
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～1,800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～16時00分 就業場所

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)16時00分～20時00分 就業場所

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)16時00分～20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
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～16時45分 就業場所
(2)12時30分～20時30分

時給

2人 1,105円～1,205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 905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00分 就業場所

時給

1人 780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45分～18時45分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時15分 就業場所

月給（時給換算）

1人 842円～842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30分 就業場所
(2)10時00分～17時30分
(3)10時30分～18時00分

30人 018-863-1111

不問
2,300人 秋田県秋田市

平成31年2月1日～平
成32年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-24388281

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-24416481

警察学校調理補助

○警察学校の食堂における調理補助業務を行います。
＊１００～１３０食分を４人体制で調理します。
＊最初は盛り付けや配膳などを行います。
＊慣れてきたら煮込み、焼き物、揚げ物など調理のほか、献
立、食材発注等行います。

＊採用日は平成３１年２月１日を予定。
＊年度毎の更新の可能性あり。

不問

土日祝他 秋田県警察本部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番５号

毎　週
秋田県秋田市外旭川字梶ノ目３５７
番１

27人 018-869-9300

不問
467人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24415581

デイサービス調理員
（８：３０～１６：１５）

○デイサービス利用者の調理を担当します。
＊昼食１５食前後と午後のおやつを作ります。
・メニューの作成
・食材の買い出し（社用車・ＡＴ車使用）
・調理場、食堂の清掃
・その他調理に関連する業務全般

＊制服貸与（エプロンのみ）
＊２名体制での勤務となります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊栄養士又は調理
師免許あれば尚良

日他 秋田なまはげ農業協同組合　秋田中
央介護福祉センター

看護助手

○看護助手に従事していただきます。
・ドクターの診療補助
・患者さんへの説明、問診
・物品管理
・その他付随する業務




不問

他 ＡｄｅＢクリニック
毎　週

秋田県秋田市中通１丁目４－３　エリ
アなかいち

6人 018-836-1112

不問

018-869-9300

467人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-24425781

ホームヘルパー２
級又は介護職員初
任者研修以上
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

6ヶ月
雇用・労災

05010-24418881

訪問介護員【急募】

・ＪＡによる訪問介護
　生活援助（掃除、調理、洗濯）と
　身体介護（食事、排泄、入浴）あり。
・訪問範囲は主に秋田市
・訪問件数は１日４件程度
・１件当たり滞在時間０．７５ｈ～２．１７ｈ
＊事業所出勤ですが直行、直帰の場合は交通費別途計算となりま
す。
＊初めての方でも丁寧にご指導致します。
※退職者ありの為

他 秋田なまはげ農業協同組合　秋田中
央介護福祉センター毎　週
秋田県秋田市外旭川字梶ノ目３５７
番１

27人

秋田県秋田市外旭川字梶ノ目３５７
番１

27人 018-869-9300

467人 秋田県秋田市

ホームヘルパー２
級又は介護職員初
任者研修以上
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

1,550人 秋田県潟上市
～平成31年2月28日

雇用・労災・健康・厚生
07010-19322881

訪問介護員【急募】

・ＪＡによる訪問介護
　生活援助（掃除、調理、洗濯）と
　身体介護（食事、排泄、入浴）あり。
・訪問範囲は主に秋田市
・訪問件数は１日２～４件（状況による）
・１件当たり滞在時間０．７５～２．１７ｈ
＊自家用車での移動（交通費別途支給：２５円／ｋｍ、上限３０，０００
円）
＊直行直帰となります。＊初めての方でも丁寧にご指導致します。
※退職者ありの為

他 秋田なまはげ農業協同組合　秋田中
央介護福祉センターその他

商品管理担当（ダイ
ユーエイト秋田潟上店）

ホームセンター担当部門の商品管理担当
商品発注（ハンディー端末使用）
商品説明などの接客対応
ディスプレイなどの売場づくり

不問

他 株式会社ダイユーエイト
その他

福島県福島市太平寺字堰ノ上５８

20人 024-545-2215

不問

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成31年1月21日～平
成31年2月28日 雇用・労災

05010-24421681

平成31年1月21日～平
成31年2月28日 雇用・労災

05010-24419281

スーパー精肉コーナー
での肉のスライス・計量
など【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。
・スーパー精肉コーナーでの肉のスライス、計量、商品陳列な
ど

＊制服貸与します。

不問

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

毎　週
秋田県秋田市中通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

3人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24411081

スーパーお惣菜コー
ナーでの調理補助・盛
付け【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。
・スーパーお惣菜コーナーでの簡単な調理補助、盛付け、
パック詰め、商品陳列など

＊制服貸与します。

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

軽キャンピングカー販
売に伴う販売促進事務

○軽キャンピングカー販売に伴う販売促進事務に従事してい
　ただきます。
・ホームページ作成、展示会準備
・パソコンによる入力業務
・その他付随する業務

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 株式会社　タムラボデー
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１７－１５

3人 018-838-4441

不問

不問
90人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-24436181

看護師または准看
護師

他 来楽　株式会社　ショートステイ美し
き郷（うましきさと）毎　週
秋田県秋田市金足小泉字潟向３９番
地１

21人 018-873-7213

平成30年12月26日発行（平成30年12月25日受付分)　Ｎｏ．１
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師または准看護師

○利用者様の看護業務全般および介護業務補助（若干の食
事　介助　等）を担当していただきます。

・利用者様のバイタルチェック
・利用者様の服薬の管理　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。



　　　　●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２６日　㈱プレステージ・インターナショナル【受付ｽﾀｯﾌ、ﾘｰﾀﾞｰ・管理職候補、経理担当　他】
　２．　１２月２７日　社会福祉法人　秋田聖徳会【栄養士、介護職員】
　３．　１２月２８日　池田ライフサポート＆システム　株式会社【訪問看護師】
　４．　　１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、栄養士】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　５．　　１月　７日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ショートステイ介護職員、栄養士】
　６．　　１月　８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】
　７．　　１月　９日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　８．　　１月１０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】
　９．　　１月１１日　池田ライフサポート＆システム　株式会社【訪問看護師】
１０．　　1月１５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！！
１１．　　１月１６日　社会福祉法人　秋田聖徳会【栄養士、介護職員】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



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 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 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 1,400円～1,400円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時50分～21時00分 就業場所

時給

2人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)11時00分～19時00分

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) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

1人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 1,300円～1,600円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～12時30分 就業場所

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護職員初任者研
修修了者又はヘル
パー２級以上

平成30年12月27日発行（平成30年12月26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

営業事務

◇アパート、貸家のリフォームとクリーニングの営業のアシスタント業
務
・見積書作成、伝票起票等の事務作業やお客様とのアポ取等
・営業マンのアシスタント事務（稀にお客様宅に同行する場合あり）
◆【５～８時間の勤務希望でもＯＫ】
・勤務時間についてはご相談下さい。
・水曜、日曜休日
　その他休日についてもご相談に応じます。
＊詳細は面接時に説明いたします。

・パソコン操作（ワー
ド、エクセル）／入力
程度
・普通自動車免許（Ａ
Ｔ可）

水日他 株式会社　ホームクリニック　秋田営
業所毎　週
秋田県秋田市泉字登木２２７－２　ソ
ルナビル２Ｆ

8人 018-863-9998

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24467881

事務職

＊事務作業全般
　・各種データ入力（パソコン操作［ワード、エクセル程度］）
　・請求書の作成、チェック　
　・関連会社への用務
　・書類の整理整頓、清掃　他

※業務で私有車を使用します。ガソリン代等は会社規定によ
り支給します。

普通自動車運転免
許

日他 株式会社　ホームクリニック　秋田営
業所毎　週
秋田県秋田市泉字登木２２７－２　ソ
ルナビル２Ｆ

8人 018-863-9998

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24468281

銀行後方事務（広面支
店）

○銀行後方事務
・預金・為替事務
・諸届け事務
・文書整理事務　等

＊月１８日の勤務です。

＊当初は６ヶ月契約。以後契約更新となった場合は６ヶ月。そ
の後に契約更新する場合は１年毎です。

不問

土日祝 株式会社　秋田銀行
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目２－１

17人 018-863-1212

不問
2,208人 秋田県秋田市

平成31年2月1日～平
成31年7月31日 雇用・労災

05010-24480581

建物・物件の巡回

○建物の巡回や、報告書を作成する仕事です。
・アパートやマンションの建物等を巡回して、不具合箇所の写真撮り
をします。
・巡回で撮った写真をタブレットを使用し、報告書を作成していただき
ます（コメント等は、ホームクリニックスタッフと一緒に考案）　
・完成した報告書を営業担当に渡します。
・その他、報告書の作成
・最初はスタッフと一緒に巡回し、慣れ次第一人で巡回して頂きま
す。
※自家用車使用（ガソリン代別途支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　ホームクリニック　秋田営
業所毎　週
秋田県秋田市泉字登木２２７－２　ソ
ルナビル２Ｆ

8人 018-863-9998

パソコンの基本操
作（ワード、エクセ
ル等）

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24466781

販売・ギフトアドバイ
ザー（秋田店・パート）

＊ブランドバッグ・小物・ジュエリー・時計等、幸せなプレ
　ゼント選びのお手伝いをする仕事です。
（ブランド品や当社オリジナルブランドの販売・商品管理・ディ
スプレイ等）
＊未経験者歓迎。
＊安心の東証ＪＡＳＤＡＱ上場企業で働きませんか。
　あなたの活躍をお待ちしています。
＊ノルマはありません。
＊是非ホームページもご覧ください。

不問

他 株式会社　ハピネス・アンド・ディ
その他

東京都中央区銀座１－１６－１　東貨
ビル４Ｆ

4人 03-3562-7523

不問
400人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

13010-61869482

販売員【西武】

○婦人服（ミセス）の販売員として従事していただきます。
・婦人服「レジァンス」「伊太利屋」「ダナパリ」
「ミスティコ」の店頭販売
・顧客に対しての接客
・商品の入荷、返品の処理
・店内の清掃等

不問

他 株式会社べにや
毎　週

秋田県秋田市中通１丁目３－５　秋
田キャッスルホテル１階

3人 018-836-1555

不問
11人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-24453081

介護員「デイサービスあ
じさい」（パート、日勤の
み）

○デイサービスセンターにおける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、トイレ介助、レクリエーション
・介護日誌（手書き）
＊９名の利用者を４名～５名で介護担当します。
＊送迎ができる方（社用車使用）
＊入社後はＯＪＴの中で学びながら、スキルアップを図ってい
きます。
＊未経験者歓迎します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護職員初任者研
修（ヘルパー２級）

日祝他 株式会社　発見社
毎　週

秋田県秋田市仁井田字西潟敷１５２
－２

8人 018-893-4492

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24446381

介護職「まめでらハウ
ス」

○小規模多機能型居宅介護（通い）サービスの提供で、ご利
用者様の生活全般における介護業務をしていただきます。
＊利用者２５名　スタッフ６名体制



＊未経験者でも丁寧に指導致します
＊社用車使用

他 有限会社　ｔｏ　ｂｅ
毎　週

秋田県秋田市新屋比内町１３番１号

15人 018-828-8170

38人 秋田県秋田市

労災
05010-24473481

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護職員初任者研
修又はホームヘル
パー２級以上優遇

訪問介護員

○生活援助、身体介護の訪問介護業務に従事していただき
ま　す。
・訪問先は、秋田市内です。
・自家用車使用（移動費支給）
・就業日数や勤務時間は相談に応じます。

他 企業組合　やまびこケアセンター
毎　週

秋田県秋田市広面字樋ノ下２５－２
コーポ伊藤　５号

7人 018-893-6881

7人 秋田県秋田市

労災
05010-24449581

清掃員（秋田市御所
野）

○建物内の日常清掃業務を担当していただきます。
・居室内床面、トイレ、洗面台等の清掃
・通路等の清掃

＊採用開始日は相談に応じます。

＊雇用期間は年度毎の契約更新あります。

不問

日 厚生ビル管理　株式会社
な　し

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

2人 018-823-4061

不問
607人 秋田県秋田市

平成31年1月21日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010-24476281

℡ 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～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15分～16時45分 就業場所

時給

1人 770円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時00分～18時00分 就業場所

2ページ中 2ページ

平成30年12月27日発行（平成30年12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

アパート清掃

○秋田市内のアパートの清掃に従事していただきます。
・ハウスクリーニング（キッチン、床、トイレ、水回りの清掃）作
業
＊移動には社有車又は自家用車（ガソリン代別途支給）を
　使用します。
＊就業時間は状況により変動する場合あり
＊経験者優遇　未経験者の方　歓迎します

雇用・労災・健康・厚生
05010-24465481

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ホームクリニック　秋田営
業所毎　週
秋田県秋田市泉字登木２２７－２　ソ
ルナビル２Ｆ

8人 018-863-9998

5人 022-782-0881

不問

不問
20人 秋田県秋田市

95人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
04010-86003681

倉庫内での品揃え・商
品整理［秋田市］

倉庫内での商品搬入、搬出、商品管理
注文リストまたは納品伝票を見ながらスーパ等の店舗毎に商
品を品揃え


＊年度毎契約更新

不問

日他 株式会社　カネタ・ツーワン
毎　週

宮城県仙台市若林区卸町３丁目８－
１

　　　　●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２７日　社会福祉法人　秋田聖徳会【栄養士、介護職員】
　２．　１２月２８日　池田ライフサポート＆システム　株式会社【訪問看護師】
　３．　　１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、栄養士】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　４．　　１月　７日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ショートステイ介護職員、栄養士】
　５．　　１月　８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　９日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　７．　　１月１０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】
　８．　　１月１１日　池田ライフサポート＆システム　株式会社【訪問看護師】
　９．　　1月１５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！！
１０．　　１月１６日　社会福祉法人　秋田聖徳会【栄養士、介護職員】
１１．　　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！！

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 1,425円～1,475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 1,000円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 1,298円～1,298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

3人 810円～810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50分～16時20分 就業場所
(2)12時00分～18時30分
(3)14時40分～21時10分

時給

2人 810円～810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50分～16時20分 就業場所
(2)12時00分～18時30分
(3)14時40分～21時10分

その他

1人 1,250円～1,600円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

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)17時00分～22時00分 就業場所

時給

3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 18歳以上 (1)17時00分～22時30分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～12時00分 就業場所
(2) 9時00分～15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) 6時30分～ 9時30分 就業場所

7人 018-853-6901

不問
192人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010-24535681

労災
05010-24493181

特別支援学校スクール
バス添乗業務

○スクールバス登校便における添乗介護業務に従事してい
ただきます。
・シートベルト着用の介助、車いすのリフト乗降補助など
・１台のバスに運転士と２名の添乗スタッフで登校中の車内
の安全を確保する。
＊運行前準備、運行後の車内清掃。
＊児童生徒は１４～１５名
※雇用期間終了後は、原則１年更新です。

不問

土日祝他 秋田中央トランスポート　株式会社
毎　週

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－６

な　し
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

1人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

1,600人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-24503581

マンション管理員

○「トーカンマンション千秋城下町」管理清掃業務に従事
　していただきます。

・受付巡回、居住者対応、清掃
・除雪、緊急対応他


不問

日祝他 株式会社　友愛ビルサービス

レストランサービス係

○当ホテルレストランのサービス係を担当していただきま
　す。
・オーダー受付
・お客様の接客案内
・料理の配膳、片づけ　等
＊６ヶ月毎の契約更新になります。
＊休日は相談に応じます。
※働き方改革関連認定企業　男女イキイキ職場宣言事業所
【土日勤務できる方　歓迎します】

不問

他 日本ビューホテル株式会社　秋田
ビューホテル毎　週
秋田県秋田市中通２丁目６－１

280人 018-832-0038

不問

27人 018-866-9822

不問
110人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24543981

6ヶ月
労災

05010-24514881

調理補助（かまくらの
郷）

・野菜を切ったり、サラダを盛り付けたり、調理の補助をお願
いします。

不問

他 秋田水産　株式会社　かまくらの郷
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目１３－１

秋田県秋田市南通みその町３－１５

8人 018-834-6461

1,590人 秋田県秋田市

・介護職員初任者
研修修了又はホー
ムヘルパー２級以
上
　（介護福祉士あれ
ば尚可）
・普通自動車免許

3,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-24513781

ホームヘルパー（南通）

〇生活援助・身体介護の在宅訪問介護サービスに従事して
いただきます。

※就業日数や勤務時間は相談に応じます

※マイカー使用（ガソリン代支給）

※６か月毎の契約更新あり

他 社会医療法人　明和会
その他

家電販売スタッフ

○店頭にて家電販売スタッフとして従事していただきます。
・未経験の方でも先輩スタッフが親切丁寧にサポートしますの
で、安心して応募ください。 不問

他 株式会社　デンコードーケーズデンキ
秋田中央本店毎　週
秋田県秋田市八橋南１丁目３－２５

58人 018-883-0710

不問

58人 018-883-0710

不問
3,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-24515281

平成31年1月15日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010-24507281

レジ業務

○持ち帰り商品、配送商品等のレジ業務に従事していただき
ます。
・未経験の方でも先輩スタッフが親切丁寧にサポートしますの
で、安心して応募ください。

不問

他 株式会社　デンコードーケーズデンキ
秋田中央本店毎　週
秋田県秋田市八橋南１丁目３－２５

毎　週
秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４－２
６

36人 018-888-2000

不問
36人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24520481

実験補助（非常勤職
員）


　○　実験補助業務に従事していただきます。

　・　試薬、試料などの調整
　・　分析機器などの操作
　・　機器洗浄
　・　その他付随する業務

不問

土日祝 秋田県総合食品研究センター

一般事務【図面作成】

○一般住宅の上下水道図面作成（下書きあり）
・申請書類作成、パソコン操作等
＊事務作業、電話応対はありません。
＊場合により図面届出業務あり社有車使用（ＡＴ、ＭＴ車）
＊尚、詳しい内容等をお聞きになりたい場合は、電話にて問
い合わせください。
ＣＡＤ操作できる方尚可（経験なくてもパソコン操作が可能で
あれば可）
水道工事店事務経験者歓迎

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ウォーター・エアライフ
毎　週

秋田県秋田市新屋栗田町２－１５

4人 018-888-8880

不問
314人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-24524181

看護師免許または
准看護師免許

日他 株式会社　虹の街　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市牛島西１丁目３－８

42人 018-831-5652

平成30年12月28日発行（平成30年12月27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・准看護師
（パート）

【訪問入浴】
・訪問入浴サービスの入浴介助
・バイタルチェック
・記録の記入
・３人で１チーム
・１日平均６軒の訪問

※【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

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 18歳以上 (1)20時00分～ 3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)13時30分～18時00分 就業場所
(2)13時30分～20時00分6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-24502981

≪急募≫給食食器洗
浄員（午後）

○「中通リハビリテーション病院」での給食食器洗浄業務全
　般を担当していただきます。
＊午後のみの勤務です。
（１）１３：３０～１８：００
（２）１３：３０～２０：００
　上記時間帯を週代わりで勤務していただきます
＊６ヶ月毎の契約更新あります。
＊制服貸与します。

不問

他 社会医療法人　明和会　中通リハビ
リテーション病院その他
秋田県秋田市中通６丁目１－５８

270人 018-833-1131

不問

普通自動車免許を
取得してから３年以
上

0人 秋田県秋田市

1,591人 秋田県秋田市

05010-24506881

普通自動車免許１
種（２種あれば尚
良）

日祝 代行一番
な　し

秋田県秋田市泉北３丁目１２－８

0人 090-7931-4834

2ページ中 2ページ

平成30年12月28日発行（平成30年12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

代行運転手【急募】

○運転代行業務
・お酒を飲まれたお客様の自宅まで、自動車運転を代行し
　送る業務。
・随送車の運転業務

＊安全運転ができる方
＊中高年の方も活躍できる職場です
＊詳細は面接時説明します

　　　　●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２８日　池田ライフサポート＆システム　株式会社【訪問看護師】
　２．　　１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、栄養士】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　３．　　１月　７日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ショートステイ介護職員、栄養士】
　４．　　１月　８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】
　５．　　１月　９日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　６．　　１月１０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】
　７．　　１月１１日　池田ライフサポート＆システム　株式会社【訪問看護師】
　８．　　1月１５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】
１０．　　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！！
１１．　　１月１８日　社会福祉法人　幸楽会【介護員、訪問介護員】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



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～1,500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)14時15分～18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
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～12時00分 就業場所
(2)14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

雇用期間の定めなし 不問 (1)22時00分～ 7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
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～13時00分 就業場所
(2)15時00分～20時00分

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時15分 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

8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 64歳以下 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 880円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～16時30分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

0人 03-3294-0511

＊営業経験
＊パソコンの基本
操作（ワード・エク
セル・メール程度）

5人 秋田県秋田市
3ヶ月

労災
13010-63200182

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

15050- 5406381

営業（商社）／秋田営
業所

＊当社は大手上場電子関連企業様を主な取引先とする、創
業
　７０年の歴史ある神田の商社です。
＊化学薬品をはじめ取扱製品は多岐にわたります。
＊環境事業や資源循環型商品の拡販やオリジナル製品（半
導
　体メーカーのクリーンルーム用の消耗品・備品等）の販売
　もしております。
・営業エリア：おもに秋田県内（１日約７件前後）
・基本ルート営業であるが新規開拓もあります。

普通自動車免許

土日祝他 株式会社　河辺商会
毎　週

東京都千代田区神田錦町１丁目１３

その他
新潟県柏崎市駅前１丁目３－１

5人 0257-23-5068

不問
5,000人 秋田県秋田市

12人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24596481

菓子・食品のプロモー
ションスタッフ（由利本
庄市・秋田市）

○スーパーや小売店・ドラッグストアを定期的に訪問し、商品
の紹介、受注活動、販売促進資材の設置、商品の陳列や試
食販売等を行う営業のお仕事です。

○ご自身の車で訪問活動をしていただきます。

※訪問エリア：下記で募集します。
　○由利本庄市、秋田市及び周辺エリア　１名

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ブルボン

販売

○「食器のさかいだ」店舗１、２階でのお仕事です。
・接客、販売
・レジ業務

＊就業時間や日数等は相談に応じます。

＊学生アルバイト可

不問

他 株式会社　境田商事
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目１－２１　サ
カイダビル３Ｆ

8人 018-834-3604

不問

75人 018-864-0621

不問
105人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24564281

平成31年1月15日～平
成32年3月31日 雇用・労災

05010-24605081

レジ業務

○食品スーパー店舗にてレジ業務に従事していただきます。
・レジ業務（バーコードタイプ）
・レジ回りの環境整備（清掃など）
・商品補充補助、
・その他、付随する業務
＊土・日・祝日勤務が可能な方（毎週でなくても可）
＊セミセルフですので金銭トラブルがありません。
　操作も簡単です。
※　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

他 株式会社　ドジャース商事
その他

秋田県秋田市山王臨海町４－３７

毎　週
秋田県秋田市広面字樋ノ下２５－２
コーポ伊藤　５号

6人 018-893-6881

パソコン操作経験
（ワード、エクセル）

12人 秋田県秋田市

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

05010-24557181

事務員

○事務員としての仕事に従事していただきます。
・介護請求事務
・電話応対
・給与計算
・その他付随する業務

＊パソコン操作あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 企業組合　やまびこケアセンター

事務系スタッフ

医事課医療サービス室において次の業務に従事していただ
きます。
・緩和ケアセンターの運営に関する業務
（院内会議・研究会等の実施準備、データ集計、電話応対）
・その他、緩和ケアセンター及び医療サービス室に関する庶
務

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

950人 018-884-6010

ワード、エクセルによ
る資料作成、パワー
ポイントによるポス
ター作成などパソコン
を使用できる方

0人 080-6019-5964

不問
24人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24562781

雇用・労災
05010-24560581

サービス管理責任者
【パート】（障がい者グ
ループホーム）

★秋田初！保護犬・猫と暮らす障がい者グループホーム
　オープニングスタッフ募集
・入居者様の将来的自立を目指し、一人ひとりの課題解決、
目標達成に向け、支援計画を作成し、サポートの実行、マネ
ジメント等を行って頂きます。
・社用車（ＡＴ）を使用して外出業務あり。

＊犬や猫と暮らし、楽しい居場所づくりをスタッフみんなで目
指しましょう！

サービス管理責任
者研修修了者
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ＳＢ２企画
毎　週

秋田県秋田市茨島４丁目８－３０

その他
秋田県秋田市茨島４丁目８－３０

0人 080-6019-5964

不問
24人 秋田県秋田市

24人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24559381

夜間専従スタッフ（障が
い者グループホーム）

★秋田初！保護犬・猫と暮らす障がい者グループホーム　
　オープニングスタッフ募集！
・戸締りや火の確認、お風呂の確認を行って入居者様の就寝
をサポート。
・たまに仕事の悩み、暮らしの悩み相談を受けていただきま
す。
・朝は朝食作り、起床サポート、一緒にゴミ出し、犬の朝ごは
ん、散歩。そして元気に行ってらっしゃいと送り出します
＊社用車（ＡＴ）を使用して外出業務あり。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ＳＢ２企画

世話人（障がい者グ
ループホーム）

★秋田初！保護犬・猫と暮らす障がい者グループホーム
　オープニングスタッフ募集
・入居者様の自立を目指して、料理・洗濯・掃除・ルール等を
覚えていき、一緒にやっていく。全部やるのではなく、できるこ
とを一つでも増やしていく、そんなお仕事です。
・時には利用者様のお悩み相談も。
・ペットのお散歩もあります。
・社用車（ＡＴ）を使用して外出業務あり。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ＳＢ２企画
毎　週

秋田県秋田市茨島４丁目８－３０

0人 080-6019-5964

不問

不問
8人 秋田県秋田市

労災
05010-24583381

歯科衛生士免許

木土日祝他 柏木歯科
毎　週

秋田県秋田市広面字土手下４１－１

8人 018-832-9162

1月4日発行（平成30年12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

歯科衛生士

○歯科衛生士業務　等
　歯科診療補助、口腔衛生管理、受付業務を担当していただ
きます。

＊残業（時間外）は無いようにします。
＊ユニホーム、シューズ貸与
＊ホームページを参考にして下さい。

℡ 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～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) 8時00分～13時00分 就業場所
(2)13時30分～18時30分
(3) 9時30分～18時30分

時給

3人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～ 9時00分 就業場所
(2)17時00分～19時00分

時給

1人 810円～810円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 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)10時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)16時00分～18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

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～11時30分 就業場所
(2) 7時00分～15時30分
(3) 7時00分～16時30分

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

雇用・労災
05010-24585981

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－２１　サ
カイダビル３Ｆ

4人 018-834-3604

不問
12人 秋田県秋田市

49人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-24584681

洗い場及びレジ業務
（ティールーム陶）

○「ティールーム陶」にて洗い場やレジ業務を担当していただ
きます。
・手洗い作業による食器の洗浄
・レジ業務

＊就業時間や日数等は相談に応じます。

＊学生アルバイト可

不問

他 株式会社　境田商事

清掃業務（秋田回生会
病院）

○秋田回生会病院での清掃業務に従事していただきます。
・共有部分の日常的な清掃業務全般
・掃除機やモップ等を用いてのホールや廊下の掃除
・トイレの清掃
・階段の手すり、洗面所等タオルでの拭き掃除

＊制服（上衣）は貸与

不問

日他 秋田総合ビル管理　株式会社
な　し

秋田県秋田市豊岩小山字狐森３２３
－２

4人 018-853-1323

不問

2人 018-823-4061

不問
607人 秋田県秋田市

平成31年1月21日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010-24579481

～平成31年3月31日
労災

05010-24546781

清掃員（秋田市御所
野・午後）

○建物内の日常清掃業務を担当していただきます。
・居室内床面、トイレ、洗面台等の清掃
・通路等の清掃

＊採用開始日は相談に応じます。

＊雇用期間は年度毎の契約更新あります。

不問

日 厚生ビル管理　株式会社
な　し

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

な　し
秋田県秋田市卸町４丁目９番２号

1人 018-866-3131

不問
216人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24565181

清掃≪急募≫

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


【出勤日数は相談可（週１日～６日）】

不問

日他 ＡＬＳＯＫ秋田管財　株式会社

調理補助「旨いもんや
清野
太郎」

○旨いもんや清野太郎において、調理補助他の業務に従事
し
ていただきます。
・調理補助（仕込み、盛り付け等）
・接客、オーダー、テーブル片づけ
・料理の提供
・レジ
・清掃
・その他、他付随する業務

不問

日祝他 せいのフード　株式会社
隔　週

秋田県秋田市山王４丁目６－２０　合
同ビル１Ｆ

4人 018-874-9623

不問

24人 018-825-9100

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24558081

平成31年1月7日～平
成32年3月31日 雇用・労災

05010-24598881

看護助手

○内科・胃腸科・外科・肛門科・糖尿病科診療所における内
視鏡を中心とした看護業務補助および内視鏡の洗浄

　　　　　　　　　　　　　　　　

※就業時間は８：３０～１７：４５の間の８時間以内です。
※労働時間は応相談。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

不問

他 医療法人　工藤胃腸内科クリニック
毎　週

秋田県秋田市中通１丁目３番５号
秋田キャッスルホテル２階

毎　週
秋田県秋田市広面字樋ノ下２５－２
コーポ伊藤　５号

6人 018-893-6881

不問
12人 秋田県秋田市

95人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010-24593681

介護職員

○デイサービス利用者に対する介護業務全般を行っていた
だきます。
・入浴、排泄、食事、身の回り等の介助
・送迎
・その他付随する業務

＊平成３１年１月に開始するデイサービスです。


普通自動車免許　ＡＴ
限定可
ヘルパー２級、介護
福祉士等あれば尚可

火他 企業組合　やまびこケアセンター

介護職員【パート】

○法人内各施設においての介護業務に従事して頂きます。
・移動、食事介助、後片付け等
・その他付随する業務

【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度取得事業所


不問

土日他 社会福祉法人　新秋会
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目１１－
５

19人 018-816-0377

不問

不問
81人 秋田県潟上市

12ヶ月
雇用・労災

05010-24587481

不問

他 社会福祉法人　ふたあら福祉会
毎　週

秋田県潟上市飯田川下虻川字上谷
地１６８－１

81人 018-877-7077

2ページ中 2ページ

1月4日発行（平成30年12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

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
・その他、付随する業務

＊入居者（短期入所含む）９０名に対し、３９名の介護職員で
対応。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


