
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～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～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分

時給

1人 900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

時給

1人 1,147円～1,147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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給（時給換算）

2人 933円～933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～17時15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 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～12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
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～13時00分 就業場所
(2) 6時00分～11時30分
(3)15時00分～21時30分

時給

1人 800円～890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00分 就業場所
(2)10時00分～18時00分
(3)14時00分～20時00分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所

3人 018-863-6696

不問
3人 秋田県秋田市

労災
05010- 2294291

～平成31年8月31日
労災

04010- 8983391

調理補助及びホール接
客

○調理補助業務及びホール接客業務全般に従事していただ
き
　ます。
・野菜のカット、盛り付け
・注文取り、配膳
・下膳、食器及び調理器具の洗浄

＊週１日～２日働ける方を希望（曜日は相談します）

不問

他 そば処　風月
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目６－２０合
同ビル１Ｆ

毎　週
宮城県仙台市宮城野区榴岡１丁目６
－３７　ＴＭ仙台ビル３階

6人 022-385-6601

不問
8,000人 秋田県秋田市

120人 秋田県秋田市

労災
05010- 2382891

（請）調理補助及び洗
浄［秋田市］

就業場所において食事の盛り付け、配膳、食器洗浄、後片付
け、清掃等の業務。


＊１年毎の契約更新（９／１基準日）

不問

他 日本ゼネラルフード　株式会社　東北
営業所

館内清掃

○館内のトイレや浴場・脱衣所などの清掃業務に従事してい
ただきます。
・別館「温泉センターりらっくす」での清掃もあります。
・女子浴場の清掃もあります。
＊就業時間（１）～（３）の交替制

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　秋田温泉さとみ
毎　週

秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

120人 018-833-7171

不問

5人 018-824-3161

不問
5人 秋田県秋田市

平成31年3月1日～平
成31年8月31日 雇用・労災

05010- 2316891

雇用・労災
05010- 2307791

看護補助

○看護補助業務に従事していただきます。
・診察補助
・患者さんの誘導
・院内清掃
・物品整理
・その他付随する業務


不問

日祝他 片岡内科医院
その他

秋田県秋田市泉南三丁目１７－１７

秋田県秋田市新屋沖田町７－２

21人 018-828-0008

21人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護福祉士または
介護職員初任者研
修（旧ヘルパー２
級）以上あれば尚
可

2,532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- 2328091

介護職員「ショートステ
イあらや」≪急募≫

・お客様への食事、排泄、入浴介助等の介護業務全般
・技能訓練やレクレーションの実施、並びにサービス提供記
録の記入
・送迎（ワゴン車または乗用車：社用車はＡＴ車）
・施設内清掃

＊現在の入所者は３５名程度です
＊急な退職者ありの為
＊未経験の方の応募、歓迎します。


他 株式会社　ももさだ
その他

新屋ガラス工房販売担
当　　　（嘱託）

○新屋ガラス工房販売・展示業務に従事していただきます。

【主な仕事内容】
・ショップの販売・展示、レジシステム操作
・在庫管理
・その他、付随する業務
＊仕事の内容は慣れるまで教えます。
＊雇用期間：１年以内、年度毎の更新審査あり（最長５年）

不問

火他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

20人 018-888-5429

販売やレジシステ
ム操作の経験があ
る方

3人 018-845-2122

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2314491

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- 2301191

販売、品出し、レジ

○作業服、作業用品等の販売に従事していただきます。
・接客、レジ
・品出し
・商品の整理
・その他付随する業務

不問

他 ワークマン秋田臨海店
毎　週

秋田県秋田市寺内神屋敷１９－３

毎　週
秋田県秋田市飯島文京町１番１号

117人 018-847-6006

＊ワード及びエクセ
ルを使用できること

117人 秋田県秋田市

48人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
14040- 2326591

事務補佐員


　○　卒業・成績証明書の発行等。
　○　出席簿の管理に関する業務。
　○　大学からの編入学生募集要項等に関する業務。
　○　教務係の窓口及び電話等の対応。

　　などに従事していただきます。



不問

土日祝他 秋田工業高等専門学校

一般事務
（秋田工場／アルバイ
ト）

【受注に係る一般事務】
製造に関する受注等の事務処理
資材手配の補助
外出業務（近隣への納品）
◆簡単なＰＣ作業、電話、メール対応がほとんどです。
　最初は先輩達がしっかりと業務を教えてくれるので、多少の
事務経験があれば問題なく出来ます。皆、すぐに打ち解けら
れる職場です。
◆業務拡大に伴う増員募集◆

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水日他 株式会社　土佐製作　【画像情報あ
り】毎　週
神奈川県川崎市幸区塚越３丁目３８
０番地

39人 044-555-7111

事務経験
ＰＣ基本操作（主に
エクセル）

歯科医院勤務経験
者

3人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2441691

歯科衛生士

木祝他 いずみ歯科クリニック
毎　週

秋田県秋田市泉中央二丁目１４－６
ノーベル泉１Ｆ

3人 018-866-8246

平成31年2月5日発行（平成31年2月4日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

歯科衛生士

○歯科医院での歯科衛生士業務に従事していただきます。
・歯科衛生士業務
・診療アシスタント
・口腔衛生実施指導
・医療器具の消毒
・診療所内の清掃・整理

＊週３日の勤務です。
　週４日勤務希望者も相談に応じます。

℡ 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 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 18歳以上 (1)19時30分～23時30分 就業場所

月給（時給換算）

1人 991円～991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

月給（時給換算）

4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

月給（時給換算）

2人 887円～887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)16時30分～ 8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) 7時40分～ 9時40分 就業場所
(2)13時40分～15時40分
(3)12時40分～14時40分

40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

05010- 2334191

幼稚園バス運転手

○幼稚園のバス運転業務に従事していただきます。
・園児の送迎
・バスの管理
・掃除、雪よせ等
・その他、付随する業務

大型自動車免許

土日祝他 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

20人 018-828-2119

不問

43人 018-828-5508

不問
2,532人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2306491

～平成31年3月31日
雇用・公災・健康・厚生

05010- 2364791

動物園内の夜間警備

○動物園内の夜間警備

・園内巡回（１８：００と６：００）
・電話問い合わせや来園者への対応
・警報盤等に異常が発生した場合の連絡

不問

他 秋田市大森山動物園
その他

秋田県秋田市浜田字潟端１５４番地

な　し
秋田県秋田市山王１丁目１－１

2人 018-888-5429

不問
3,360人 秋田県秋田市

476人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2303391

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

調理および清掃業務
（秋田銀行旭南男子独
身寮）（住込）

１、入寮者への朝食、夕食の提供のための調理や洗い物
２、食堂、廊下、浴室、建物外周等館内外の清掃

＊住み込み居室等は、同時提出している「求人番号０５０１０
－２３００５９１」と同じ部屋を使用するため、２名１組で応募し
てください。

不問

土日祝 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

2人 018-862-3251

不問

不問
140人 秋田県秋田市

労災
05010- 2383291

不問

他 株式会社　秋田温泉さとみ
その他

秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

2人 018-833-7171

2ページ中 2ページ

平成31年2月5日発行（平成31年2月4日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

２次会場スタッフ

＊館内２次会場（フィフティーズカフェ）で接客担当
・開店準備
・予約のセッティング
・ドリンク、軽食作り
・カラオケのセット等
・後片付けまでの仕事になります。

　　　　●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．　２月　５日　西武　秋田店　【化粧品販売】
　２．　２月　６日　あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱秋田支店【ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ・ﾌﾟﾛ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ社員（営業）】
　３．　２月　７日　大東建託㈱秋田支店【建築営業課員、技術職（設計、工事）】
　４．　２月　８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　５．　２月１２日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護員】
　６．　２月１３日　㈱全建【大型ウイング乗務員、大型平ボデー乗務員　他】
　７．　２月１４日　㈱プレステージ・インターナショナル【受付ｽﾀｯﾌ、ﾘｰﾀﾞｰ候補、経理担当、保育士　他】
　８．　２月１５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】
　９．　２月１８日　㈱りんどうの里・湯の越の里㈱【介護職員】
１０．　２月１９日　㈱虹の街【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！！
１１．　２月２０日　あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱秋田支店【ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ・ﾌﾟﾛ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ社員（営業）】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)15時00分～18時00分 就業場所
(2)18時00分～20時00分

日給（時給換算）

2人 1,991円～2,028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30分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,700円～1,867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30分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,991円～2,028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30分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,991円～2,028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30分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,121円～1,266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30分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,991円～2,028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30分 就業場所

日給（時給換算）

2人 1,094円～1,250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30分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,644円～1,818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30分 就業場所

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 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2511591

隔　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１番６２号

23人 018-828-5701

不問
23人 秋田県秋田市

546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- 2626191

一般事務および品質管
理

○下記の業務を担当していただきます。
＜製品管理＞
　・工場で生産される製品の品質管理（専用の検査機を使用します）
　・手書きでの記録、清掃
＜一般事務＞
　・電話応対、来客対応
　・伝票作成、発行
　・銀行等への外出業務（ＡＴ社有車使用）
＊更新は６ヶ月毎の予定

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 富士製粉産業　株式会社

主任労災・労働保険専
門員（労災補償課）

○労働者災害補償保険法に定める給付全般（第三者行為災害を含
む）についての業務を行います。
・求償権（被災者：労災保険給付請求人に代わって相手方に損害賠
償請求をする権利）の行使を差し控える事案についての専門的調
査、受付及び相談等に関すること
・求償権行使の事案に関すること（被災者・相手方の過失割合の調
査、請求金額の算出、交通事故等の場合には保険会社との事前協
議など）
・債権発生通知書の受付及び納入告知書の送付業務等に関するこ
と

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

16人 018-862-6681

＊労災保険制度の知
識を有していること
＊民事損害賠償に関
する知識を有してい
ること

37人 018-862-6681

・パソコン操作
（ワード・エクセル）

546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- 2621491

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- 2562591

労災・労働保険調査員

・労災保険給付等にかかる調査事務補助、電話・窓口対応
　業務。
・パソコンを使用しての各種資料・リスト作成、データ入
　力等。
・各種書類の点検・整理、受付発送業務　等

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１－３

42人 018-862-6681

ワード、エクセルの操
作必須
障害者の就労支援に
対し、深い知識・経験
を有する方

546人 秋田県秋田市

546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- 2560891

事業所専門相談員（就
職支援コーディネー
ター）

・職場実習受入候補事業所に関する情報収集・実習協力依頼、地域
の就労支援機関等に対する職場実習受入候補事業所の情報提供
等の実施
・雇用移行推進連絡会議の運営に係る業務の実施
・就労支援機関等からの依頼に基づく、職場実習実施のための職場
実習受入事業所・就労支援機関等との連絡・調整等、職場実習のた
めの合同面接会・バスツアーに係る業務の実施
・就労支援機関、特別支援学校、医療機関等への就労支援セミ
ナー、事業所見学会に係る業務の実施
・障害者就労アドバイザーの派遣に関する業務の実施
・その他、福祉、教育、医療から雇用への移行推進事業等

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田労働局

一般相談員（職業相談
員）

・農林漁業の就職促進に必要な情報の収集、とりまとめ補助、安定
所への情報提供。農林漁業関係の労働市場の分析補助。
・農林漁業関係の簡易な求人開拓。農林漁業のための就職ガイダン
ス及び農林漁業合同面接会の実施補助。
・都道府県農林漁業就業・離農等対策連絡協議会、林業雇用改善
等推進会議の実施補助。
・農林業職場定着支援事業との連携補助。好事例等の収集補助、
安定所への情報提供。
・農林漁業事業者が利用できる各種支援制度のとりまとめ補助及び
安定所への情報提供。助成金業務補助等

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田労働局
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－３

42人 018-862-6681

ワード、エクセルの
操作必須

018-862-6681

546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- 2558691

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- 2555191

需給調整事業専門相
談員

・労働者派遣法及び職業安定法に係る労働者、派遣先及び
事業主等からの相談に対し、必要な助言及び援助、その他
必要な対応を行う。

・労働者派遣法及び職業安定法に基づき労働局職員が行う
事業主等への指導監督業務の補助。

・上記の他、労働局が実施する労働者派遣法及び職業安定
法　に関する業務の円滑な実施に関すること。

土日祝他 秋田労働局
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－３

42人

事業所専門相談員（事
業主支援アドバイザー）
【人開金】

（１）事業所訪問業務
・職業訓練等を計画的に行う事業主等を直接訪問し、当該事業主等
のニーズに応じた助成金（主に人材開発支援助成金）活用について
アドバイス等に関する業務
・助成金を受給しようとする事業主等を直接訪問し、職業訓練等の
実施状況の確認等適正な支給申請に向けた支援に関する業務。
（２）助成金支給申請支援業務
・助成金の活用に係る事業主等からの相談に応ずるとともに年間職
業能力開発計画や訓練実施計画等の受付・確認、支給事務等の専
門的な支援に関する業務。

土日祝他 秋田労働局
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－３

42人 018-862-6681

546人 秋田県秋田市

33人 018-862-6681

・労働基準監督官とし
て、３年以上の勤務
経験を有する方
・パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

546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- 2547091

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- 2563191

労働基準監督官（非常
勤）

・労働基準関係法令に基づく監督指導
・労働基準監督署における窓口業務（時間外及び休日労働に
関する協定書他各種届出の受付、点検、労働相談など）
・その他、労働基準監督署において必要な業務、事務補助

・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）
・労働基準監督官

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１－３

42人 018-862-6681

ワード、エクセルの操
作必須
企業の雇用管理改善
に関し深い知識と経
験を有する方

546人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市

労災
05010- 2525491

事業所専門相談員（事
業主支援アドバイザー）
【キャリア】

・事業主等を直接訪問し、助成金等の支援策やその活用に当たって
の「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」（以下
「ガイドライン」という）について積極的に働きかけを行い、状況に応じ
て詳細な説明を行う。
・助成金等の支援策の活用を検討する事業主を訪問し、ガイドライン
に沿ったキャリアアップ計画書の作成や計画実施の積極的な支援、
支給申請に係る手続き等の支援を行う。
・助成金等の支援策の活用に係る事業主の相談に応じるとともに、
キャリアアップに係る好事例の収集、支給申請の確認等を行う。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田労働局

歯科衛生士

○ＳＣ（歯の清掃）がメインとなります。
・器具の滅菌、洗浄、片付け、準備、アシスタント
・デンタルエステ（歩合制です）
＊ＩｎＦＣＫ（差歯）等のＳｅｔ、ＴＥＫ（仮歯）はありません。
＊業務についてはひとつひとつ指導します。
＊技術的な心配、ブランクある方も大丈夫です。
＊ＳＣ、ＳＲＰは歯周病科に７年在籍していますので、指導
　の心配は有りません。
＊就業時間及び日数については、相談に応じます。

歯科衛生士免許

月祝他 安倍歯科医院
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目３－２８

7人 018-874-8390

不問

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

ワード、エクセルの操
作必須
人事労務管理、労働
者派遣事業及び職業
紹介事業に関する業
務に深い関心と一定
の理解を有する方

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

ワード、エクセルの操
作必須
効果的な職業訓練の
あり方などに関する
高度な知識・経験を
有する方

平成31年2月6日発行（平成31年2月5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

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（時給換算）

1人 1,786円～1,902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30分 就業場所
(2) 9時30分～17時00分

日給（時給換算）

1人 1,268円～1,431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30分 就業場所

時給

1人 900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

日給（時給換算）

1人 885円～1,009円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時15分～16時00分 就業場所

時給

2人 813円～813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45分～17時15分 就業場所
(2) 8時45分～13時00分
(3)12時45分～17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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～18時00分 就業場所
(2)11時00分～19時30分
(3)13時00分～21時30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) 9時30分～18時00分 就業場所
(2)11時00分～19時30分
(3)13時00分～21時30分

時給

1人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～18時00分 就業場所
(2)13時00分～21時30分
(3)11時00分～19時30分

時給

1人 800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30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分
(3)13時00分～17時00分

時給

4人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～16時00分 就業場所350人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年6月30日 雇用・労災

05010- 2633291

検査助手（一般検査）

○一般検査の補助や準備、洗浄等
・その他付随する業務
 不問

土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

123人 018-831-2011

不問

123人 018-831-2011

不問
350人 秋田県秋田市

平成31年4月8日～平
成31年6月21日 雇用・労災

05010- 2631791

6ヶ月
雇用・労災

05010- 2594891

検査助手（学校保健）

○学童尿検査補助、洗浄等
・その他付随する業務
 不問

土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

毎　週
秋田県秋田市東通８丁目１－４１

9人 018-853-6218

不問
9人 秋田県秋田市

4,568人 秋田県秋田市
～平成31年7月20日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2504191

介護職員【急募】

○デイサービス利用者に対する介護業務
・入浴介助、更衣支援
・余暇活動補助
・利用者送迎（軽自動車使用）等
＊就業日数、勤務曜日は相談に応じます。
＊雇用契約は６ヶ月毎の更新予定です。
＊雇用開始日についてはご相談に応じます。　　　　　　　
＊＊＊＊＊　　　急募　　　＊＊＊＊＊

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 株式会社　ＭＤＦＣ（東通デイサービ
ス）

スポーツサングラス・メ
ガネの販売

○店内「Ｘ‘Ｔｙｌｅ　ｖｉｓｉｏｎ」でスポーツサングラスやカジュアル
メガネを販売、管理する仕事です。
・その他付随する業務

＊１年毎の契約更新（最初は平成３１年７月２０日まで）

※時給は経験値によって決定させて頂きます。

不問

他 ゼビオ　株式会社　スーパースポー
ツゼビオ秋田茨島店毎　週
秋田県秋田市茨島１丁目４－６５

46人 018-863-8001

メガネ、サングラス
の販売経験ある方

46人 018-863-8001

不問
4,568人 秋田県秋田市

～平成31年7月20日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2503591

～平成31年7月20日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2501891

登録販売員

○店内ドラッグストア「ｘｉａｓｉｓ」において登録販売員の仕事に
従事していただきます。
・医薬品・医薬部外品の販売
・化粧品の販売
・商品の品出し、陳列、整理等
・その他、付随する業務
＊１年毎の契約更新（最初は平成３１年７月２０日まで）
※時給は経験値によって決定させていただきます。

登録販売者（もしく
は資格取得見込み
の方）

他 ゼビオ　株式会社　スーパースポー
ツゼビオ秋田茨島店毎　週
秋田県秋田市茨島１丁目４－６５

毎　週
秋田県秋田市茨島１丁目４－６５

46人 018-863-8001

不問
4,568人 秋田県秋田市

10,890人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03040-  734591

スポーツ用品、衣類等
の販売、レジ

○店舗においてスポーツ用品、衣類等の販売業務を担当して
いただきます。
・商品の品出し、陳列、整理
・加工
・その他付随する業務
＊未経験の方にも親切、丁寧に指導いたします。
＊１年毎の契約更新（最初は平成３１年７月２０日まで）
※時給は経験値によって決定させて頂きます。

不問

他 ゼビオ　株式会社　スーパースポー
ツゼビオ秋田茨島店

販売員（泉店）

・商品の発注
・品出し
・接客
・その他店舗営業に関わる付随する業務
※お客様からの質問にお答えしたり、商品の売り場をご案内
することもあります。レジ業務に入ることもあります。

不問

他 株式会社コメリ　東北地区本部
その他

岩手県花巻市空港南１丁目１番地

12人 0198-26-1381

不問

16人 018-862-6681

・労災保険制度の知
識を有していること
・パソコンの操作（各
種データ等入力作
業：ワード、エクセル）

546人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 公災

05010- 2622791

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

14040- 2601091

パートタイム職員（労災
補償課）

○労災年金等定期報告等労災補償事務全般に関する補助
業務　及び当該業務に付随する業務（課内の書類、刊行物等
の編綴、整理等）
○電話の取次ぎ、来客の対応
○課内に係る文書等の収受、発送及び保管の補助に関する
こと
○その他職員の事務補助

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
神奈川県川崎市幸区塚越３丁目３８
０番地

39人 044-555-7111

事務経験
ＰＣ基本操作（主に
エクセル）

48人 秋田県秋田市

546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- 2561291

一般事務
（秋田工場／契約社
員）

【受注に係る一般事務】
製造に関する受注等の事務処理
資材手配の補助
外出業務（近隣への納品）

◆簡単なＰＣ作業、電話、メール対応がほとんどです。
　最初は先輩達がしっかりと業務を教えてくれるので、多少の事務経
験があれば問題なく出来ます。皆、すぐに打ち解けられる職場です。
◆正社員登用制度有◆
◆新規受注に伴う増員募集◆

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月日他 株式会社　土佐製作　【画像情報あ
り】

雇用均等行政特別協
助員

○男女雇用機会均等法、育児、介護休業法、パートタイム労働法、
女性活躍推進法等に係る基本的な相談対応。
○女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画
の策定援助。
○その他、相談件数の集計等のパソコン入力作業があります。
・パソコン入力（エクセル、ワードを使用）
※任期（雇用期間）の更新は、勤務実績、勤務態度、能力及び従事
する事業の予算の状況等により判断します。また、更新の際、任用
条件が変更となる場合があります。

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

26人 018-862-6681

不問

パソコン入力（エク
セル、ワードを使
用）
人事労務経験があ
れば尚可

546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- 2559991

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
社会保険労務士資
格あれば尚可

土日祝他 秋田労働局
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－３

26人 018-862-6681
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平成31年2月6日発行（平成31年2月5日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

雇用均等指導員

○男女雇用機会均等法、育児、介護休業法、パートタイム労
働法、女性活躍推進法等についての相談対応（事業所、労働
者）及び県内企業に対しての報告徴収。
○女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法に基づく行
動計画の策定援助。
○個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく相
談対応。
○県内の事業所への出張があります。出張は官用車を使
用。



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 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～15時00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) 8時30分～15時15分 就業場所

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

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)10時00分～14時30分 就業場所
(2)12時00分～17時30分

時給

1人 770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)10時00分～16時00分 就業場所
(2)11時00分～17時00分
(3)17時00分～22時00分

時給

1人 770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～14時00分 就業場所
(2)16時00分～22時00分
(3)15時00分～21時00分

時給

4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～20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 18歳以上 (1) 4時00分～ 8時00分 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30分～15時00分 就業場所

時給

1人 801円～851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～14時00分 就業場所
(2) 8時00分～15時00分

135人 0185-22-6300

不問
505人 秋田県南秋田郡井川町

3ヶ月
雇用・労災

05011-  247991

雇用・労災
05010- 2620991

惣菜係（井川店）

○総菜コーナーの業務全般を担当します。
・揚げ物、寿司の製造　　　　　　　　　　　　
・パック詰め
・陳列ほか
※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

その他
秋田県潟上市昭和大久保字片田千
刈田２６

27人 018-877-2054

不問
27人 秋田県潟上市

20人 秋田県秋田市

労災
05010- 2517491

佃煮製造補助（パート）

○佃煮製造に伴う補助作業をしていただきます。
・製品の計量、パック作業および調理場の清掃
・原材料の異物選別、製品箱詰め、調理補助
・９～１１月は八郎潟産の生わかさぎを選別します。
・稀れに販売促進のために社外で店頭販売することがありま
す。
※佃煮製造に伴う補助作業のため、協調性が求められます。
また、「食」に興味のある方、歓迎します。

不問

日他 佐藤食品　株式会社

食肉パック詰め及びス
ライス作業（４：００～８：
００）

○牛肉、豚肉、鶏肉のパック詰め及び清掃作業等を担当して
　いただきます。

＊週の労働日数は相談に応じます。

＊Ｗワーク希望の方も歓迎します。


不問

他 有限会社　石行商店
毎　週

秋田県秋田市土崎港東４丁目６－２
０

20人 018-868-2929

不問

6人 03-3294-1990

不問
300人 東京都千代田区

6ヶ月
労災

13010-17392191

12ヶ月
雇用・労災

05010- 2646691

〔契約〕ゲームコーナー
スタッフ／秋田市

接客、清掃、集金、景品補充、その他運営管理全般

不問

他 株式会社　友栄
毎　週

東京都千代田区神田猿楽町２－６－
７

毎　週
秋田県潟上市天王字江川上谷地１０
９－２

34人 018-878-9877

不問
62人 秋田県潟上市

62人 秋田県潟上市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 2648491

フロント係

○日帰り入浴施設「天王温泉くらら」で受付・フロント業務全般
に従事していただきます。
・温泉来館者（券売機で入浴券を購入した来館者）受付
・売店・宴会の会計（レジ操作含む）
・岩盤浴、カラオケボックス予約状況確認後に受付
・開店の準備、閉店の片付け業務

不問

他 天王グリーンランド　株式会社

ホール係（レストランくら
ら）

○レストランくららにおいて、ホール業務に従事していただ
　きます。
・料理や飲み物の配膳、下膳
・テーブルの片づけ
・レジ業務
・ホール清掃
・宴会がある場合は、料理付、片付け等あります。

＊就業時間：シフトによる交替制

不問

他 天王グリーンランド　株式会社
毎　週

秋田県潟上市天王字江川上谷地１０
９－２

34人 018-878-9877

不問

3人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2538191

12ヶ月
雇用・労災

13010-18207091

カフェスタッフ

○西武秋田店内のカフェ店業務全般
・軽食類、飲物類の調理提供
・食器類の洗い物、清掃全般
・レジ、精算等会計業務
・その他、付随する業務全般

不問

他 株式会社　友愛ビルサービス
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

毎　週
東京都千代田区大手町２－６－２

10人 03-6734-1280

不問
990人 秋田県秋田市

2,300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- 2582691

調理補助／企業内保
育園／秋田市

秋田市にあるＪＲ東日本の企業内保育園です。
・定員１０名と小規模なお預かりからのスタートをしていま
　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

調理師もしくは栄養
士

他 株式会社パソナフォスター

機動隊調理・配膳業務

○調理・配膳業務に従事していただきます。
＊５０食程度を４人体制で調理します。
＊その他、献立・食材発注等にも携わっていただきます。
＊調理師の補助的業務

※採用日は平成３１年４月１日を予定
※雇用期間は年度毎の更新の可能性あり。

不問

土日祝 秋田県警察本部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番５号

60人 018-863-1111

不問

不問
316人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010- 2537591

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

60人 018-886-3256

平成31年2月6日発行（平成31年2月5日受付分)　Ｎｏ．３
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

技能員

○技能員として勤務していただきます。
【仕事内容詳細】
・利用者の衣類等の洗濯
・施設内の清掃
・送迎の為、リフト車の運転（ニッサンキャラバンＡＴ車）
・その他付随する業務
・経験がなくても指導します。

℡ 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。



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 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 18歳以上 (1)20時30分～ 1時30分 就業場所
平成31年3月1日～

労災
05010- 2507691

代行運転手（１種）

○代行伴走車（１５００ｃｃ・ＡＴ車）の運転。

※自動車運転二種免許をお持ちの方は、お客様の車の運転
も　あります。　　　
※初めての方も歓迎します。
※就業場所は主に秋田市内となります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（普通自動車二種
免許あれば尚可）

他 未来代行
毎　週

秋田県秋田市新屋松美ガ丘東町９
－３２

4人 090-4631-4023

不問

不問
100人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

平成31年3月20日～平
成31年9月20日 雇用・労災

05010- 2628391

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 ダイシャリン広面店
その他

秋田県秋田市東通３－１－１

3人 018-837-0075

4ページ中 4ページ

平成31年2月6日発行（平成31年2月5日受付分)　Ｎｏ．４
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

整備・配達（短期アルバ
イト）

○簡単な自転車の整備・修理・配達を行っていただきます。
・自転車のタイヤのパンク修理、交換
・お客様が購入された自転車の配達
（主に秋田市内若しくは近郊）＊１日５～６件程度
・その他、付随する業務
＊自転車の整備・修理については、初心者の方には丁寧に
指　導いたします。
＊配達には軽トラを使用します。（ＭＴ車）

　　　　●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．　２月　６日　あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱秋田支店【ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ・ﾌﾟﾛ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ社員（営業）】
　２．　２月　７日　大東建託㈱秋田支店【建築営業課員、技術職（設計、工事）】
　３．　２月　８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！！
　４．　２月１２日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護員】
　５．　２月１３日　㈱全建【大型ウイング乗務員、大型平ボデー乗務員　他】
　６．　２月１４日　㈱プレステージ・インターナショナル【受付ｽﾀｯﾌ、ﾘｰﾀﾞｰ候補、経理担当、保育士　他】
　７．　２月１５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】
　８．　２月１８日　㈱りんどうの里・湯の越の里㈱【介護職員】
　９．　２月１９日　㈱虹の街【介護員、機能訓練指導員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
１０．　２月２０日　あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱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）】
１１．

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 2,300円～2,600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 1,370円～1,370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～13時00分 就業場所
(2) 8時30分～15時00分

日給（時給換算）

1人 1,644円～1,818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30分 就業場所

時給

1人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～14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)10時00分～16時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 1,026円～1,026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30分～17時15分 就業場所
(2) 8時30分～15時15分
(3)10時30分～17時15分

日給（時給換算）

1人 885円～1,009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 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～12時30分 就業場所
(2)14時30分～18時00分
(3) 8時30分～12時00分

時給

3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) 8時30分～13時00分 就業場所
(2)14時00分～17時00分

59人 018-862-5477

不問
63人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 2818891

雇用・労災
05010- 2839391

レジ会計

○ＰＯＳレジを使用しレジ会計業務を担当していただきます


＊制服あり

＊明るく元気な接客が求められるお仕事です。

不問

日他 株式会社　せきや
な　し

秋田県秋田市大町１丁目４－２２

その他
秋田県秋田市大町３丁目４番４１号

6人 018-862-2575

パソコン操作（ワー
ド・エクセル等）に
ある程度詳しいこ
と。

6人 秋田県秋田市

12,421人 秋田県秋田市
平成31年2月18日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 2879091

医療事務

○医療事務に従事していただきます。
・医院受付、診療報酬計算・請求
・健康診断結果等書類作成
・医薬品の管理、発注　等

不問

日祝他 ささはら内科医院

事務補助（２／１８～）

○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


不問

土日祝他 東北電力　株式会社　秋田電力セン
ター毎　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）

33人 018-862-6681

不問
546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- 2856991

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- 2843591

庁費支弁非常勤職員
（事務補助員・秋田労
働基準監督署）

・各種給与簿の事務処理補助業務
・郵便物の受理、発送業務
・行政文書の収受、編綴作業
・来客対応
・パソコン入力（ワード、エクセル）
・その他電話対応、雑務　等

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４丁目１－１

7人 018-860-1511

パソコン基本操作
出来る方（エクセ
ル、ワード）

3,500人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2840791

パスポート事務の窓口
業務

【主な仕事の内容】
・パスポートの申請受理および交付業務
・その他　電話応対を含むパスポート事務補助
・申請書類の内容チェック
・パソコンの入力作業
・パスポート交付後の事務処理、ファイリング等

不問

土日祝他 秋田県生活環境部　県民生活課

一般事務

・事務作業全般の業務に従事していただきます。
・パソコンを使用して書類の作成（ワード、エクセル）
・勤怠、仕入等の入力
・給与計算
・銀行用務
・電話応対等
・自家用車使用の場合あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 柳豊工業　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋豊町１９－１６

3人 018-893-5541

事務経験者希望
パソコン基本操作
（エクセル、ワード）

33人 018-829-3568

不問
148人 秋田県秋田市

平成31年3月25日～平
成31年11月30日 労災

05010- 2838091

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- 2851591

受付事務

・ゴルフ場及び野球場、庭球場の受付業務
・簡易的な事務（パソコン入力あり）
・簡易的な清掃業務
＊土、日、祝日に勤務できる方

不問

月火水木金他 公益財団法人　秋田市総合振興公
社毎　週
秋田県秋田市河辺豊成字虚空蔵大
台滝１－１

毎　週
秋田県秋田市山王７丁目１－３

21人 018-862-6681

・労働保険に関す
る相応の知識を有
する方

546人 秋田県秋田市

278人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

労災
05010- 2844191

主任労災・労働保険専
門員（労働保険徴収
室）

○労働保険徴収法に基づく各種手続き及び窓口相談・指導
等の業務を行います。
・未適用事業所に対する指導及び加入勧奨業務
　（個別訪問による指導・勧奨があります。）
・労働保険の適用・徴収及び申告・納付に関する相談・指導
・年度更新申告書の点検・審査及び整理
・その他労働保険に関する内部事務連絡

・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田労働局

臨床検査技師（外旭川
サテライトクリニック）

○臨床検査業務を担当していただきます。
・血液検査
・生理機能検査
（心電図、聴力、ホルターＥＣＧ、肺機能検査、血圧脈波）
・一般検査
　（尿一般、尿沈渣、便潜血）
・電子カルテへの入力業務
＊医師、看護師、放射線技師など多職種で協力して外来診療を行っ
ています。明るく楽しい職場です。
＊制服貸与

臨床検査技師

木日祝他 医療法人　惇慧会
毎　週

秋田県秋田市外旭川字三後田１４２

26人 018-868-5511

不問

不問
5人 秋田県秋田市

労災・健康
05010- 2835291

薬剤師免許
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 有限会社城東薬局
毎　週

秋田県秋田市広面鍋沼５６－１

5人 018-831-6777

平成31年2月7日発行（平成31年2月6日受付分)　Ｎｏ．１
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

薬剤師（パート）


○保険薬局における調剤業務全般

＊外出時、自家用車を使用（距離により交通費の支給あり）

＊労働日数、労働時間については相談に応じます。
　お気軽に申し出てください

℡ 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 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 64歳以下 就業場所

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

8人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)19時30分～ 8時00分 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

雇用期間の定めあり 不問 (1)11時00分～18時00分 就業場所

時給

3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

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)10時00分～13時30分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～17時30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 18歳以上 (1)21時00分～ 6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 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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分

14,000人 秋田県潟上市
平成31年2月25日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 2815991

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

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県潟上市

平成31年2月25日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 2813391

平成31年2月25日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 2811191

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

21人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05050-  779591

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

展示場接客

○展示場内における接客業務に従事していただきます。
【主な仕事内容】
＊住宅展示場にて、お客様のご案内業務
＊お客様にアンケートへのご協力のお願い
＊パソコンを使用してのデータ入力作業等
＊来場者様へのプレゼント品のラッピング作業
＊就業場所へ、直行直帰となります。
＊まれに、自家用車にて買い出し等あり
　（ガソリン代は支給いたします）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田ハウス　株式会社
毎　週

秋田県由利本荘市川口字後野１９－
５

1人 0184-23-2848

不問

10人 018-865-5370

不問
10人 秋田県秋田市

労災
05010- 2853091

雇用・労災
05010- 2852191

ホール・キッチン補助

○喰らい亭（所在地２Ｆ）及びアジアンキッチンニンファー　（所
在地１Ｆ）でホール・キッチン補助を担当していただきます。

・お料理、飲み物の提供、接客
・ドリンク作り（調理はありません）
・洗い物、片付け、清掃

＊レジは慣れてからお願いする場合があります。

不問

土日祝他 有限会社　大奈
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１２－１８黒
川ビル

その他
秋田県秋田市山王１丁目１２－１８黒
川ビル

10人 018-865-5370

不問
10人 秋田県秋田市

63人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 2820091

ホール・キッチン補助

○喰らい亭（所在地２Ｆ）及びアジアンキッチンニンファー（所
在地１Ｆ）でホール・キッチン補助を担当していただきます。
・お料理、飲み物の提供、接客
・ドリンク作り（調理はありません）
・洗い物、片付け、清掃
＊レジは慣れてからお願いする場合があります。
＊簡単なことから覚えていただきますので安心してご応募下
さい。
＊接客が好きな方歓迎します。

不問

日他 有限会社　大奈

温泉旅館業務（調理担
当）

○「貝の沢温泉」にて旅館業務を担当していただきます。

＊宿泊者の昼食・夕食調理、盛り付け、後片付けを担当しま
す。

＊未経験の方でも慣れるまで丁寧に指導します
＊協調性を大切に仕事を頑張れる方

不問

月木土 株式会社　せきや
毎　週

秋田県秋田市大町１丁目４－２２

4人 018-862-5477

不問

45人 018-862-3267

不問
200人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災

05010- 2859891

平成31年3月1日～平
成31年3月30日 労災

05010- 2837191

介護補助（夜勤専門）

〇養護老人ホームに入所する高齢者（１００名）の夜間の生活支援
業務。
・おむつ交換、尿器・ポータブルトイレ洗浄、トイレ誘導、巡回、ナー
スコール対応、起床・洗面介助、食事準備、水分補給、配下膳、移動
介助など。

※夜勤体制は、介護職員１名、夜間管理用務員１名、パートタイム介
護職員１名の３名が勤務します。

※未経験の方でも、業務に慣れるまで指導いたします。

不問

他 社会福祉法人　秋田聖徳会
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目５－６

な　し
秋田県秋田市千秋城下町６－１

21人 018-833-3111

不問
45人 秋田県秋田市

16,000人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
34020- 2351991

販売員（短期）

○高校生の教科書、副教材、辞典の販売業務に従事してい
ただきます。
・接客、レジ操作
・荷物運搬、検品　等

＊土、日曜日勤務可能な方

＊重量物の取り扱いもあります。体力のある方希望します。

不問

他 株式会社　加賀谷書店

販売（ダイソーイオン秋
田中央店）

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。応募時にお問合せく
ださい。
就業場所：秋田県秋田市楢山川口境５－１１　
　　　　　イオン秋田中央店３階
　　　　　ダイソーイオン秋田中央店
＊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。

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

8人 082-420-0100

不問

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災
26030- 1894891

不問

他 株式会社　京佑
毎　週

　　京都市伏見区中島堀端町６８

6人 075-622-1491

3ページ中 2ページ
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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

ＪＲ秋田駅駅ビル内で
の和雑貨・土産品販売

ＪＲ秋田駅駅ビル内での和雑貨・土産品販売・接客・
品出し・レジ業務（秋田犬、なまはげブームです。）



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

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) 8時15分～ 9時45分 就業場所
(2)14時00分～16時30分
(3)14時45分～16時30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 (1)18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)18時00分～19時30分 就業場所
12ヶ月

労災
03010- 3880591

毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

3人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

45,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
03010- 3876691

洗浄員（秋田市）

請負先事業所において、責任者の指示のもと
利用者様への食事提供業務
食器洗浄など洗浄業務全般

＊利用者数：５０名程度

＊雇用について
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店

洗浄員（秋田市）

請負先事業所において、責任者の指示のもと
利用者様への食事提供業務
食器洗浄など洗浄業務全般

＊利用者数：１７０名程度

＊雇用について
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

7人 019-629-2384

不問

不問
180人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010- 2850291

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
（大型免許あれば
なお可）

日他 社会福祉法人　いずみ会
毎　週

秋田県秋田市泉菅野２丁目１７－１１

81人 018-896-5880

平成31年2月7日発行（平成31年2月6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

運転員（ウェルビューい
ずみ）

○「ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター」での
　利用者の送迎業務を担当して頂きます。
・ワゴン車又はマイクロバスを使用

＊就業時間は（１）（２）または（１）（３）での勤務となります。
（曜日による）

※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

℡ 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 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

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～12時45分 就業場所
(2)12時45分～17時15分

時給

1人 770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) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)11時30分～19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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 9時30分～15時00分
(3)14時00分～17時30分

時給

1人 950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

月給（時給換算）

1人 1,095円～1,095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45分 就業場所

時給

2人 770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) 8時30分～16時30分 就業場所
(2)11時15分～19時15分
(3)11時45分～19時45分

時給

3人 770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15分～16時15分 就業場所
(2)12時15分～19時15分

時給

4人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時00分～ 9時00分 就業場所
(2) 7時00分～13時00分
(3)17時00分～22時00分

時給

1人 770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) 7時30分～12時30分 就業場所
(2)13時30分～18時30分

34人 018-878-9877

不問
62人 秋田県潟上市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 2970491

雇用・労災
05010- 3001791

販売員【食彩館くらら】
（パート）

○農山漁村活性化施設「食彩館くらら」産直で、地産地消の
　野菜・魚介類・加工品を主に販売、レジ業務全般に従事し
　ていただきます。
・レジ業務（会計）
・出荷組合より納品された野菜、魚介類等の品出し、棚への
陳列業務
・開店の準備、閉店の片付け、店内清掃業務（店内全般）

不問

他 天王グリーンランド　株式会社
その他

秋田県潟上市天王字江川上谷地１０
９－２

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－６０

12人 018-864-3117

不問
775人 秋田県秋田市

3,200人 秋田県秋田市
平成31年3月1日～平
成31年4月10日 雇用・労災

05010- 2994691

コンビニ販売員（秋田工
業団地店）

○コンビニエンスストアでの接客・販売等に従事していただ
きます。
・レジ、清掃、商品補充、発注業務　等

＊未経験者可、元気に接客のできる方
＊土、日、祝日勤務可能な方優遇

※就業時間（１）～（４）各１名の募集です。



不問

他 株式会社　たけや製パン

学生服承りスタッフ
【アルバイト】

○学生服の承り業務に従事していただきます
・伝票処理
・入力業務（簡単なパソコン操作があります）
・その他、付随する業務

＊雇用期間
　Ｈ３１年３月１日～４月１０日


不問

他 株式会社　そごう・西武　西武秋田店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目６－１

250人 018-889-3120

不問

250人 018-889-3120

不問
3,200人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2992091

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- 2981291

販売メンバー【食品（本
館またはガーデン）、イ
ンテリア】

○本館地階、またはフォンテ館地階において、店頭販売メンバーとし
て業務に従事していただきます
・接客、レジ業務、発注や品出し（フォンテ館での勤務の方は接客の
ウエイトが低いです）
・商品の展示、補充、伝票処理や入力業務（簡単なパソコン操作が
あります）   ・その他付随する業務
＊短時間勤務（社保非適用）は応相談
＊アルバイト勤務を希望の場合は応相談
＊お客様と接する業務のため、明るい対応が求められます。
＊入社１年後に無期雇用の制度あり。

不問

他 株式会社　そごう・西武　西武秋田店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目６－１

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１－２

114人 018-860-3312

用地登記事務の経
験を有する方

233人 秋田県秋田市

120人 秋田県南秋田郡大潟村
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- 2940191

登記嘱託員

○公共用地の登記等に関する業務に従事していただきます。

・用地登記事務
・用地の取得及び補償に関する補助業務

＊外出業務（公用車使用／ＡＴ車）


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田県秋田地域振興局建設部

事務補助（非常勤職
員）


○役場内における事務全般の補助


＊雇用期間：本人の勤務状況等により１年毎の更新あり
＊公務災害補償制度（労災保険相当）あり
　
　


不問

土日祝他 大潟村役場
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村字中央１－１

50人 0185-45-2111

不問

秋田県潟上市天王字追分西３２－２
７

4人 018-893-5755

7人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年7月31日 雇用・労災

05010- 2942391

3,200人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2991191

一般事務（産休・育休
代替）

○事務用品の管理・データ入力・来客応対など一般事務全般
に従事していただきます。
・経理業務（仕訳帳入力）
・請求書、納品書の作成
・仕入管理、入金管理、送金業務
・出勤簿、日報入力  ・掃除等の雑務
＊社用車使用の場合有（ＡＴ車）
＊パソコンはワード・エクセルの他、専用ソフトを使用します。
（専用ソフトの使用方法は指導します。）

土日祝他 三浦重工業株式会社
毎　週

インフォメーションスタッ
フ

○インフォメーションスタッフとして下記業務に従事していただ
きます。
・一階カウンターにおいて、簡単な店内案内や駐車場サービ
ス券発行。また、代表電話交換やアナウンス業務も併せて行
います。
＊雇用期間は６ヶ月毎の更新となります。

＊社会保険非適用（週２０時間勤務）
　短時間アルバイト
　上記を希望の方は相談に応じます。

不問

他 株式会社　そごう・西武　西武秋田店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目６－１

250人 018-889-3120

不問

秋田県秋田市中通６丁目１－１３

7人 018-835-1187

400人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2962791

11人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3026491

高齢者向けフィットネス
クラブの★生活相談員

◆高齢者のリハビリに特化した１日型のデイサービス◆
リハビリを通じて高齢者の方に生きる自信を取り戻していただくお仕
事です。
【仕事内容】
・ご利用者様の生活指導や相談への対応
・ご利用者に合ったトレーニング内容、通所頻度の最適なリハビリ計
画作成
・トレーニング補助　※完全週休二日制
・ご利用者様の送迎業務　※運動の好きな方歓迎
※働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

土日他 株式会社　イヤタカ
毎　週

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

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
社会福祉主事任用
資格又は、精神保
健福祉士、社会福
祉士のいずれか

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）　必須
・情報処理検定、簿
記３級程度が好ま
しい（商業高校卒
業レベル）
・パソコン操作
・経理の経験あれ
ば尚可

平成31年2月8日発行（平成31年2月7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

℡ 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～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～15時00分 就業場所
(2)15時00分～21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 (1)22時00分～ 7時00分 就業場所

時給

3人 1,110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

20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 就業場所

時給

1人 880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 就業場所

月給（時給換算）

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

月給（時給換算）

1人 788円～788円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～22時00分 就業場所
(2) 8時30分～22時00分

月給（時給換算）

6人 940円～940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45分 就業場所

月給（時給換算）

1人 948円～948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

月給（時給換算）

1人 1,023円～1,023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15分 就業場所

時給

5人 900円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所4人 秋田県秋田市
平成31年3月1日～平
成31年4月15日 労災

05010- 2947891

引越し作業・箱詰・開梱

○引越し作業に従事していただきます

＊作業現場は県内一円と、県外もあり（２～４人体制）

＊雇用期間は５月頃まで延長となる可能性もあります

不問

他 有限会社　ベスト運送
毎　週

秋田県秋田市卸町２丁目１－９

4人 018-896-1500

不問

114人 018-860-3312

水質分析の経験を
有する方

233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- 2980891

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- 2982591

水質分析及び薬品管
理

○秋田臨海処理センターにて水質監視、分析及び薬品管理
業務に従事していただきます。
・水質・汚泥処理状況の監視
・水質分析の実施（不定期）
・日報、月報の確認及び審査
・薬品等の管理状況の確認

＊外出業務あり（社用車使用／ＡＴ車）


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田県秋田地域振興局建設部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－２

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１－２

114人 018-860-3312

233人 秋田県秋田市

233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- 2979991

ダム管理・運転業務

○旭川ダムの管理業務に従事していただきます。
・ダム管理（観測・洪水調整等）
・ダム公園及び構内除草
・船舶の運転管理
・除雪機械運転管理
・公用車の運転管理
＊外出業務あり（公用車使用／ＡＴ車）

ロータリ除雪車による除雪作業ができる方

土日祝他 秋田県秋田地域振興局建設部

道路又は河川砂防監
理補助員

○道路又は河川砂防監理補助業務に従事していただきま
す。
・管内道路又は河川の巡視
・道路及び、その付属物の破損確認、河川および砂防施設の
破損確認
・道路法、河川法およびその他法令遵守確認
・巡回日誌記録
・巡回中に発見した異常に対して、応急的な補修、障害物の
　除去、バリケード等の設置作業
＊外出業務（公用車使用／ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田県秋田地域振興局建設部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－２

114人 018-860-3312

土木業務（土木行
政含む）の経験を
有する方

40人 018-888-5429

不問
2,537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- 3020591

平成31年4月2日～平
成32年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 3019791

警備職

○庁内外の巡回および警備
○来庁者等の受付
＊２名での交互勤務のため、原則１名での勤務となります。

雇用期間：平成３１年４月１日～平成３２年３月３１日

不問

他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

40人 018-888-5429

就学前の乳幼児の
育児に関する職務
経験

2,537人 秋田県秋田市

10,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010- 2937491

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。
・就学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、パソコンを使用した書
類作成　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４月２日～平成３２年３月３１日
　　　　　　１年毎の更新あり

不問

他 秋田市役所

居酒屋「はなの夢」厨房
業務またはホール業務

○ホテル内居酒屋「はなの夢」での厨房業務またはホール業
務を担当していただきます。
【厨房】
・メニューに沿った調理、片付け、翌日仕込み、食器洗浄等
【ホール】
・お客様案内、オーダー受け
・料理運び、片付け等
＊常時３～５名体制での勤務です。
＊週３～６日程度の勤務になります（要相談）


不問

他 ルートインジャパン　株式会社　ルー
トイングランティア秋田　ＳＰＡ　ＲＥＳその他
秋田県秋田市中通５丁目２－１

124人 018-825-5411

不問

0人 018-863-9999

不問
1,200人 秋田県秋田市

4ヶ月
雇用・労災

05010- 2977391

～平成31年7月31日
労災

05010- 2945491

カフェスタッフ「鴨谷珈
琲店」　≪パート≫

○２０１９年３月２２日　ＮｅｗＯＰＥＮ”鴨谷珈琲店”
　＜秋田駅ビル　トピコ３Ｆ＞オープニングスタッフ募集★

・カフェの店舗業務を担当していただきます。
・ご案内、オーダー、ドリンクフードの提供、会計。
・食器の片付け、洗い物、フロアの清掃。
・その他、付随する業務

＊オープン前の研修があるので、未経験者でも安心です！

不問

他 株式会社　ドリームリンク
その他

秋田県秋田市山王２丁目９－１

その他
秋田県秋田市八橋本町３丁目２１－
２４

14人 018-893-5010

不問
15人 秋田県秋田市

161人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2957591

訪問介護員

○訪問介護サービス
・ご利用者様からの依頼により、介護サービス計画書に沿っ
　て訪問介護員が各利用者宅に出向き、日常生活の支援を
します。
・身体介護、家事援助

＊１日３件程度の訪問
＊マイカー使用（１ｋｍ２０円ガソリン代別途支給）
＊更新の可能性あり（１年更新）

介護職員初任者研修
修了者（介護福祉士
であれば尚可）
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

他 株式会社　あかり

介護員「特別養護老人
ホーム　中通アネック
ス」

○特別養護老人ホームにおける、介護業務全般に従事して
いただきます。
・利用者様の入浴、排泄等の介助、その他、付随する業務。

＊中通アネックスは定員２９名のユニット型施設です。
「真心・笑顔」で入居者様の生活を支援します。



不問

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

025-382-0066

28人 018-873-7801

不問

不問
600人 秋田県秋田市

店舗ではんや印刷物を来店されたお客様の接客・販売をして
いただきます。
○販売商品は、印章・コム印・表札・名刺・ハガキ等がありま
す。
○レジ業務もしていただきます。
・業務上車を使用する機会：無　
＊入社時に社内研修しますので未経験の方も安心して仕事
が出来ます。～平成31年12月10日

労災
15010- 6558091

不問

他 株式会社　大谷
その他

新潟市江南区亀田工業団地１－３－
５

4人

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）、大
型特殊自動車免
許、建設機械施工
技士又は、車両系
建設機械運転技能
講習終了、小型船
舶免許（特殊小型
船舶を除く）、陸上
特殊無線技士

3ページ中 2ページ

平成31年2月8日発行（平成31年2月7日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

販売員（秋田市）



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 780円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～10時00分 就業場所

時給

1人 777円～777円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～15時30分 就業場所

時給

3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

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 18歳以上 (1)23時00分～ 0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 18歳以上 (1)23時00分～ 0時30分 就業場所

時給

1人 770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～16時00分 就業場所

9人 018-839-0120

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2950391

12ヶ月
労災

05010- 2966191

洗車及び雑用

○車の洗車及び雑務に従事していただきます。
・車の洗車（１日、３台～１０台程度）
・車の引取納車
・車の整備に係る付帯作業
　（周囲の環境整備・ゴミの片付け等）
・冬期間中は雪よせもあります
・その他、付随する業務

※勤務状況によっては正社員登用の可能性あり。

普通自動車免許
（業務上／ＡＴ限定
不可）

土日祝 ワールドモータース　株式会社
毎　週

秋田県秋田市四ツ小屋字与左エ門
川原４０９－１

毎　週
秋田県秋田市泉中央３丁目５－１２

14人 018-896-5911

不問
2,900人 秋田県秋田市

2,900人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010- 2965591

清掃スタッフ（マルハン
外旭川店）

・閉店後のパチンコ店の清掃をお願いします。　
・パチンコ台、灰皿の拭き上げ、床の拭き掃き上げ
・トイレ清掃　

＊８人～９人体制で作業をします。
＊指導いたしますので未経験の方でも可

不問

他 中越クリーンサービス　株式会社　秋
田営業所

清掃スタッフ（マルハン
臨海店）

○閉店後のパチンコ店内外の清掃
・パチンコ台、灰皿の拭き上げ、床の拭き掃き等
・トイレ清掃


＊６人体制で作業をします。
＊指導致しますので未経験でも可　　　　　　



不問

他 中越クリーンサービス　株式会社　秋
田営業所毎　週
秋田県秋田市泉中央３丁目５－１２

10人 018-896-5911

不問

20人 018-833-4529

不問
500人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010- 2958191

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2955891

ベッドメイク（ホテルメト
ロポリタン秋田）

○客室の清掃業務を担当していただきます。
・シーツ交換、ベッドメイク
・客室の清掃（バス、トイレ含）等
＊就業時間は、予約状況により４～６時間のシフト勤務です

＊制服貸与します。

＊雇用期間は、年度毎の更新となります。

不問

他 ＪＲ秋田鉄道サービス　株式会社
その他

秋田県秋田市東通仲町１２番１７号

毎　週
秋田県秋田市川元松丘町４－３０

768人 018-823-4171

不問
768人 秋田県秋田市

50人 秋田県秋田市

労災
05010- 2952991

パート清掃員（７ｈ勤務）

○院内清掃業務に従事していただきます。
・執務室、当直室（寝具交換含）、給茶機洗浄
・会議準備業務
・その他、付随する業務

＊雇用期間：本人の勤務状況により１年毎の更新あり

不問

他 地方独立行政法人　市立秋田総合
病院

施設内清掃、北都ビル
ディング
（旧北都銀行別館）

○ビル内の清掃
・事務室、廊下、給湯室、トイレ等の掃除機かけ、モップがけ、
事務所内くずかごのごみ回収等 不問

土日祝他 企業組合　秋田中高年雇用福祉事
業団毎　週
秋田県秋田市寺内蛭根３丁目２４－
３１

3人 018-862-2502

不問

不問
350人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 2997791

不問

他 株式会社　大商金山牧場　秋田事業
部その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３９

74人 018-828-8129

平成31年2月8日発行（平成31年2月7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

食肉配送（パート）

○食肉の配送に従事していただきます。
・県内得意先飲食店等への配送
・２０Ｋｇ程度の商品の積み下ろし
・食肉加工作業を手伝っていただく場合もあります。
・その他、付随する業務

※午前中のみ、午後のみの勤務も可能です。お気軽にご相
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。



　　　　●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．　２月　８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！！
　２．　２月１２日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護員】
　３．　２月１３日　㈱全建【大型ウイング乗務員、大型平ボデー乗務員　他】
　４．　２月１４日　㈱プレステージ・インターナショナル【受付ｽﾀｯﾌ、ﾘｰﾀﾞｰ候補、経理担当、保育士　他】
　５．　２月１５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】
　６．　２月１８日　㈱りんどうの里・湯の越の里㈱【介護職員】
　７．　２月１９日　㈱虹の街【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！！
　８．　２月２０日　あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱秋田支店【ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ・ﾌﾟﾛ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ社員（営業）】
　９．　２月２１日　㈱全建【大型ウイング乗務員、大型平ボデー乗務員　他】
１０．　２月２２日　アイビーデリバリー㈱【２～４ｔ車ドライバー、１０ｔウイング車ドライバー】

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 830円～1,350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 790円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1)10時00分～18時00分 就業場所

月給（時給換算）

4人 903円～903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～16時45分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分
(3)12時45分～16時45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

月給（時給換算）

1人 888円～888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30分～16時15分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分
(3)13時00分～17時00分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～14時00分 就業場所
(2)11時00分～14時30分

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

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 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

3人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所

5人 018-893-6795

不問
24人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
労災

05010- 3232391

雇用・労災
05010- 3185191

介護職員

○障がい児の入浴サービス
　【主な仕事内容】　
・入浴介助
・水分補給
・身の回り等の介助
・その他、付随する業務
（送迎業務はありません）　
　　　　　　　　　　　　　　
【４月１日からの採用を予定】

不問

火木土日祝 株式会社　こうせい　あきた児童デイ
サービスセンター毎　週
秋田県秋田市楢山川口境１３－８

その他
秋田県秋田市御野場新町３丁目４番
５号

2人 018-893-4299

不問
2人 秋田県秋田市

19,475人 秋田県秋田市
平成31年2月12日～平
成31年4月30日 雇用・労災

21020- 2345991

お肉、お惣菜の対面販
売

○お肉や、お惣菜の対面販売に従事していただきます。
・計り売り業務　・レジ業務
・簡単な調理（揚げ物の調理等）
・その他、付随する業務

＊立ち仕事になります。
＊作業着貸与いたします。
＊１日３～８時間で週６日以内の勤務
＊土・日・祝日勤務できる方

不問

月他 肉のろくふく

販売員（Ｓｅｒｉａ生活良
品　フレスポ御所野店）
（短期スタ

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
毎　週

岐阜県大垣市外渕２丁目３８番地

8人 0584-89-8858

不問

7人 0584-89-8858

不問
19,501人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

21020- 2336691

労災
05010- 3201991

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
毎　週

岐阜県大垣市外渕２丁目３８番地

毎　週
秋田県秋田市手形学園町１－１

9人 018-884-6970

不問
秋田県秋田市

45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- 3206591

食品販売

○弁当・ドリンク・お菓子・パン・デザート等の販売業務
・レジ操作、接客、発注（パソコン）伝票記入
・３ヶ月に１回の棚卸業務があります

＊パンショップという名称ですがパン専門店ではありません。
コンビニのように多数の食品等を扱っている店です。

＊体力が必要な業務となります。

不問

日祝他 秋田大学生活協同組合　手形パン
ショップ

総務班学芸補助

○博物館内などにおける総務班学芸補助及び関連業務に従
事していただきます。
・電話応対
・パソコンによる文書作成
・事務補助
・受付、案内
＊初級程度のパソコン操作できる方
＊就業時間：勤務表による（１）～（３）の交替制。
＊週の就業時間は常勤職員の３／４となります。

不問

他 秋田県立博物館
毎　週

秋田県秋田市金足鳰崎字後山５２

45人 018-873-4121

パソコン操作可能
な方（一太郎、ワー
ド、エクセル）

018-889-2215

2,334人 秋田県秋田市
平成31年3月18日～平
成31年4月10日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3197991

パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、Ｐ
ｏｗｅｒＰｏｉｎｔ等）が
出来ること。ＰＣを
使って簡易なチラ
シの作成ができる
こと。

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- 3205291

事務系スタッフ（総合学
務課）【産休育休代替】

所属先：総合学務課
高大接続事業（高校生に大学入学後、支障なく大学の講義に
対応できる学力を身に付けさせるための支援事業）に関する
以下の業務を担当いただきます。　
・事業の実施補助
・会計処理事務
・文書管理事務
・その他事業に関する事務補助
　働き方改革関連認定企業【くるみん】

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

毎　週
秋田県秋田市金足鳰崎字後山５２

45人 018-873-4121

不問
45人 秋田県秋田市

350人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3220291

解説員

○入館者への案内、展示解説等の接客業務に従事していた
だきます。

＊就業時間：勤務表による（１）～（３）の交替制。
＊週の就業時間は常勤職員の３／４となります。


※「解説員」は１０名います。
※入社後、展示物等の勉強をしていただきます。

不問

他 秋田県立博物館

精算事務パート（合掌
堂　秋田店）

○入金管理等の事務処理（精算）や電話対応、接客、専用端
末の入力作業、清掃等

＊仏壇・仏具・墓石に関する知識や事務の経験がない方でも
　安心して働いていただけるよう、研修も準備しておりま　
　す。
☆先輩スタッフが一から丁寧に指導し、しっかりフォロー致
　しますのでご安心ください。
　まずは、お気軽にご応募ください♪

不問

木他 株式会社　へいあん秋田
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－７５

5人 018-862-5115

パソコンがある程
度使える方

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3224391

歯科衛生士免許

日祝 みやがた駅東歯科
その他

秋田県秋田市手形字西谷地１８２番
３

6人 018-825-1150

平成31年2月12日発行（平成31年2月8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

歯科衛生士

＊歯科衛生士業務及び関連業務に従事していただきます。
・患者様への口腔衛生指導、歯科予防処置。
・歯科医師の医療補助。
・スケーリング、ＳＲＰ、ＰＭＴＣ等。
・清掃等の院内業務。
・その他付随する業務及び指示された業務。


℡ 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 762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 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 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

時給

1人 770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) 6時00分～15時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19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 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 18歳以上 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 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 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 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

3人 800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) 6時00分～ 9時00分 就業場所
(2)11時00分～15時00分
(3)19時00分～21時30分

時給

3人 1,500円～1,800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 20歳以上 就業場所1人 秋田県秋田市

労災
05010- 3228791

【急募】スナックの接客

○カウンター越しでの接客業務に従事していただきます。　
・カウンター内にて水割りをつくったり、カラオケを歌った
　り等　
　　　～秋田駅前に移転オープンにつき新規募集～

＊やる気のある方大歓迎　　　　　　　　　　　　　　　　
＊勤務時間については応相談　　　　　　　　　　　　　　
＊週労働日数は３日～６日の間で相談に応じます。

＊大学生アルバイト可、未経験者可。

不問

日祝他 ダイアナ
その他

秋田県秋田市中通４丁目１６－８　Ｋ
Ｓビル３Ｆ

1人 018-834-7018

不問

2人 018-865-3500

不問
2人 秋田県秋田市

労災
05010- 3251491

～平成31年11月30日
労災

05010- 3246291

飲食店スタッフ

○当店ホール担当者として業務に従事していただきます。
【主な業務内容】
＊ラーメン店での接客業務全般を行っていただきます。
（注文伺い、配膳及び下膳、レジ清算業務、食器の洗浄、
　店内の清掃等）

不問

他 らーめん鷹島
毎　週

秋田県秋田市高陽幸町８－１７

毎　週
秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱２３
５

73人 018-886-8888

不問
73人 秋田県秋田市

100人 秋田県秋田市

労災
05010- 3210791

レストランホールスタッ
フ　　【パート】

○ゴルフ場レストランでの給仕業務に従事していただきます
・接客、オーダー受け（メニューから）
・注文品のテーブルへの持ち運び　等
・レストラン内の清掃、食器洗い

＊土・日曜日も勤務可能な方
＊雇用期間は積雪等により変動する場合があります。

不問

他 株式会社　秋田椿台ゴルフクラブ

ホール接客業務（川反
軒）

○飲食店（和食全般）でのホール接客業務全般を担当してい
ただきます。
・座席案内、オーダー取り
・料理の提供、後片付け
・レジ業務
・その他付随する業務

＊就業時間及び勤務日数は相談に応じます。
＊週末のみの勤務、長時間の勤務も可能です。

不問

他 株式会社　マグネティック
毎　週

秋田県秋田市大町５丁目３－３８

7人 018-862-4432

不問

7人 018-862-4432

不問
100人 秋田県秋田市

労災
05010- 3209391

労災
05010- 3207191

ホール接客業務（紅が
ら屋）

○飲食店（和食全般）でのホール接客業務全般を担当してい
ただきます。
・座席案内、オーダー取り
・料理の提供、後片付け
・レジ業務
・その他付随する業務

＊就業時間及び勤務日数は相談に応じます。
＊週末のみの勤務、長時間の勤務も可能です。

不問

他 株式会社　マグネティック
毎　週

秋田県秋田市大町５丁目３－３８

毎　週
秋田県秋田市大町５丁目３－３８

9人 018-862-4432

不問
100人 秋田県秋田市

100人 秋田県秋田市

労災
05010- 3203791

ホール接客業務（火乃
座）

○飲食店（和食全般）でのホール接客業務全般を担当してい
ただきます。
・座席案内、オーダー取り
・料理の提供、後片付け
・レジ業務
・その他付随する業務

＊就業時間及び勤務日数は相談に応じます。
＊週末のみの勤務、長時間の勤務も可能です。

不問

他 株式会社　マグネティック

ホール接客業務（ＢＡＩＲ
Ｏ　ＣＡＦＥ）

○飲食店（カフェダイニング）での、ホール接客業務全般を担
当していただきます。
・座席案内、オーダー取り
・料理の提供、後片付け
・レジ業務
・その他付随する業務

＊就業時間、勤務日数等は相談に応じます。
＊週末のみの勤務、長時間の勤務も可能です。

不問

他 株式会社　マグネティック
毎　週

秋田県秋田市大町５丁目３－３８

9人 018-862-4432

不問

73人 018-886-8888

不問
73人 秋田県秋田市

～平成31年11月30日
労災

05010- 3244791

雇用・労災
05010- 3242991

レストラン厨房【パート】

○クラブハウス内レストラン厨房での調理補助に従事してい
ただきます。
・野菜のカット等の下ごしらえ
・定食等の盛り付け作業
・ラーメン、蕎麦等の麺茹でや簡単なメニューの調理
・食器洗浄、厨房内の清掃　等

＊雇用開始日は４／１以降でも可です。
＊雇用期間は積雪等により変動する場合があります。

不問

他 株式会社　秋田椿台ゴルフクラブ
毎　週

秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱２３
５

毎　週
秋田県秋田市広面字樋の下１番

22人 018-855-1550

不問
43人 秋田県秋田市

1人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3261791

給食調理他

○短期生活介護（ショートステイ）の入居者（２０名）及び
職員の給食の調理、盛り付け、片付け作業
○食器、調理器具等の洗浄　等
○朝２２食、昼３５食、夕２２食程度の調理を４人体制で行
います。

＊シフト勤務です。

不問

他 有限会社　すずめだて　ショートステ
イひろおもて

動物看護アシスタント
業務

○ペットクリニックでの診察アシスタント業務に従事していただ
きます。
・動物診察時のアシスタント業務
・入院動物の看護補助
・受付、電話応対、会計業務
・器具の洗浄　
・その他（院内清掃等）

不問

他 きのしたペットクリニック
毎　週

秋田県秋田市将軍野南３丁目１０－
３

1人 018-811-2875

不問

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3227491

不問

日祝 みやがた駅東歯科
その他

秋田県秋田市手形字西谷地１８２番
３

6人 018-825-1150

3ページ中 2ページ

平成31年2月12日発行（平成31年2月8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

歯科助手（パート）

○院内業務、歯科業務に従事していただきます。
・カルテ管理、備品管理、清掃等



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）

5人 1,200円～1,240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～920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) 9時00分～15時00分 就業場所
(2) 9時00分～17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

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～16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

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)23時00分～ 0時30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

雇用期間の定めあり 不問 (1)11時00分～15時30分 就業場所
(2)14時30分～19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)12時00分～18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)12時30分～15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 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 18歳以上 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

75人 018-886-8888

不問
75人 秋田県秋田市

～平成31年11月30日
労災・健康・厚生

05010- 3241691

労災
05010- 3202491

クラブハウス、練習場
の管理スタッフ

・練習場のボール拾い
・練習場の草刈り
・クラブハウス周りの草刈り
・その他、付随する管理業務

不問

他 株式会社　秋田椿台ゴルフクラブ
毎　週

秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱２３
５

毎　週
秋田県秋田市大町５丁目３－３８

9人 018-862-4432

不問
100人 秋田県秋田市

73人 秋田県秋田市
～平成31年11月30日

労災
05010- 3247591

洗い場

○厨房内での洗い場業務を担当していただきます。
・調理器具、食器類の洗浄（食器洗浄機あり）、片付け
・ホールでの接客はありません。

＊賃金は勤務時間帯や経験等によって考慮します。

不問

他 株式会社　マグネティック

ゴルフ場クラブハウス
内外の清掃及び洗濯
【パート】

○ゴルフ場クラブハウス内外のトイレ清掃
・お風呂場、脱衣場の清掃
・タオルの洗濯、乾燥 不問

他 株式会社　秋田椿台ゴルフクラブ
毎　週

秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱２３
５

73人 018-886-8888

不問

1人 018-823-4061

不問
607人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010- 3269991

12ヶ月
労災

05010- 3235491

清掃員（木曽医院）１２：
３０～１５：３０

○建物内の日常清掃業務
・男女トイレの清掃
・通路内のモップかけ

＊年度毎の契約更新があります。

不問

日祝 厚生ビル管理　株式会社
な　し

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

毎　週
秋田県秋田市泉中央３丁目５－１２

13人 018-896-5911

不問
2,900人 秋田県秋田市

2,900人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010- 3234991

清掃スタッフ（マルハン
追分店）

○パチンコ店の駐車場の清掃をお願いします。　
・店外のゴミ回収
・ゴミの分別
・店外のスタンド灰皿の清掃　など

＊指導いたしますので未経験の方でも可
＊試用期間２ヶ月

不問

他 中越クリーンサービス　株式会社　秋
田営業所

清掃スタッフ（マルハン
茨島店）

○パチンコ店内の清掃をお願いします。　
・店内フロアの清掃
・トイレ清掃　等

＊指導いたしますので未経験の方でも可
＊試用期間２ヶ月

不問

他 中越クリーンサービス　株式会社　秋
田営業所毎　週
秋田県秋田市泉中央３丁目５－１２

7人 018-896-5911

不問

13人 018-896-5911

不問
2,900人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010- 3208091

雇用・労災
06030- 1683591

清掃スタッフ（マルハン
追分）

○閉店後のパチンコ店の清掃
・パチンコ台、灰皿の拭き上げ、床の拭き掃き上げ
・トイレ清掃

＊６～７人体制で作業します。
＊指導いたしますので未経験の方でも可

不問

他 中越クリーンサービス　株式会社　秋
田営業所毎　週
秋田県秋田市泉中央３丁目５－１２

毎　週
酒田市宮海字南浜１－６８

3人 0234-33-7100

不問
68人 秋田県秋田市

319人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3219491

鉄・非鉄・プラスチック
資源類の回収・選別・
解体（秋田市）

○アルミ缶のルート回収

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



準中型自動車免許
（５ｔ未満）以上

日他 株式会社グリーンシステム

典礼アシスタント（秋田
典礼会館）

○弊社典礼会館にて、会葬者様へのご案内などのサービス
対応や葬儀の準備・片付け・電話応対など。

・未経験でも安心の研修を行っております。
・先輩スタッフがしっかりとフォローさせていただきます。

　【土日に働ける方急募】

普通自動車免許
（自家用車運転用）

他 株式会社　へいあん秋田
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－７５

41人 018-862-5115

不問

不問
73人 秋田県秋田市

～平成31年11月30日
労災

05010- 3245891

不問

他 株式会社　秋田椿台ゴルフクラブ
毎　週

秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱２３
５

73人 018-886-8888

平成31年2月12日発行（平成31年2月8日受付分)　Ｎｏ．３
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

キャディ【パート】

○ゴルフ場キャディ業務に従事していただきます。
・ゴルフプレイヤーの接客、コースアドバイス、クラブの受け渡
し　等
＊土・日勤務可能な方
（平日のみ希望の方も相談に応じます。）
＊雇用期間は、積雪等により変動する場合があります。
＊初めての方でも、試用期間中に丁寧に指導いたします。
※希望であれば来シーズンも雇用可能です。

℡ 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。



　　　　●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．　２月１２日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護員】
　２．　２月１３日　㈱全建【大型ウイング乗務員、大型平ボデー乗務員　他】
　３．　２月１４日　㈱プレステージ・インターナショナル【受付ｽﾀｯﾌ、ﾘｰﾀﾞｰ候補、経理担当　他】
　４．　２月１５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】
　５．　２月１８日　㈱りんどうの里・湯の越の里㈱【介護職員】
　６．　２月１９日　㈱虹の街【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！！
　７．　２月２０日　あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱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）】
　８．　２月２１日　㈱全建【大型ウイング乗務員、大型平ボデー乗務員　他】
　９．　２月２２日　アイビーデリバリー㈱【２～４ｔ車ドライバー、１０ｔウイング車ドライバー】
１０．　２月２５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
１１．　２月２６日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護員】
１２．　２月２７日　㈱プレステージ・インターナショナル【受付ｽﾀｯﾌ、ﾘｰﾀﾞｰ候補、経理担当　他】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

秋田市中通2-3-8　アトリオン３F 秋田市御所野地蔵田3-1-1　秋田テルサ３F
Tel　018-836-7820 Fax　018-831-1817 Tel　018-889-8609 Fax　018-889-8610
ご利用時間 ご利用時間／９：００～１７：１５
　月・金曜日        ９：００～１８：３０ （土日・祝日・年末年始は閉庁）
　火・水・木曜日 　９：００～１７：１５ ○ハローワーク相談コーナー
　土曜日　　　　　１０：００～１７：００(原則第２・４のみ開庁)

（※日曜、祝日、年末年始は閉庁）
○職業相談・紹介・求人情報検索コーナー ○求人情報検索コーナー

【マザーズコーナー秋田】

 
Tel　018-836-9001 Fax　018-831-1817

○子育てをしながら働くことを望む求職者の
職業相談・紹介を専門に行います。

 場所、利用時間はハローワークプラザアトリ
 オンと同じ。

　　いずれの施設もハローワーク秋田と同じ求人情報がご覧いただけます。
　　職業相談・職業紹介も行っていますので、是非ご利用ください。

【ハローワークプラザアトリオン】 　【ハローワークプラザ御所野】

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田の求人情報検索コーナーと
同じ内容の検索ができます。

ハローワーク秋田附属施設のご案内


