ス
タッフ

○お客様の送迎バスの運転手業務に従事していただきま
す。

・週２日程度のシャトルバスの運転
・宴会などの送迎（予めシフトを組む）
・その他付随する業務

他 河辺地域振興　株式会社
毎　週

洋菓子製造スタッフ
（パート）

○自社工場内において主に洋菓子（ケーキ）の製造に
　従事していただきます。
・それに関連する作業全般の補助的作業
　（材料の計量・片づけ等）
　
・制服貸与します。


不問

木他 有限会社　中野屋
毎　週

秋田県秋田市四ツ小屋字中野２５４
－１

3人 018-839-6060

不問

31人 0422-37-5218

不問
35,858人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

13170- 2477591

雇用・労災
05010- 1326491

接客（しゃぶ葉　秋田広
面店）

◎ファミリーレストランでの接客業務です。
・お客様のご案内　・オーダーとり
・料理の提供
・食器の片付け、テーブルセッティング
・お会計、レジ打ち　・その他付随する業務
＊難しい仕事内容ではありません。基礎から指導いたします
ので、未経験の方でも安心してご応募下さい。
＊勤務時間、勤務日はご相談ください。

不問

他 株式会社　すかいらーくレストランツ
毎　週

東京都武蔵野市西久保１－２５－８

毎　週
秋田県秋田市南通亀の町１２－５１

4人 018-832-2511

不問
4人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1281591

喫茶店フロアスタッフ

○珈琲店での接客業務を担当していただきます。
・お客様からオーダーを受け、飲み物や軽食を提供していた
だきます。
・レジ業務、食器等の洗物　他

＊就業時間は１日５時間程度で相談に応じます。
＊制服貸与します。
＊男女ともに働き易い職場です。

不問

他 有限会社　福佐

接客、配膳

○居酒屋での接客業務全般に従事していただきます。
・店内の備え付け用品の準備
・お客様の誘導案内、メニューの説明、オーダー確認
・料理、飲み物の運搬提供、給仕
・空いた食器等の片付け、テーブル拭き
・会計
・その他付随する業務

不問

月他 酒菜や香蔵
毎　週

秋田県秋田市保戸野千代田町１３－
６５

4人 018-823-5627

不問

不問
25人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

05010- 1321191

不問

他 有限会社　オーツーダイニング
その他

秋田県秋田市外旭川八柳３－１１－
５

25人 018-863-1922

2ページ中 2ページ

平成31年1月17日発行（平成31年1月16日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

調理及び接客（Ｇ食堂：
割山店）

○簡単な調理作業、接客、店内清掃開店作業

＊就業時間・日数については相談可。
＊土・日勤務出来る方歓迎します。
＊調理レシピに添って親切に指導します。
　未経験者も安心出来るシステムとなっております。
＊３ヶ月毎の更新（本人の勤務状況による）



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 1,100円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

1人 1,500円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2)15時00分～17時00分

時給

1人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

月給（時給換算）

1人 956円～956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
(3)11時30分～17時15分

時給

1人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時15分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時00分～18時30分 就業場所
(2) 9時00分～13時30分
(3)13時00分～18時00分

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

241人 018-837-3000

不問
68,927人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 1339191

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1435091

ジュースバー担当


○野菜・果物ジュース製造・販売を担当していただきます。
・接客・その他、付随する業務もあります。
　

※６か月ごとの契約更新制

不問

他 イオンリテール　株式会社　イオン秋
田中央店その他
秋田県秋田市楢山川口境５－１１

毎　週
秋田県秋田市桜１丁目１７－３５コー
ポ風愛１０１

5人 018-838-4802

パソコン操作（エク
セル表計算程度）
経理事務経験者に
限る

5人 秋田県秋田市

29人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1401191

事務（経理・パート）【急
募】

○経理事務業務全般を担当していただきます。
・仕訳
・会計ソフト入力
・入出金管理
・支払業務　など

＊銀行用務等あり。自家用車使用（ガソリン代支給）。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　アグリコネクト農土歌

医療事務及び調剤補
助

〇医療事務全般と調剤補助に従事していただきます。
・処方せん受付
・レセプトコンピューター入力（処方せん入力）
・調剤補助（薬剤師の指示により棚から薬を準備するなど）
・掃除
・他の薬局への用務あり
（基本的には社用ＡＴ車を使用しますが、マイカーを使用する
場合もあります（ガソリン代支給））。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　加賀屋薬局
その他

秋田県秋田市川尻上野町１－７３

11人 018-874-7007

不問

950人 018-884-6010

ワード、エクセル等
含めパソコンが使
える方

1,400人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 1360291

平成31年1月28日～平
成31年3月27日 雇用・労災

05010- 1347191

事務系スタッフ（中央放
射線部）

中央放射線部において次の業務に従事していただきます。
・撮影室、ＣＴ室等での患者受付業務
・電話応対、部署内への連絡業務
・医事会計の確認、検査依頼の入力業務
・造影剤やその他物品の購入手続き業務
・統計業務
・文書や郵便物の受取、部内での配布業務

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝 秋田大学医学部総務課
毎　週

秋田県秋田市本道１－１－１

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－１１

151人 018-884-3313


ＰＣ操作経験のあ
る方（ワード・エクセ
ル）

12,421人 秋田県秋田市

10人 秋田県南秋田郡五城目町
3ヶ月

雇用・労災
05010- 1349391

事務補助（１／２８～）

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

＊更新の可能性あります。（当初２ヶ月で最長通算５ヶ月）

不問

土日祝他 東北電力　株式会社　秋田電力セン
ター

児童の指導

○「チャイルドステーションゆうゆう」において児童の指導業務
に従事していただきます。
・障害があるお子さんの指導
・お子さんの学校、家への送迎
・記録文書などの作成

＊児童定員：１０名
＊送迎は社有車使用（ＡＴ車）


＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊教員、保育士、社
会福祉士等の資格保
持者優遇します。

日祝他 特定非営利活動法人　男鹿潟上南
秋教育会館毎　週
秋田県潟上市天王字追分西９３－１
１

8人 018-853-8664

不問

56人 018-862-7311

求人条件特記事項
のいずれかの要件
を満たす者

3,500人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 1373691

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1429391

電話相談員

○子ども家庭電話相談事業に基づく電話相談

・児童の福祉に関する相談・援助等
・電話での相談、対応
・報告書作成（手書き）

※非常勤職員２名での交替勤務
　（金曜日は早番、遅番の交替勤務）

教員、児童福祉
司、児童心理司、
保健師、保育士の
いずれか必要

他 秋田県中央児童相談所
毎　週

秋田県秋田市新屋下川原町１番１号

毎　週
秋田県秋田市寺内蛭根２丁目６番３
４号

9人 018-824-3341

不問
40人 秋田県秋田市

115人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1328891

理学療法士、作業療法
士、マッサージ師、と介
護員

○入所者の生活援助とリハビリ、マッサージ
・健康管理、食事援助、介助、話し相手、レクレーション、介護
日誌記入等

＊利用者の通院介助、戸外レクレーションに社有車を運転し
ます。（ＡＴ車、ワゴンＲ）

理学療法士か作業療
法士又はマッサージ
師の資格必須
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

他 社会福祉法人　みその　みそのホー
ム

診療放射線技師

○当院での診療放射線技師業務全般に従事していただきま
す。
・Ｘ線写真撮影、骨密度測定検査等
・その他付随する業務
就業時間（１）月・火・水・木・金・土：午前
就業時間（２）月・火・木・金：午後
＊水・土は午後休み
必ずしも記載の時間全部ではなく、勤務曜日、勤務時間はご
希望に合わせて相談させてください。
＊施設詳細については当院ホームページをご参照下さい。

診療放射線技師

日祝他 医療法人　城東整形外科
その他

秋田県秋田市東通６丁目７－６

88人 018-832-0023

不問

不問
6人 秋田県秋田市

労災
05010- 1378291

看護師免許（正看
護師または准看護
師）

金日祝他 細部眼科医院
毎　週

秋田市保戸野すわ町１５－２

6人 018-883-5088

平成31年1月18日発行（平成31年1月17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（正看護師また
は准看護師）

○眼科医院での看護業務全般を担当していただきます。
・視力検査、手術の手伝い
＊就業時間について（相談に応じます）
（１）月～木　　　　　８：３０～１２：００　
（２）火（手術日）　１３：００～１６：００
（３）土（月２回程度）８：３０～１２：３０
＊院内の雰囲気は、院長・スタッフとも優しく、気持ちよく
　仕事をしていただけると思います。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



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 775円～775円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～11時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

5人 780円～975円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～ 9時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分
(3)13時00分～17時00分

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

3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 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 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 18歳以上 (1)20時00分～ 0時00分 就業場所

月給

1人 1,183円～1,183円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時30分～13時15分 就業場所
(2)14時45分～19時00分

3,500人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 1377891

給食調理員

○給食調理業務に従事していただきます。
・一時保護児童及び宿日直職員の給食調理
・早番（１）６：３０～１３：１５は朝食と昼食の調理
・遅番（２）１４：４５～１９：００はおやつと夕食の調理

＊１回につき約１０食を１人で調理します。
＊給食調理員３名での交替勤務です。

不問

他 秋田県中央児童相談所
その他

秋田県秋田市新屋下川原町１番１号

56人 018-862-7311

不問

73人 0185-45-3311

不問
73人 秋田県南秋田郡大潟村

6ヶ月
労災

05010- 1376791

雇用・労災
05010- 1400591

中華レストラン調理係

○ホテル内の中華レストランにおいて、調理業務に従事して
いただきます。
・食材の仕入れ、管理
・下ごしらえ、盛り付け
・配膳　・厨房内の清掃
・食器洗い（食洗機使用）

＊契約更新の可能性があります。

不問

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

毎　週
秋田県秋田市外旭川八柳３丁目６－
４１

24人 018-874-8007

不問
63人 秋田県秋田市

3,192人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1405991

介護員（ショートステイ
ゆず）

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

＊利用者２０名に対し、職員１４名体制
　（１ユニット１０名に職員７名体制のローテーション）

＊未経験の方には、マンツーマンでご指導します。

※正社員登用あり

不問

他 株式会社　ブリング　ショートスティゆ
ず

ペット用品アドバイザー
（販売）＊生体販売を除
く

○ペット関連用品の販売を担当していただきます。
・接客、レジ、品出し、発注等の販売業務全般
・その他付随する業務

＊犬猫の生体販売はありません。

不問

他 イオンペット　株式会社　「ペテモ秋田
店」その他
秋田県秋田市御所野地蔵田１丁目１
－１　イオンモ－ル秋田内

10人 018-889-6899

不問

2人 018-833-1515

販売経験のある方
2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1439491

労災
05010- 1387591

食品小売販売（トピコ）

○土産品の接客及び販売業務に従事していただきます。
・秋田県の名産品、木の実やドライフルーツ等の販売
・陳列、レジ業務など
＊就業時間は（１）（２）のシフト勤務です。
　どちらの時間にも対応できる方。　　　　　　　　　　　　　　
＊６０歳以上の方の応募を歓迎いたします。

＊学生アルバイトは不可。

不問

他 木の実堂
毎　週

秋田県秋田市下北手松崎字碇３１－
３

毎　週
秋田県秋田市新屋朝日町１３－２２

7人 018-827-3927

不問
20人 秋田県秋田市

17人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1431891

販売・調理補助

○「鶏笑　秋田八橋店」での、からあげの販売・調理補助全般
を担当していただきます。
・接客、受付、レジ
・調理補助
・洗い場
・仕込み
・清掃　等

不問

他 コウメイハウス　株式会社

販売員

・セブンイレブン店内業務全般
（商品の発注、品出し、陳列、レジ業務、店内清掃など）
＊就業時間、休日に関しては相談に応じます。 不問

他 株式会社　セブンイレブンジャパン
秋田卸町３丁目店毎　週
秋田県秋田市卸町３丁目１番２号

17人 018-824-7322

不問

241人 018-837-3000

不問
68,927人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 1372391

6ヶ月
雇用・労災

05010- 1370191

食品レジ


　○売場での各種業務を担当していただきます。
　
・レジ業務に従事していただきます。
　

　※６か月ごとの契約更新制

不問

他 イオンリテール　株式会社　イオン秋
田中央店その他
秋田県秋田市楢山川口境５－１１

その他
秋田県秋田市楢山川口境５－１１

241人 018-837-3000

不問
68,927人 秋田県秋田市

68,927人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 1369891

農産売り場担当


　○売場での各種業務を担当していただきます。
　・主な作業は、野菜の品出し、陳列、見切りなどのお仕事で
すので、初めての方でも安心です。
　

　※６か月ごとの契約更新制

不問

他 イオンリテール　株式会社　イオン秋
田中央店

お惣菜売り場担当


○惣菜売場での各種業務を担当していただきます。
　・主な作業は、加工、パック詰め、値付け、品出し、陳列、販
売ですので、初めての方でも安心です。
　

※６か月ごとの契約更新制

不問

他 イオンリテール　株式会社　イオン秋
田中央店その他
秋田県秋田市楢山川口境５－１１

241人 018-837-3000

不問

不問
4,600人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010- 1367491

不問

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

130人 018-834-2828

4ページ中 2ページ

平成31年1月18日発行（平成31年1月17日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

商品補充（８時～１１
時）

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


働き方改革関連認定企業【くるみん】



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～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 (1)11時00分～14時00分 就業場所
(2)17時00分～20時00分

時給

3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 就業場所

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 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)10時00分～15時00分 就業場所
(2)17時30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

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

3人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分

時給

3人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

時給

3人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)21時00分～ 6時00分 就業場所

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県潟上市

平成31年2月4日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 1425291

平成31年2月4日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 1424891

お弁当の盛り付け・調
理補助【潟上市】

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

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

その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県潟上市

14,000人 秋田県潟上市
平成31年2月4日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 1422491

おにぎりの製造【潟上
市】

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

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

サンドイッチ・調理パン
の製造【潟上市】

・サンドイッチ・調理パン等の製造をお願いします。
・ライン作業です。

※その他付随する作業あり

※初めてでも丁寧に指導いたします。

不問

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

0人 0120-709-707

不問

20人 022-266-5802

不問
9,200人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

04010- 4563791

～平成31年3月31日
労災

04010- 4561991

ホールスタッフ［カラオ
ケ　時／秋田泉店］

接客（受付・案内・オーダー取り）
配膳・片づけ
簡単な調理補助
清掃補助

＊未経験者も可
＊６ヶ月毎契約更新（基準日：４／１、１０／１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【画像情報あり】

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

その他
宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

20人 022-266-5802

不問
9,200人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1329291

ホールスタッフ［カラオ
ケ　時／秋田駅前店］

接客（受付・案内・オーダー取り）
配膳・片づけ
簡単な調理補助
清掃補助

＊未経験者も可
＊６ヶ月毎契約更新（基準日：４／１、１０／１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【画像情報あり】

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部

ホール及び調理補助

○ホール及び調理補助業務に従事していただきます。
・スパゲティ等のオーダー
・配膳、食器洗い等後片付け
・調理補助
・その他、付随する業務（レジ操作等）


＊勤務日・時間は相談に応じます。
＊土・日・祝日のみの勤務でも大丈夫です。

不問

月 有限会社　カンパーナ
な　し

秋田県秋田市山王５丁目１１－１

7人 018-863-8107

不問

17人 022-266-5802

不問
9,200人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

04010- 4666991

～平成31年3月31日
労災

04010- 4637291

ホールスタッフ［和処
暖／秋田大学病院前
店］

接客（受付・案内・オーダー取り）
配膳・片づけ
調理補助・清掃補助

＊未経験者も可

＊６ヶ月毎契約更新（基準日：４／１、１０／１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【画像情報あり】

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

その他
宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

21人 022-266-5802

不問
9,200人 秋田県秋田市

9,200人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
04010- 4634491

ホールスタッフ［居酒屋
寧／秋田駅前店］

接客（受付・案内・オーダー取り）
配膳・片づけ
調理補助・清掃補助

＊未経験者も可

＊６ヶ月毎契約更新（基準日：４／１、１０／１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【画像情報あり】

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部

ホールスタッフ［居酒屋
寧／秋田泉店］

接客（受付・案内・オーダー取り）
配膳・片づけ
調理補助・清掃補助

＊未経験者も可

＊６ヶ月毎契約更新（基準日：４／１、１０／１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【画像情報あり】

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

20人 022-266-5802

不問

不問
35,858人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

13170- 2545491

不問

他 株式会社　すかいらーくレストランツ
毎　週

東京都武蔵野市西久保１－２５－８

31人 0422-37-5218

平成31年1月18日発行（平成31年1月17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

調理補助（しゃぶ葉　秋
田広面店）

◎簡単な調理補助から始めて、調理全般から洗い場まで担当してい
ただきます。
・食事の盛り付け
・焼き物、揚げ物等の簡単な調理
・食器洗い、消毒等
・その他付随する業務
＊難しい仕事内容ではありません。基礎から指導いたしますので、
未経験の方でも安心してご応募下さい。
＊勤務時間、勤務日はご相談ください。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 800円～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～16時00分 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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

3人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時30分～17時30分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 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 65歳以上 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所

2人 018-881-3171

不問
530人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010- 1355091

3ヶ月
労災

05010- 1368791

食堂スタッフ（合同庁
舎）

○秋田合同庁舎の食堂において、業務全般に従事していた
だきます。
・仕込み、調理、レジ操作、食器等の洗浄、テーブル清掃
　厨房清掃。
・調理は１０種類位の簡単なメニューになります。

＊週３～４回の勤務です

不問

土日祝他 株式会社　サンアメニティ　秋田支社
毎　週

秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１９
４－１

毎　週
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

130人 018-857-3101

不問
470人 秋田県秋田市

68,927人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010- 1371091

軽作業（アクティブシニ
アパート）

○入所者のお茶の準備、シーツ交換、洗濯物の仕分け及び
　軽微な清掃、運転業務（利用者の送迎）等に従事していた
だきます。
＊直接利用者に関わる介護業務ではありません。
＊栄養科での調理業務も選択できます。


※働き方改革関連認定企業【くるみん】

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 医療法人　久盛会（介護老人保健施
設　三楽園）

食品の品出し（早朝）

○食品オペレーションを行っていただきます。
・早朝の食料品の品だし・運搬・陳列作業

＊６時から１０時の間の３～４時間勤務となります。
＊週５日程度の勤務となります。

※６か月ごとの契約更新制

不問

他 イオンリテール　株式会社　イオン秋
田中央店その他
秋田県秋田市楢山川口境５－１１

241人 018-837-3000

不問

241人 018-837-3000

不問
68,927人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 1343791

雇用・労災
05010- 1361591

食品の品出し（ナイト）

○食品オペレーションを行っていただきます。
・夜の食料品の品だし・運搬・陳列作業

＊１７時から２３時の間の５時間勤務となります。
＊週５日程度の勤務となります。

※６か月ごとの契約更新制

不問

他 イオンリテール　株式会社　イオン秋
田中央店その他
秋田県秋田市楢山川口境５－１１

毎　週
秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－１０６

16人 018-862-7811

不問
18人 秋田県秋田市

1,000人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 1382991

配達（医薬品）

○医療機関や調剤薬局へ医薬品の配達をして頂くお仕事で
す
・他に医薬品の出庫作業や伝票整理等、配達に付随する業
務もあります。
・１日におおよそ１０件程配達して頂きます。
・秋田市内を中心に由利本荘市、能代市（月２回程度）に配
達をお願いします。
・使用する車種は軽乗用車またはハイブリッド車（ＡＴ）です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 沢井薬品　株式会社

食品の宅配業務（外旭
川店）

○ナイス外旭川店内において、ピッキング、梱包された商品
をお客様の自宅まで配達する仕事です。
＊配達区域の大きな変動はありません。
＊配達用の車は当社でご用意します。

＊原則、週５日の勤務ですが、週４日でも相談に応じます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ナイス
その他

秋田県秋田市新屋豊町３－４８

102人 018-862-2611

不問

88人 018-862-2611

不問
1,000人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 1381691

12ヶ月
雇用・労災

05060-  442291

食品の宅配業務（割山
店）

○ナイス割山店内において、ピッキング、梱包された商品をお
客様の自宅まで配達する仕事です。
＊配達区域の大きな変動はありません。
＊配達用の車は当社でご用意します。

＊原則、週５日の勤務ですが、週４日でも相談に応じます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ナイス
その他

秋田県秋田市新屋豊町３－４８

その他
秋田県横手市卸町８－１４

27人 0182-32-3670

不問
370人 秋田県秋田市

159,800人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1436391

物流センター内作業職
（秋田菓子ＤＣ）

◇食品物流センター内での商品入出庫作業や検品、棚卸し
作業などが主な業務となります。
【就業場所】
秋田市御所野湯本１－１－９
ヨコウン株式会社　『秋田菓子ＤＣ』
＊ヨコウン　秋田南営業所隣接地となります。
【就業時間】
（１）（２）のいずれかを選択できます。

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

祝他 ヨコウン　株式会社

構内作業員（６時～１２
時）

○倉庫内で荷物の仕分け作業を行っていただきます。
・配送車への積み込みなどもあります。
・事務作業もあります。
・荷物は重いもので３０ｋｇ程度です。

＊制服貸与いたします。

不問

他 ヤマト運輸株式会社　秋田卸町セン
ターその他
秋田県秋田市卸町５丁目１－８

29人 080-5068-2100

不問

不問
10人 秋田県秋田市

労災
05010- 1330091

不問

土日祝他 株式会社　品川商事　秋田店
毎　週

秋田県秋田市川尻若葉町５－１０


8人 018-867-0216

4ページ中 4ページ

平成31年1月18日発行（平成31年1月17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

綿入れ作業員（見習い）

○工場内で布団綿入れ作業に従事していただきます。
・主に布団の綿入れ作業
・綿を入れた後、手縫いで仕上げ作業
・その他、付随する業務


＊初めての方にも丁寧に指導いたします。



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

1人 1,400円～1,600円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所

時給

2人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)13時00分～18時00分 就業場所

時給

3人 2,500円～2,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～18時00分 就業場所

時給

3人 2,500円～2,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 762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 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 770円～860円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時50分 就業場所

時給

1人 762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 59歳以下 (1) 8時45分～14時45分 就業場所
(2)14時00分～20時00分

時給

3人 762円～932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 1,510円～1,510円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所
12ヶ月

労災
05010- 1457891

毎　週
秋田県秋田市御所野下堤五丁目１
番５号

108人 018-826-0651

不問
108人 秋田県秋田市

16,000人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
34020- 1153691

ホームヘルパー

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

介護職員初任者研
修、ヘルパー２級、
介護福祉士の何れ
か

他 社会福祉法人　秋田けやき会

販売（ダイソーイオンタ
ウン茨島店）

店舗の運営に関わる、レジ接客・ご案内・品出し・商品整理な
どをスタッフ全員で協力して行います。
店舗毎に勤務時間の詳細が異なります。応募時にお問い合
わせください。
※応募を希望される方は必ずハローワークの窓口で
　紹介状の交付を受けてください。

就業場所：秋田県秋田市茨島４丁目３番１９号
店　　名：ダイソーイオンタウン茨島店

不問

他 株式会社　大創産業（ＤＡＩＳＯ／ダイ
ソー）毎　週
広島県東広島市西条吉行東１丁目４
番１４号

16人 082-420-0100

不問

3人 042-624-1885

不問
1,512人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13140- 1130991

雇用・労災
05010- 1454991

婦人服店内販売（秋
田）

・ミセスファッションの販売及び簡単な商品管理業務

＊外商とノルマはありません。
＊ミセスのおしゃれを全国４００店舗で提案し続けておりま
す。


不問

他 株式会社　タツミヤ
その他

東京都八王子市暁町１－３２－１３

毎　週
秋田県秋田市泉北２丁目４番２３号

20人 018-896-1811

不問
620人 秋田県秋田市

65人 秋田県秋田市

労災
05010- 1448791

商品登録事務

○主にコンピューターを使用して、次の業務を行います。
・取扱商品情報の入力
・プライスカード　・ＰＯＰ作成
・商品の発注入力
・その他付随する業務

不問

他 株式会社　マルエーうちや　店名
「ジェイマルエー」

経理事務

○薬局の経理全般に従事していただきます。
・伝票入力
・帳簿入力
・帳簿整理
・上記内容に関わる雑務　など

＊基本的にはデスクワーク業務ですが、場合によっては連絡
事務等の外出用務もあります。
（自家用車使用：手当支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）【マイ
カー持込み可能な
方】

日祝他 株式会社　いわま薬局
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１Ｆ

3人 018-884-0911

不問

2人 018-863-0001

事務経験者
28人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1490891

12ヶ月
労災

04010- 4948391

一般事務

○事務業務に従事していただきます。
　総務・経理事務、営業事務、一般事務、その他庶務
　・電話応対、受付業務、コピー
　・データの整理・入力、ファイリング
　・銀行入出金業務（自家用車使用、ガソリン代支給）
　・その他、社内清掃・整頓（トイレ掃除含む）の作業あり
＊雑役・庶務をこなしながら徐々に社内業務を覚えていただ
きます。電話応対・受付業務に積極的に取り組んでいただけ
る方、金銭を扱う部門のため、明朗で信頼できる方を求めて
います。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 日本海恒産　株式会社（日本海チ
ケット）その他
秋田県秋田市泉中央１丁目２－５

毎　週
宮城県仙台市青葉区小田原４丁目２
－１８

0人 022-264-1202

「医療的ケア」の一般
教員
実務５年以上の看護
師等で、医療的ケア
教員講習会修了　等

30人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
04010- 4947091

介護教員医療的ケア専
任教師［秋田市］

◎介護職員実務者研修、講座
秋田校新規開設に伴い、医療的ケア専任教員を募集致しま
す。



＊１年毎契約更新

看護師、保健師

月火水木金他 株式会社　中川

介護福祉士専任教員
（実務者研修介護過程
３教員）［秋田市］

◎介護福祉士実務者研修専任教員
秋田校新規開設に伴い、専任教員を募集致します。



＊１年毎契約更新

介護福祉士専任教
員資格

月火水木金他 株式会社　中川
毎　週

宮城県仙台市青葉区小田原４丁目２
－１８

0人 022-264-1202

特記参照

6人 018-847-5740

6人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1493191

秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 労災

05010- 1492591

保育士または児童指導
員（パートタイマー）

○障がい児（６～１８歳）の放課後等デイサービス事業で、子
ども達の自立支援と日常生活の充実の業務です。
・送迎業務及び添乗あります（社有車　ＡＴ車）
・子ども達やご家族と寄り添い、安全で安心できる場を目指し
ます。

＊資格（特記事項参照）をお持ちの方や、鍵盤楽器を弾ける
方は優遇します。


土日祝他 合同会社　憩音
毎　週

秋田市将軍野桂町２番９号

・デイサービス利用者の看護業務
・利用者の健康管理
・医師の指示による医療処置
・利用者の機能訓練

看護師又は准看護
師

月水金日 社会福祉法人　はまなす会　特別養
護老人ホーム　ぬくもり山王毎　週
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
番地の５９

13人 018-824-7000

不問
130人

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）～
送迎あり
児童発達支援管理
責任者、学会認定
音楽療法士の資格
あれば尚可

平成31年1月21日発行（平成31年1月18日受付分)　Ｎｏ．１

3ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護パート　（デイサー
ビスぬくもり山王）

℡ 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 765円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所

時給

2人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)10時45分～14時00分 就業場所
(2)12時00分～18時30分
(3)13時45分～18時30分

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 59歳以下 就業場所

時給

2人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 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
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時30分～15時00分 就業場所
(2)11時00分～19時30分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 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) 9時30分～16時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～15時30分 就業場所

時給

1人 777円～777円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～16時30分
(3) 8時30分～12時30分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 840円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

1,000人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 1494091

宿日直業務

○施設の宿日直業務を担当していただきます。
・戸締確認、館内巡回
・夜間来所者の対応
・電話の対応（受付程度）
　詳しい対応は職員が行う。
・朝の開錠

＊３人でのローテーションにて勤務します。

不問

他 株式会社　タクト　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市豊岩小山字狐森３２３
－２

3人 018-853-8666

不問

35人 03-5711-8211

不問
750人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

13060- 1921991

平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 1472791

カフェスタッフ（秋田市）

○駅ビル内にあるドトールコーヒーショップ（ＦＣ）です。
　レジ・接客・ドリンクやフード調理などをお願いします。

※スキルに応じて研修を行いますので、初めての方もご安心
ください。




不問

他 株式会社　オアシスＭＳＣ
毎　週

東京都大田区蒲田５－３８－３　蒲田
朝日ビルデイング８階

な　し
秋田県秋田市河辺北野田高屋字上
前田表６８－１

41人 018-882-3056

不問
260人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1467591

給食補助業務（寺内保
育所）
【５．５Ｈパート】

○保育施設での給食調理業務に従事していただきます。
・調理スタッフ５名で乳幼児（０～６歳）１４０名の食事やおや
つを調理します。
・食器及び調理器具等の洗浄作業あり。
・厨房内の清掃など付随する業務あり。

※６ヶ月毎の契約更新

不問

日祝他 河辺保育所（秋田市役所　子ども育
成課）

厨房およびホール補助
（秋田市泉）

・食器洗い
・食材を切る、きざむ
・具材の盛り付け
・ホール係の補助
・開店前の準備、閉店後の片付け作業。

※店の営業時間は１０：３０～１４：３０です。

不問

月水他 らーめん　小江戸
毎　週

秋田県秋田市泉中央２丁目５－１２

3人 018-865-3512

不問

15人 018-855-5041

調理経験者
27人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1449891

雇用・労災
05010- 1488691

調理補助　≪急募≫

○ブルーメッセあきた内「レストラン　花の大地」において調理
補助業務に従事していただきます。

・その他、付随する業務（清掃等）

＊１月末に退職者の予定がある為急募です。

不問

他 昭和総合開発株式会社（ブルーメッ
セあきた）その他
秋田県潟上市昭和豊川竜毛字山ノ
下１－１

その他
秋田県秋田市川元むつみ町４－１２

131人 018-864-7331

不問
146人 秋田県秋田市

22人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1469091

給食調理（賄い人）

○社内食堂での給食調理、配膳、後片付け等（４人で交替）
＊夏場は昼食のみ１００食
＊冬場は朝夕を各３０食、昼１３０食
＊就業時間等
（１）夏場　６～９月　５時間／日
　　　　１９～２０日／月
（２）冬場１０～５月　５時間／日
　　　　２４～２５日／月
＊昼食支給します。

不問

日祝他 秋田酒類製造　株式会社

調理師

○有料老人ホーム（８６床）およびグループ法人運営施設に
おける利用者様への食事提供・調理作業に従事していただき
ます。

＊有料老人ホーム（８６床分）：朝・昼・夕
　グループ法人運営施設分　　：１日４０～５０食

※配達業務あります。（秋田市内　軽バン使用）


調理師
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　総合医療福祉サービス
毎　週

秋田県秋田市千秋矢留町６－２５

15人 018-884-0760

不問

6人 022-306-3241

不問
1,700人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

04010- 4885991

雇用・労災
05010- 1451091

（請）調理スタッフ［秋田
市御所野］

★老人ホーム厨房でのお仕事★
入居者の方へ朝昼夕３０食程のお食事提供のお仕事です。
調理、盛り付け、配膳、洗浄、仕込みなど家事の延長のよう
な作業内容です。
シフト制の勤務体制なので平日休みも取りやすく、自分の時
間も確保できます。
〇交通費全額支給〇マイカー通勤可〇各種保険完備
〇制服支給あり〇食事手当あり
＊６ヶ月毎契約更新

不問

他 株式会社　ＬＥＯＣ　東北支社
毎　週

宮城県仙台市太白区柳生１丁目１１
－８　仙光ビル３階

毎　週
秋田県秋田市仁井田本町４－１５－
１６

23人 018-853-6030

不問
60人 秋田県秋田市

6,730人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
13110- 1929891

調理補助及び清掃

○調理補助業務及び店内清掃等に従事して頂きます。
・注文メニューの調理補助、盛り付け、調理に係る各種
　下ごしらえ、皿洗い、後片付け、店内清掃など

＊未経験者歓迎します
＊制服貸与・賄い有り
＊主に立ち仕事であり機敏な動作が必要な業務ですので、
　それに対応できる方を希望
＊１８歳未満は２２時以降の就労不可

不問

他 しゃぶしゃぶ温野菜　秋田仁井田店
（株式会社　乳井石油商会）

調理・販売／ダイナム
秋田臨海店

パチンコ店に併設されている飲食店内のお仕事
・麺類や丼物の簡単な調理
・接客
・一日の売上確認
・食材の在庫確認など
※調理未経験・パート未経験で始めた方も活躍しています。
※勤務日数・休日などはご相談ください。
【受付番号　０８６】

不問

他 株式会社　日本ヒュウマップ
毎　週

東京都荒川区西日暮里５－１５－７
ダイナム綜合投資ビル３階

5人 03-3802-8166

不問

不問
21人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1503791

不問

日他 クリーンライフ舎
毎　週

秋田市柳田字竹生１５１－４

21人 018-831-5999

3ページ中 2ページ
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

クリーニング補助（仕上
げ）

○クリーニング業務の簡単な補助作業
・アイロン掛け
・プレス作業　等
・納品準備（注文者毎の仕分等）
＊就業時間は相談に応じます。
＊長く働いていただける方、体力に自信のある方歓迎
　いたします！
＊６０歳以上の方の応募歓迎いたします。



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

5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) 8時30分～17時15分 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 7時00分～11時30分 就業場所
(2) 7時30分～11時30分
(3)13時00分～15時30分

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～12時00分 就業場所
(2)13時00分～18時00分

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～11時00分 就業場所

時給

1人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 7時00分～11時15分

時給

2人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 7時30分～ 9時30分 就業場所
(2)11時30分～14時45分
(3)16時30分～20時00分

時給

2人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1)10時00分～15時00分 就業場所
(2)11時00分～16時00分
(3)12時00分～17時00分

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時00分～14時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 827円～827円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

15人 018-863-5900

不問
15人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 1450191

労災
05010- 1504891

外業兼事務（嘱託職
員）

・一般家庭、一般企業、公共団体から依頼を受けた臨時的、
短期的または軽易な業務を会員へ提供する。
・主に庭木の手入れや雪囲い業務を担当し、現場の見積から
請求書の作成まで行う。
・必要書類の作成はＥｘｃｅｌ等を使用
・社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 一般社団法人　秋田市シルバー人材
センター毎　週
秋田市八橋南１丁目８－２　秋田市
老人福祉センター２階

毎　週
秋田県秋田市将軍野南３－７－９

4人 018-847-1167

不問
4人 秋田県秋田市

43人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1489991

洗い場兼調理補助

○そば店の洗い場兼調理補助業務に従事していただきま
す。
・器の洗浄
・野菜のカットや盛り付け
・配膳、下膳など
＊土日祝だけの勤務です。
＊食事付き
＊エプロン貸与

不問

月火水木金 江戸そば　きちじ

洗い場係（１０：００～）

○店内洗い場でのお仕事です。
・洗い物を専門に担当
・食器洗浄機の使用、手洗い両方あります。

＊土日祝に勤務できる方、長期勤務可能な方歓迎します。
（日祝出勤の場合、時給１００円増しです）
＊就業時間（１）～（３）に対応できる方を希望しますが、相談に応じ
ます。
＊週３日勤務から相談に応じます。

＊学生アルバイト可

不問

他 株式会社　札幌かに本家秋田店
毎　週

秋田市中通２丁目３－８　（アトリオン
１２階）

43人 018-836-7888

不問

12人 018-882-3113

不問
60人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 1501991

6ヶ月
労災

13110- 1935491

卵のパック箱詰め（検
卵）作業員（パート）

○全自動選別機での卵のパック、箱詰め（規格外卵検卵・流
れ作業）を行っていただきます。

　＊１年の雇用期間で更新の可能性あります


　【正社員登用の可能性あります】

不問

他 有限会社　瀧田養鶏場
毎　週

秋田市河辺大張野字道の下７２番地

毎　週
東京都荒川区西日暮里５－１５－７
ダイナム綜合投資ビル３階

17人 03-3802-8166

不問
6,730人 秋田県秋田市

476人 秋田県秋田市

労災
05010- 1477091

清掃／ダイナム秋田臨
海店

パチンコ店内の清掃作業
・床清掃
・パチンコ台の拭きあげ
・ゴミ回収
・灰皿清掃
・トイレ清掃など
※お客様を気持ちよくお迎えできる清掃を心掛けていただきます。
※勤務日数・休日などはご相談ください。
【受付番号　０８６】

不問

他 株式会社　日本ヒュウマップ

清掃業務（ＣＲファクト
リー）

○損保ジャパン日本興亜（株）で運営する
「ＣＲファクトリー」（コールセンター）の清掃業務です。

・事務フロア、食堂、男女トイレ等館内の清掃

＊月・水・土、週３日の勤務です。

＊勤務中、禁煙に対応出来る方を希望します。

不問

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

3人 018-862-3251

不問

3人 018-833-3957

不問
165人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010- 1475591

平成31年2月1日～
雇用・労災

05010- 1446991

清掃業務（秋田市庁
舎）

○庁舎内の清掃業務を担当していただきます。
・廊下、階段、等の清掃
　（ほうき、モップ、掃除機等）
・その他、付随する業務
・女子トイレの清掃もあります。

＊雇用期間：年度毎の更新あり（本人の勤務状況による）

＊制服貸与

不問

土日祝他 株式会社　エイビック
毎　週

秋田県秋田市東通仲町２０－１６

その他
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

5人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

725人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1445691

清掃スタッフ（秋田カン
トリークラブ）

○秋田カントリークラブの日常清掃業務全般に従事していた
だきます。
・浴室、ロッカー室の清掃全般
・トイレ清掃、タオル類の洗濯等

＊採用日は平成３１年２月１日を予定しております。
＊就業時間（１）（２）は基本的時間としておりますが、他の時
間帯も相談に応じます。

不問

他 株式会社　友愛ビルサービス

清掃スタッフ（ユアテッ
ク）

○ビル内の日常清掃業務全般に従事していただきます。
・ホール・事務所会議室・トイレ等を掃除機・モップ等を使用し
ての清掃業務
・ゴミ類の集積など、日常清掃業務全般

不問

土日祝他 株式会社　友愛ビルサービス
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

3人 018-823-1251

不問

不問
125人 秋田県潟上市

平成31年1月25日～平
成31年3月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 1496691

不問

土日祝 株式会社　ジェイ・ティ・エス
毎　週

秋田県潟上市天王字大長根７１番地
７

113人 018-827-3170

平成31年1月21日発行（平成31年1月18日受付分)　Ｎｏ．３
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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

電子機器の組立・検査
及び付随業務、倉庫内
作業　未経験者可

・電子機器を製作するにあたり、簡単な作業から、工具及び
治具（専用工具）を使用する作業まで、さまざまな作業のひと
つを行っていただきます。
・部品等の資材の入出庫管理・梱包・出荷業務

○業務内容を指導させていただきますので、初心者の方でも
大丈夫です。

℡ 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。



　　　　●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．　　１月２１日　㈱へいあん秋田【セレモニープランナー、典礼アシスタント、会員様サポート係　他】
　２．　　１月２２日　㈱和敬園「ｼｮｰﾄｽﾃｲ御所野の森」「ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ森のﾃﾗｽ」【介護職（ﾌﾙﾀｲﾑ、ﾊﾟｰﾄ】
　３．　　１月２３日　西武　秋田店　【化粧品販売】
　４．　　１月２４日　㈱無限堂【調理、調理補助・洗い場係、フロア係、ホール係　他】
　５．　　１月２５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！！
　６．　　１月２８日　社会福祉法人　幸楽会【介護員、訪問介護員】
　７．　　１月２９日　㈱プレステージ・インターナショナル【事故受付、家財保険受付、管理者候補　他】
　８．　　１月３０日　㈱虹の街【訪問介護員、施設介護員、機能訓練指導員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　９．　　１月３１日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員、平ボデー乗務員　他】
１０．　　２月　１日　㈱りんどうの里・湯の越の里㈱【介護職員】
１１．　　２月　４日　社会福祉法人　晃和会【介護職員、看護師又は准看護師】
　　　　　　　　　　　　　※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!!

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


