
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

1人 151,400円～161,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～220,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 230,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 230,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 230,000円～330,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 203,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 242,800円～447,980円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 200,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時45分 就業場所
(2) 8時00分～12時15分
(3) 8時00分～13時15分

月給

1人 180,300円～180,300円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時15分 就業場所
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- 3326791

毎　週
秋田県秋田市八橋南１丁目８－３

30人 018-883-1175

実務経験者
2,141人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3273191

乳幼児健康診査関係
業務

○乳幼児健診、幼児フッ化物塗布事業受診結果データ入力
○幼児健診補助業務
○業務に関係する事務作業

看護師または保育
士

土日祝 秋田市子ども未来部子ども健康課

看護師または准看護師

○看護業務全般に従事していただきます。
・医師の指示による医療行為
・事務等他業種の補助
・その他付随する業務




看護師又は准看護
師免許

日祝他 かがや内科医院
その他

秋田県秋田市旭川南町１３－１８

8人 018-834-0145

不問

6人 018-853-0371

以下のいずれかの言
語による３年以上の
開発経験（必須）
＊求人条件特記事項
参照

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3319891

雇用・労災・健康・厚生
04010-11490491

プログラマ

○システム開発およびスマートフォン、タブレット向けアプリ開発（ｉＯ
Ｓ、Ａｎｄｒｏｉｄ）
＊顧客との打ち合わせ等により、外出用務もあります。
　その際、社有車もありますが、マイカー使用可能です。　（ガソリン
代支給）
＊開発中アプリ
例・建設業等の日報システム
　・数千～数万台のスマホをＢＬＥ／Ｗｉｆｉで制御するシステム（ｉＯＳ、
Ａｎｄｒｏｉｄ、Ｗｉｎｄｏｗｓ）
　　他多数あり、詳しくはＨＰで確認
◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊情報専門学校卒は
基本情報技術者資格
取得以上

土日祝他 株式会社　オクトライズ
毎　週

秋田市外旭川字野村２０７－１
　グランパスビル　２Ｆ

毎　週
宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
８　第１日本オフィスビル７階

87人 022-224-6841

パソコン操作（エク
セル、ワード）

273人 秋田県秋田市

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3333491

総合職（技術・図面業
務：土木）［秋田市・横
手市・大仙市］

各建設現場における土木施工管理業務に従事して頂きます

＊未経験の方には丁寧に基本から教育させて頂きます。
＊未経験やブランクのある方も歓迎致します。
＊随時、各地域にて面接や会社説明会を行っております。
　予約や今後のスケジュール等はお気軽にご連絡ください。
＊就業場所は応相談させて頂きます。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　メイジン

建築施工管理技士

○公共工事・ＪＲ関連・民間建築工事の施工管理業務に従事
　していただきます。
・国、秋田県、秋田市等、公共建築物
・ＪＲ各駅、車両基地、社員住宅等建築物
・民間建築物
＊移動には自家用車を使用していただきます。
（車両借り上げ手当支給）
＊資格を取得したばかりの人でも、安心して働いていただけます。
　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

普通自動車免許（自
家用車使用）
建築施工管理技士又
は建築士のいずれか

土日祝他 株式会社　粟野工務店
毎　週

秋田県秋田市仁井田二ツ屋１丁目８
－２８

11人 018-834-3435

建築工事の施工管
理業務経験者

21人 018-836-4777

パソコン操作可能
な方
（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、Ｃ
ＡＤ）

78人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3331691

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3328291

工務≪急募≫

○現場管理、工程管理及び積算業務
・自ら予算管理をしながら、お客様のマイホーム管理を行うや
りがいのある仕事です。
　＊社用車使用（ＡＴ・ＭＴ車あり）
　＊建設業ではなく「夢や希望」を提供している「サービス業」
という精神で日々取り組んでおります。
　＊プラス思考で、チャレンジ精神旺盛な姿勢が求められま
す

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（建築士免許の有
る方優遇）

水他 株式会社　サンコーホーム
毎　週

秋田県秋田市東通８丁目１－１５

毎　週
秋田県秋田市東通８丁目１－１５

21人 018-836-4777

パソコン操作可能
な方
（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、Ｃ
ＡＤ）

78人 秋田県秋田市

78人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3330391

アフターメンテナンス
≪急募≫

○当社で建築頂いたお客様の定期点検等を行う仕事です。
＊社用車使用（ＡＴ・ＭＴ車あり）
＊建設業ではなく「夢や希望」を提供している「サービス業」と
いう精神で日々取り組んでおります。

＊プラス思考で、チャレンジ精神旺盛な姿勢が求められま
す。

＊担当エリアは秋田市内が９割程度です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（建築士免許の有
る方優遇）

水他 株式会社　サンコーホーム

設計【急募】

・お客様へのライフスタイルの提案、打ち合わせ業務
・お客様の新築住宅についてＣＡＤを使ったプレゼンテーショ
ン作成をやって頂く仕事です。

＊建設業ではなく、「夢や希望」を提供している「サービス業」
という精神で日々取り組んでおります。
＊プラス志向で、チャレンジ精神旺盛な方、歓迎致します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　サンコーホーム
毎　週

秋田県秋田市東通８丁目１－１５

21人 018-836-4777

パソコン操作可能
な方
（ワード、エクセル、
ＣＡＤ）

秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

21人 018-888-5429

・パソコンの基本操
作（ワード、エクセ
ル）ができる方
※特記事項参照

2,532人 秋田県秋田市

雇用・公災・健康・厚生
05010- 3360891

業務管理者（指導教育
責任者）

・警備業務に関する社員教育の実施
・建築、土木会社を訪問し交通誘導業務をＰＲします。又イベ
ントを主催するお客様から駐車場整理、歩行者保護の為の
誘導業務を受注してくる仕事です。　　　　　
・ルート営業の補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・転勤はなし地元勤務です。　　　　　　　　　　　　　　
＊顧客訪問がありますので、社交性が求められます。

パソコン操作（ワード、エクセル）出来る方

農林水産物の加工技
術等の普及促進に係る
業務

・加工研修室の維持管理
・加工機器使用方法の指導
・使用料の徴収
・加工技術講座研修開催時のサポート
・加工に関する相談業務等

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他

平成31年4月2日～平
成32年3月31日

15人 018-881-1877

平成31年2月13日発行（平成31年2月12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

205人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3306391

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
交通誘導２級以上
尚可
指導教育責任者資
格者（１号・２号）あ
れば尚可

日他 東アジア警備保障　有限会社　秋田
営業所その他
秋田県秋田市河辺和田字高屋敷８２
－１

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 144,800円～205,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

2人 155,250円～155,250円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時50分～15時50分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)11時10分～20時10分

月給

2人 200,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 145,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

日給（月額換算）

2人 144,000円～192,400円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 129,360円～129,360円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時30分～20時00分 就業場所

月給

1人 230,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 206,000円～216,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

3人 152,000円～167,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

時給（月額換算）

2人 155,520円～155,520円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
～平成31年4月30日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3338191

　・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）
※介護職員初任者
研修（またはホー
ムヘルパー２級）、
介護福祉士、社会
福祉士、実務者研
修あれば尚可

倉庫整理《急募》

○倉庫整理業務に従事していただきます。
＜主な業務＞
＊自転車の積み下ろし作業
・入荷してくる自転車をコンテナ、トラックから下して倉庫へ移動する
作業
・出荷する自転車をトラックへ積込み作業、または発送の準備作業
など
※短期間・短時間の就労も相談に応じます。
※大学生などの普通自動車免許の未取得者でも希望であれば相
談してください。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（倉庫間の移動で
必要）

日他 昭和　株式会社
毎　週

秋田県潟上市昭和大久保字阿弥陀
堂１００

12人 018-877-3104

不問
13人 秋田県潟上市

50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3284691

介護員（フルタイム）【正
社員】

○小規模多機能なごみでの介護業務に従事していただきます
・食事、入浴、排泄、更衣の介助
・利用者の自宅への訪問介護業務（社用車使用）
・時季に応じたイベントの開催及び準備
・状況により買い物や調理補助など付随業務
＊夜勤は月３～５回あります
（回数応相談、夜勤メインは応相談）
　夜勤は、夜・明の２勤分として扱われます。
※介護職員初任者研修未受講者は、入社後、受講していただ
　きます。研修費用、賃金保証、交通費、食費を当社負担の
　上受講できます（委細面接）。

普通自動車（ＡＴ限定
可）
介護職員初任者研修
（ヘルパー２級）以上
尚可

他 有限会社　湯の里　小規模多機能型
居宅介護事業所　なごみ毎　週
秋田県秋田市仁井田字西潟敷１２７
－２

12人 018-892-7275

不問

3人 04-7133-3361

不問
1,300人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
12080- 3987091

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3329591

営業職（秋田店）

《社会貢献性の高い地域密着型の営業のお仕事です！》
おしゃれな店舗から建設現場の仮設事務所まで、お客様の
幅広い空間ニーズに対応できるユニットハウスの販売、
レンタルの提案営業です。
・ゼネコンや官公庁等の法人のお客様への提案営業
・ユニットハウス展示場売場に来訪したお客様への対応
・現場を訪問し設置可否の判断、工事の管理など
増改築やリピートの依頼でお客様と長い付き合いになる
ことも多く、地域に密着した営業をすることができます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可能）

土日祝他 三協フロンテア　株式会社
　毎　週
千葉県柏市新十余二５

毎　週
秋田県秋田市東通８丁目１－１５

21人 018-836-4777

パソコン操作可能
な方
（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ）

78人 秋田県秋田市

170人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010-20927391

ホームアドバイザー
≪急募≫

○来場されたお客様に対し、家づくりのアドバイスを行うこと
が主な仕事です。
・パソコンによるデータ入力　・顧客管理業務
・その他、付随する業務
＊マイカー使用（手当支給）
＊建設業ではなく「夢や希望」を提供している「サービス業」と
いう精神で日々取り組んでおります。
＊プラス志向で、チャレンジ精神旺盛な方、歓迎致します。
＊業界未経験の方でも大丈夫です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）


水他 株式会社　サンコーホーム

販売スタッフ（秋田西
武）

＊デザイナー生活５０周年を迎えたユキ・トリヰのショップで、
プレタポルテのステイタスを感じさせるハイクラスなラインナッ
プの商品をお客様にお勧めし、心と心の通じ合った接客をし
ていただきます。
　大人の上品な雰囲気溢れるショップでお客様一人ひとりと
の感動体験を味わって下さい。


不問

他 株式会社　トリヰＳ＆Ｓ
毎　週

東京都中央区銀座５－７－１６
銀座トリヰビル

2人 03-3455-7091

不問

53人 0185-52-6221

不問
223人 秋田県潟上市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05020-  834391

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- 3350491

販売員（青果部）【天王
店】

◇スーパーマーケットのお仕事です。
＊青果部門にて、野菜・果物の加工・パック詰め・値付け・陳
列などの仕事をして頂きます。



※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
その他

秋田県能代市出戸本町１９－１０

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１０－２９

100人 018-823-4167

パソコン操作並びに
パソコンを使用した文
書作成（ワープロ、表
計算等）を問題なくこ
なせる方

127人 秋田県秋田市

213人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3321091

事務補助員（臨時）

○当事務所において、事務補助業務に就いていただきます。
【主な仕事内容】
・パソコンによる書類作成、書類整理。
・来客応対、電話応対等の接遇。
・配属先庶務全般。
・その他事務補助業務

不問

土日祝他 国土交通省　東北地方整備局　秋田
河川国道事務所

事務職員「アルテンハ
ウゼ」

・介護事業所における、介護保険事務
・ＰＣを使用しての文書作成
・データー活用
・受付事務
・経理事務
・外用務（社用車使用）
＊就業時間（２）の勤務が月に３回程度あります。
働き方改革関連認定企業
　【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度取得

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 医療法人　三愛会　アルテンハウゼ
手形住吉町その他
秋田県秋田市手形住吉町１－３

39人 018-874-7553

パソコン（ワード、エ
クセル）

5人 018-862-4338

パソコン操作（ワー
ド、エクセルでの
データ入力程度）

25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3282091

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3341491

事務員

○事務、経理事務全般に従事していただきます。
・パソコンで、仕入れ・売り上げの入力作業
・電話やファックスでの予約や注文確認
・店内の清掃、事務所の清掃

＊忙しいときには、厨房内のお手伝いもお願いすることが
　あります。

不問

他 株式会社　味しん
その他

秋田県秋田市山王２丁目７－１９

その他
秋田県秋田市中通４丁目１７－１５

4人 018-827-5157

不問
140人 秋田県秋田市

83人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3336291

保育士「きらきら保育園
秋田駅前」（小規模保
育事業Ａ型）

○介護付有料老人ホーム（サービス付高齢者向住宅）「さら
　さ秋田駅前」（定員４９名）に併設されている「きらきら
　保育園」での保育業務を担当していただきます。


※採用日については応相談。

保育士
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社ＪＡＷＡ秋田（きらきら保育
園　秋田駅前）

保育士（さくら保育園）

○保育士業務に従事していただきます。
・乳幼児の保育（１００名）
・清掃・洗濯等の生活全般　
・行事の準備　等
・その他、付随する業務
＊年度毎の契約更新


保育士免許

日祝他 社会福祉法人　太東会　さくら保育園
その他

秋田県秋田市桜２丁目１３－２７

81人 018-884-7377

不問

46人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3355191

他 社会福祉法人　秋田県身体障害者
福祉協会　障害者支援施設　秋田その他
秋田県秋田市下北手柳館字前田面
１３４

37人 018-831-8010

4ページ中 2ページ

平成31年2月13日発行（平成31年2月12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

就労支援員

○障害者支援施設で施設入所支援、生活介護及び就労継続支
　援を行っています。
・就労支援においては、就労作業の支援、日常や社会生活等の支
援、各種活動の支援を行います。
・利用者に関わる手続きの支援や支援記録（支援システムへの入
力）をします。
・利用者送迎支援や行事企画等を行います。社用車ＡＴ車
パソコン操作
※高齢者または障害者の支援経験あればなお良いが、未経験者で
も応募可。



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

5人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 135,000円～135,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

月給

1人 139,800円～200,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2) 6時00分～14時30分

月給

1人 251,442円～348,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 就業場所

月給

1人 251,442円～348,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 就業場所

月給

1人 251,442円～348,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 39歳以下 就業場所

月給

1人 251,442円～348,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 就業場所

月給

1人 251,442円～348,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 39歳以下 就業場所

月給

1人 145,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～17時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分
(3)13時00分～22時00分

日給（月額換算）

3人 151,200円～189,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

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

1,334人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
04010-11621691

美容師免許のある
方または
美容師免許、取得
見込み者または
通信制での免許取
得の意志のある方

Ｈ１９年６月１日以
前：普通自動車運
転免許
Ｈ１９年６月２日以
降：要中型自動車
運転免許または準
中型自動車運転免
許

配送［秋田市］

◎食品パッケージを中心とする包装資材（トレー、ラップ、ラベ
ル等）を倉庫内で箱詰めする作業と配送
・スーパーでよく手に取られる肉や魚、寿司、弁当のトレー等の
梱包作業・配送です。

※６か月毎契約更新（基準日：４／１、１０／１）

月日 株式会社　高速
毎　週

宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目４
－２０

27人 022-259-1611

15人 018-881-1877

その他
秋田県秋田市河辺和田字高屋敷８２
－１

交通誘導警備経験
者

205人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3303591

120人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3277991

交通誘導警備員（有資
格者）

【主な仕事の内容】
○秋田市を中心に道路工事、イベント、駐車場での警備を行
います。　
＊道路工事については、主に建設・土木工事現場における誘
導をします。　　　　　　　　　　　　
＊慣れるまでは、ベテラン隊員との複数体制で行います。
＊アルバイト就労も相談に応じます。

交通誘導警備２級
以上
普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

日他 東アジア警備保障　有限会社　秋田
営業所

フロント・予約係

・チェックイン及びチェックアウトの接客、精算
・電話やインターネットからの予約受付
・売店やラウンジの補助業務
・その他、付随する業務


　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
その他

秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

120人 018-833-7171

不問

25人 022-266-5802

不問
4,500人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-11418891

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-11379891

店舗一般職［レストラン
ラパ／秋田駅前店］

ラパウザにおいて、接客、調理業務をお願いします。


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

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部
その他

宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

その他
宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

25人 022-266-5802

不問
9,200人 秋田県秋田市

9,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-11362291

店長候補［居酒屋　和
処暖／秋田大学病院前
店］

暖やにおいて接客、調理を中心にアルバイトの採用教育や店
舗マネジメント全般をお願いします


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

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部

店舗一般職［居酒屋
寧／秋田駅前店］

多種多様な創作和食をお召し上がりいただく居酒屋
『寧々家』です。
接客を中心にお願いします。

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

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部
その他

宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

25人 022-266-5802

不問

25人 022-266-5802

不問
9,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-11332091

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-11327991

店長候補［カラオケ　時
／秋田駅前店］

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


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

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部
その他

宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

その他
宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

25人 022-266-5802

不問
9,200人 秋田県秋田市

46人 秋田県秋田市
平成31年3月1日～平成
32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3356091

店長候補［レストラン　ラ
パ／秋田駅前店］

『ラパウザ』において接客と調理を中心に、アルバイトの採用教
育や店舗マネジメント全般をお願いします。


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

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部

調理員（フルタイム）

・給食提供業務（食材の検収、下処理、調理、盛り付け、配膳、
食器・調理器具・厨房内の清掃等）の全般を分担して行いま
す。

・給食委員会に配属し、利用者の食事状況を把握して日々の
食生活が充実し楽しくなるよう業務にあたります。

・行事担当に配属し、企画運営を行います。

不問

他 社会福祉法人　秋田県身体障害者福
祉協会　障害者支援施設　秋田ワーその他
秋田県秋田市下北手柳館字前田面１
３４

37人 018-831-8010

パソコン操作
※調理経験（福祉施
設等）があればなお
良いが、未経験者で
も可。

不問
52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- 3323691

4人

調理員

・保育所の給食とおやつの調理及び盛付けと配膳
・食器の洗浄及び厨房の清掃
・２～３名体制の業務となります。

＊平成３０年４月開園した「わかこま第二保育園」の人員募集
です。園児定員９０名です。栄養士も配属されていますので、
調理員として働いていただく予定です。

＊雇用期間は、１年更新となります。

不問

土日祝 社会福祉法人　若駒会
毎　週

秋田県秋田市山王２丁目１－２１

22人 018-862-0266

美容師（ＣＲＥＯ）

7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3334791

月他 ＰＥＣＯＴ株式会社（ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ
ＣＲＥＯ・ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＡＰＯＬＬＯ）その他
秋田県秋田市御野場新町４丁目１－
１１

○「ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＣＲＥＯ」にて美容師業務全般に就いてい
ただきます。

・シャンプー、パーマ、カラー、カット、ヘアエステ等
・ホームケアの指導

＊就業時間：（１）平日（２）土・日・祝日

018-893-3571

平成31年2月13日発行（平成31年2月12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

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

3人 146,880円～183,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 162,000円～172,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 133,574円～133,574円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 134,589円～134,589円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

3人 134,000円～134,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 176,000円～330,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 165,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 195,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 160,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 190,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 130,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

配送員

・顧客への事務機器、家具等の配送（全県、２ｔ車まで）


＊その他付随する業務あり

＊シフトによる週休二日制

【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

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　金圓

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3317491

毎　週
秋田県秋田市山王５丁目１２－２１

4ページ中 4ページ

12人 018-862-5371

不問
14人

平成31年2月13日発行（平成31年2月12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

交通誘導警備員

【主な仕事の内容】
○秋田市を中心に道路工事、イベント、駐車場での警備を行
います。　
＊道路工事については、主に建設・土木工事現場における誘
導をします。　　　　　　　　　　　　
＊慣れるまでは、ベテラン隊員との複数体制で行います。
＊未経験でも安心して働けます。
＊資格取得は入社後でも可能です。
＊アルバイト就労も相談に応じます。 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3304191

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 東アジア警備保障　有限会社　秋田
営業所その他
秋田県秋田市河辺和田字高屋敷８２
－１

15人 018-881-1877

15人 018-881-1877

不問

不問
205人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 秋田県果樹試験場

列車見張員

○ＪＲ近接工事等における列車見張員の業務に従事してい
ただきます。
・列車の確認　・列車の有無の連絡

＊現場は秋田市近郊
＊１～２人での勤務となります


不問

日他 東アジア警備保障　有限会社　秋田
営業所その他
秋田県秋田市河辺和田字高屋敷８２
－１

不問
40人 秋田県横手市

205人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3305091

ほ場管理業務補助【天
王分場】

◎ほ場の管理補助業務全般
・なし、ぶどう等の栽培管理
・果樹の収穫作業、出荷時の梱包作業等
・ほ場の清掃、片付け作業等

◆募集期間の締切は
　３／５日（火）の正午まで書類必着のこと。
◆雇用期間は、９月１１日から更新して最大でも平成３１年１
２月１０日までとなります。

秋田県果樹試験場
毎　週

秋田県横手市平鹿町醍醐字街道下
６５

毎　週
秋田県横手市平鹿町醍醐字街道下
６５

9人 0182-25-4224

平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05060- 1025591

平成31年3月11日～平
成31年9月10日 雇用・労災・健康・厚生

05060- 1024291

試験研究補助【天王分
場】

◎試験研究の補助業務全般
　屋外作業はナシ、ブドウ等の栽培管理、屋内作業は事務処
理等がありますが、屋外作業の占める割合が大きくなりま
す。
・果樹の調査補助、データ入力集計作業
＊パソコン操作（ワープロ、エクセル程度）が必要
・試験圃場での栽培管理
◆募集期間の締切は、
　３月１８日（月）の正午まで書類必着のこと。
◆雇用期間の契約更新については６ヶ月毎を予定。

不問

土日祝他

21人 018-855-1222

不問

9人 0182-25-4224

不問
40人 秋田県潟上市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
塗装技能士等の資
格者優遇

日他 株式会社　刀根商店

食品製造工


・食品加工作業
　リンゴ・野菜・山菜等の皮むき、カット、リンゴの煮沸等
　の作業
・乾燥作業


＊少ない人数なのでみんなで協力しながら作業を行います。

不問

日祝他 株式会社　木村食品工業　五城目工
場その他
秋田県南秋田郡五城目町字羽黒前
９６－３

塗装工の経験があ
る方

15人 秋田県秋田市

351人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3296891

塗装工

○大手ゼネコン、ハウスメーカー、工務店や秋田県、秋田市
　等から受注した塗装工事の施工に従事していただきます。
・秋田県全域、社用車あり。（現場によっては直行直帰の場
　合あり）
・冬期間は塗装の仕事は半減しますが、除雪作業（市からの
委託）等にも従事していただきます。



株式会社　リーテックス
その他

秋田県秋田市下浜桂根字浜田８５－
８

その他
秋田県秋田市中通５丁目９－２９

15人 018-832-2502

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3311591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3294491

クレーン付大型トラック
または大型ダンプ運転
手

○クレーン付大型トラック、もしくは深ダンプで、県内の顧客か
ら鉄スクラップを自社に搬送する業務に従事していただきま
す。

大型自動車運転免
許・小型移動式ク
レーン免許
玉掛技能資格

日祝他

12人 018-823-1727

不問

35人 018-881-5411

不問
47人 秋田県秋田市

車両系建設機械
（解体）

日祝他 株式会社　リーテックス

トラック運転手兼セメン
ト作業、配達用員

・フレコン作業と配達
・火薬（２人１組で作業）配達（資格不要）
・トンパック（袋セメント）の配達

＊作業着貸与
＊配達は秋田県内

大型自動車免許

日祝他 株式会社　男鹿トラック
その他

秋田県秋田市八橋南１丁目１２－２３

重機オペレーター
経験

47人 秋田県秋田市

23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3346191

重機オペレーター

○重機オペレータ業務に従事していただきます。
・廃自動車解体作業
・金属スクラッププレス

有限会社　インテリア・バリアフリー
アートその他
秋田県秋田市新屋渋谷町１－３８

その他
秋田県秋田市下浜桂根字浜田８５－
８

35人 018-881-5411

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3298591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3309491

内装工

○一般住宅のクロスを貼る工事作業を担当していただきま
　す。
・一般住宅、賃貸マンション、アパート等のクロス張替工事
・その他、内装工事の補助業務

＊現場には社用車（ＡＴ車）で向かいます。
＊主に秋田市周辺での作業となります。

＊未経験者の方にも丁寧に教えます。　　　　　

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他

隔　週
秋田市外旭川八柳３丁目１４－５０

9人 018-868-1018

不問

2人 018-827-6481

不問
7人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3332991

住宅用給湯器等販売
修理

○一般住宅の住宅設備、リフォームに関する業務
・給湯器、住宅設備機器（水栓、換気扇、エアコン、キッチン、
トイレ）交換工事、修理など
・お客様へ住宅リフォームの提案
＊今は経験が少ない方も「頑張りたい！住まいの仕事が好
き！」という方はイチからしっかり育てていく方針です。
　当社に届く依頼はトラブルで困っているお客様からのものば
かりなので人の役に立つ仕事ができ、作業完了時に「ありが
とう」と感謝される言葉で頑張る力が湧いてきます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）　＊
社有車（ＭＴ）使用

日祝他 株式会社　アキオン



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 180,000円～400,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時30分 就業場所

月給

1人 170,000円～305,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 190,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 143,000円～165,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 170,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時45分 就業場所

日給（月額換算）

2人 164,000円～205,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 130,200円～130,200円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 236,240円～433,300円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時00分

月給

1人 131,350円～131,350円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時00分 就業場所
(2)11時20分～19時50分

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3425591

その他
秋田県秋田市御所野下堤３丁目２－
３

4人 018-827-5636

不問
10人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3387291

和洋菓子の販売

○西武秋田店において、和洋菓子の販売業務に従事してい
ただきます。
・品出し
・レジ業務
・商品管理
・清掃
・その他付随する業務

不問

他 株式会社　ゆう幸

自動車の登録業務

・登録書類作成
・陸運事務所に行って登録を行う
・他、付随する業務

※外出業務には社用車を使用していただきます（ＡＴ車）。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 秋田県中古自動車販売商工組合
その他

秋田県秋田市御所野湯本１丁目１－
１

8人 018-839-6311

パソコン基本操作

3人 022-797-7191

不問（未経験者歓
迎）

52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-11810891

平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 3439991

施工管理補助（電気設
備課）［秋田県］

未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（電気設備）に従事して頂きま
す。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（エクセル・ワード）し、書類の作成
・施工担当への指示出し及び進行状況等の確認等
※配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致しま
す。
※未経験の方でも安心して頂ける環境づくりを心がけており
ます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　オンサイト
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０
－３３　第２日本オフィスビル７階

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

10人 018-888-5803

＊パソコン（ワー
ド、エクセル）操作
のできる方

3,496人 秋田県秋田市

124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- 3421491

一般事務補助（臨時職
員）「秋田市太平山自
然学習センター」

○秋田市太平山自然学習センターにて、窓口受付及び事務
補助に従事していただきます。

・電話応対、窓口対応
・センターの事務補助（パソコン入力等）
・一般利用全般（受付け、事前打ち合わせ、利用対応等）
・その他、付随する業務


不問

他 秋田市教育委員会

行政事務支援業務

○行政事務の支援業務に従事していただきます。
・特殊車両の通行申請の受付、許可の業務
・資料の作成、整理
・その他、付随する業務

＊専用のパソコンを使っての業務となります。
＊雇用期間終了後は、年度更新となります。（条件あり）
＊無期雇用及び社員登用有り（条件あり）

不問

土日祝他 株式会社　シビル設計　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目４－３１

8人 018-883-0183

パソコン操作（エク
セル・ワード）

18人 018-825-5111

・パソコン操作（エクセ
ル・ワード）できる方
（生保販売業務経験
者歓迎）

46人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3403691

平成31年4月1日～平
成32年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3441291

内務、窓口業務（秋田
店）

○生命保険・損害保険のコンサルティング、設計、提案、販
売、書類作成等を行います。

＊まれに社用車（ＡＴ車）使用する場合があります。　

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ミナミ保険
毎　週

秋田県秋田市東通仲町５－２

毎　週
秋田県秋田市山王六丁目２番７号

4人 018-862-3770

パソコン（ワード・エ
クセル）のできる方

4人 秋田県秋田市

23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3401091

一般事務
○次のような一般事務に従事していただきます。
・市民からの問い合わせ対応
・弁護士会の法律相談センター等で実施する相談の電話受付および
案内
・弁護士会内の各種委員会の配布資料の作成補助及び整理
・弁護士会企画の講演会等の準備作業
・弁護士会の会計処理補助
・パソコン操作
・他に（公財）日弁連交通事故相談センター秋田県支部、
　秋田弁護士協同組合等の補助事務があります。
【産休・育休代替の求人です】

不問

土日祝他 秋田弁護士会

高等学校教諭

○秋田クラーク高等学院での業務を担当していただきます。
・教科指導
・進路指導
・教務
・広報活動

高校教員免許（情
報）

日祝他 株式会社　寺小屋義塾
その他

秋田県秋田市泉北１丁目１２－３１

21人 018-864-1369

不問

石田歯科医院
その他

秋田県秋田市南通亀の町５－７

4人 018-832-5482

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・財形
05010- 3410391

橋梁の補修・設計・点
検・診断業務

○橋梁の調査、補修補強設計の業務を担当して頂きます。
【主な業務】
　・橋の現地調査
　・調査に基づき橋の補修補強設及び図面作成
　（ＣＡＤを使用。主にＶ－ｎａｓ）
　・報告書作成（ワード、エクセル等を使用）
＊最初は補助業務から行って頂きます。
※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

歯科衛生士

○歯科衛生士業務全般を担当していただきます。
・アシスタント業務
・機械・器具の消毒
・受付業務
・その他、付随する業務

＊未経験者歓迎
＊業務については、丁寧に指導します。
＊アットホームな職場です。

歯科衛生士

日祝他

9人 018-827-3175

平成31年2月14日発行（平成31年2月13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

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）＊技術士（建
設部門／鋼構造及び
コンクリート）＊ＲＣＣ
Ｍ（鋼構造及びコンク
リート）
＊コンクリート診断士
※３つの内いずれか
の資格をお持ちの方

33人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3446691

日祝他 株式会社　フルテック　秋田支店
その他

秋田県秋田市中通７丁目２－２０　２
Ｆ－１

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 162,000円～189,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2) 7時00分～15時00分
(3)11時30分～19時30分

月給

1人 157,000円～157,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 7時30分～16時30分
(3) 9時30分～18時30分

月給

1人 150,000円～265,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 139,400円～139,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2) 6時00分～15時00分
(3) 9時00分～18時00分

月給

1人 165,000円～198,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時30分～14時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

月給

1人 150,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 125,000円～135,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 6時30分～15時30分

月給

2人 190,000円～225,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

2人 210,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 209,000円～251,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 171,200円～215,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時20分～17時00分
(3) 8時00分～12時00分

94人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3419091

商品管理・配送業務

○１ｔ、２ｔトラックのマニュアル車で商品の配達業務
（秋田市近郊から象潟、湯沢市方面など）
・商品は主に４ｍ管（鉄管・ビニール管）と上下水道管材、
　ボイラーや流し台など住宅設備機器
・お客様は水道工事店や建設工事に携わる得意先で、配達先
　はその事業所や指定される現場など
・社内倉庫業務。取り次ぎする商品や在庫商品の整理整頓、
　棚入れ作業など。
＊経験を積んでいただいたあと、ルート営業登用の可能性がありま
す。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 藤村機器株式会社　秋田営業所
隔　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－１３１

7人 018-888-8095

不問

300人 018-874-7622
電気ｏｒ設備全般の
管理経験５年以上
（管理経験の経歴
証明が取れるこ
と。）

24,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3418191

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3382691

電気保安管理従事者

○当社受託の各受変電設備の巡回保安管理業務、報告書
作成、不具合時の漏電等トラブル時の対応が主な業務です。
電気保安業務の立上げ申請に係る付帯業務も含まれます。

＊移動は社用車使用


＊第３種電気主任
技術者
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

その他
秋田県秋田市仁井田新田１丁目１５
－４６

5人 018-839-3713

不問
5人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3402391

アルミサッシ、スチール
サッシ等の金物工事取
付及び溶接

○アルミサッシ、スチールサッシ等の金物工事。取付及び溶
接、販売あり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊アルミサッシ、ドア、スチールサッシ、ドア及び金物工事　一
式（未経験者は作業時の手伝い作業。）。
＊現場片付け等、雑務あり
＊現場は主に秋田県内（県外もあり）
＊社用車で現場に向かいます


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　角田サッシ工業

技術職

○ご依頼いただいた一般家庭のお宅のボイラー給湯器を交
換・修理を行う技術職です。

＊一度身に付けた技術で長く続けられる職種です。

＊未経験でもメーカー等の研修で知識・資格を取得すること
ができます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　秋田風呂商会
その他

秋田県秋田市八橋イサノ２丁目　６
－３１

3人 018-824-3110

不問

42人 018-868-3400

不問
42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- 3445391

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3386891

幼稚園バス運転手

○幼稚園バス運転手業務に従事していただきます。
・園児（主に０歳～６歳児）の送迎
・園行事及び用務に関わる運転
・施設保守・雑務　など



＊契約期間：１年毎の契約更新予定（条件あり）


大型１種免許

土日祝 学校法人　外旭川学園
毎　週

秋田県秋田市外旭川字梶ノ目５３４

その他
秋田県秋田市寺内字三千刈１１０－
１

52人 018-888-3500

不問
54人 秋田県秋田市

15,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3399391

製本オペレーター

・製本機械のオペレーターとして、主に断裁機の操作を行っ
　ていただきます。

不問

日祝他 秋田活版印刷　株式会社

調理員（ショートステイ
あらや）

・福祉施設（ショートステイ）において、調理業務全般に従事し
て頂きます。
・食材の下処理
・調理、盛付
・配膳
・厨房内の清掃等

・約３０食程度、提供しております。

不問

他 株式会社　メフォス　東北事業部秋
田支店その他
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバースビル６Ｆ

4人 018-888-1333

不問

45人 018-862-3267

不問
200人 秋田県秋田市

平成31年3月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3379291

雇用・労災・健康・財形
05010- 3404991

調理員（臨時職員）

〇老人ホーム入所者の給食調理業務全般に従事していただ
きます。

・献立に基づき、個々の入所者に応じた調理を行います。
・約１００人分の昼食・夕食を調理員５～６人体制で行いま
す。
・食器洗いも行います。

※平成３１年４月１日以降は６か月更新となります。

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

その他
秋田県秋田市南通亀の町５－７

4人 018-832-5482

不問
4人 秋田県秋田市

13人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3423891

歯科助手兼受付

○歯科助手兼受付業務全般を担当していただきます。
・アシスタント業務
・機械・器具の消毒
・受付業務
・その他、付随する業務

＊未経験者歓迎
＊業務については、丁寧に指導します。
＊アットホームな職場です。

不問

日祝他 石田歯科医院

訪問介護員

○介護を必要としている方の自宅を訪問し、ケアプランに
　添った生活援助及び身体介護サービス業務等に従事して
　いただきます。
・主に、五城目、八郎潟、井川、潟上を中心に業務を行い
　ます。

＊社用車あり（軽自動車：ＡＴ）
＊就業時間は（１）がメインです。

日他 合同会社　春風
毎　週

秋田県南秋田郡五城目町字下タ町８
－１

13人 018-854-4030

不問
172人 秋田県秋田市

介護福祉士　
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）の方は相談可

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3414791

介護福祉士又は
ホームヘルパー２
級以上又は介護職
員初任者研修修了
者

他 株式会社　フォーエバー
毎　週

秋田県秋田市新屋大川町１８－７

30人 018-828-1850

2ページ中 2ページ

平成31年2月14日発行（平成31年2月13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「ほのか」

○施設利用者の介護業務全般を担当していただきます。
・食事介護
・入浴、排泄介助
・見守り　等
・多少の事務処理（個人の記録等）あり
＊５０名の入居者を３名に１名の割合のスタッフが対応。
＊長く勤務していただける方希望。
＊未経験の方、歓迎します。
＊マンツーマンで親切で、丁寧な指導いたします。
＊夜勤あり（月５回程度）３名体制



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 198,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

3人 204,000円～274,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

日給（月額換算）

1人 134,890円～134,890円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 200,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 130,000円～145,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時20分～13時30分 就業場所
(2) 7時50分～16時00分
(3)11時20分～19時30分

月給

1人 198,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 147,000円～147,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 145,200円～211,200円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

月給

3人 122,000円～122,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

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

介護施設又は一般
企業における管理
職経験

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3450591

不問

他 カインドスタイル　株式会社
その他

秋田県秋田市泉東町１０－２９

8人 018-853-1255

平成31年2月15日発行（平成31年2月14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

管理者【候補】（デイサ
ロン　リ・ライフ）

＊２０１５年３月１日に大きな古民家を活用した小規模デイ
　サービス「リ・ライフ」をオープンしました。
「ご利用者様第一主義」「大型施設ではできない密な関わり
　と個別ケア」「ご自宅と同じような環境の下、実の家族の
　ように接する温かなサービス」を経営理念とした当施設にお
いて、法人代表者の右腕として施設全般の運営、管理をして
いただきます。

歯科クリニック運営ス
タッフ
（マネージャー）

○クリニックを円滑に運営するマネージャーを担当していただきま
す。
・現場での診療状況のコントロール
・院内で働くスタッフのサポートや意見調整
・人員体制の調整
・施設管理（クリニック内外の清掃・整備）
・機械の整備や簡単な修理
・診療材料の管理
・患者さんからの問合せへの対応
・経営データに基づく施策実施プランニング
・エクセルやワードによる表・計算や文書の作成

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 医療法人　東京堂　港町歯科クリニッ
ク毎　週
秋田県秋田市土崎港中央３丁目５－
４０

23人 018-857-1040

不問
23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3527991

作物部臨時職員（研究
補助）

　○イネサンプリング
  ○サンプル調査・サンプル粉砕
　○分析補助、器具洗浄
　○イネ種子脱穀
　○その他、試験栽培等に係る補助

＊ほ場での作業もあります


不問

土日祝他 秋田県農業試験場
毎　週

秋田県秋田市雄和相川字源八沢３４
－１

110人 018-881-3330

不問
110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・健康・厚生

05010- 3508391

看護師または准看護師

　整形外科医院での看護業務

　・注射、採血等医師の指示による医療行為
　・医療機器の準備等
　　　　　　　　　　　　　　　


看護師または准看
護師免許

日祝他 能登谷整形外科医院
な　し

秋田県秋田市泉東町８－５９

16人 018-868-3311

不問
16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3461391

栄養士・調理師又は調
理員　　（杉山病院）

○入院患者の調理業務に従事していただきます。
（患者約１８０食）
・朝食、昼食、夕食の調理業務
・管理栄養士５名、栄養士３名、調理師９名
（ほかに調理補助の職員がいます。）
※就業時間（４）１０：２０～１８：３０
　就業時間（１）～（４）のシフト制
働き方改革関連認定企業
【くるみん】【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

不問

他 医療法人　仁政会　杉山病院
毎　週

秋田県潟上市昭和大久保字北野出
戸道脇４１

245人 018-877-6141

不問
372人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3501491

生活相談員（デイサロ
ン　リ・ライフ）

＊２０１５年３月１日に大きな古民家を活用した小規模デイ
　サービス「リ・ライフ」をオープンしました。
　「ご利用者様第一主義」「大型施設ではできない密な関わ
　りを個別ケア」「ご自宅と同じような環境の下、実の家族
　のように接する温かなサービス」を経営理念とした当施設に
おいて、管理者と協動して業務を行っていただきます。
・ケアマネージャーやご家族様との連絡調整
・ご利用者様の生活相談業務
・高齢者の身の回りのお世話や家事全般といった介護業務

社会福祉士、社会
福祉主事任用、ケ
アマネージャーの
いずれか

他 カインドスタイル　株式会社
その他

秋田県秋田市泉東町１０－２９

8人 018-853-1255

介護施設における
生活相談業務

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3451191

保育士

○保育士業務全般を担当していただきます。
・園児１２０名に対し、保育士２５名です。

＊平成３１年４月１日採用予定


保育士

日祝他 社会福祉法人　大空会　上北手保育
園その他
秋田市上北手猿田字苗代沢８７－６

27人 018-839-3595

不問
27人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3506191

企画プロモーション

・新規事業の企画やイベント企画及びプロモーション
・秋田ケーブルテレビのサービス媒体（放送、通信、映像）に
よる企業への広告提案等

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　秋田ケーブルテレビ
毎　週

秋田県秋田市八橋南一丁目１－３

83人 018-865-5141

基本的なパソコン
操作

83人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3459291

商品管理及び事務

・商品の入荷、出荷処理　等
・納品書、請求書の発行

＊納品書等の書類を作成するため、パソコン操作（エクセル・
ワード）が出来る方
＊１０ｋｇ～２０ｋｇ程度の荷物の運搬があります。

＊社用車あり（年数回学校に出向く用務有り。）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 秋田協同書籍　株式会社
その他

秋田県秋田市卸町３丁目７－２

22人 018-862-8311
パソコン操作（エク
セル、ワード）でき
る方
文書作成、表計算
できる方

29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3480791

受付及び軽作業（フィー
ルドアスレチック）

○フィールドアスレチック場及びキャンプ場の窓口業務に従
事していただきます。
・主に利用受付、電話対応、園内の清掃などの軽作業等

※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 一般財団法人　秋田県総合公社
毎　週

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４－６


15人 018-896-7100

接客経験のある方
151人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成31年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3456491

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

1人 133,574円～133,574円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

3人 140,000円～140,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 144,200円～199,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

2人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 131,440円～131,440円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

1人 163,800円～191,900円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 142,647円～142,647円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 就業場所

時給（月額換算）

1人 132,440円～137,600円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

2人 176,953円～197,778円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 145,040円～259,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)16時00分～ 0時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)13時00分～23時00分 就業場所

4ページ中 2ページ

平成31年2月15日発行（平成31年2月14日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

一般事務補助

○一般事務補助業務に従事していただきます。
・パソコン操作、入力、資料作成
・電話応対、来客の取り次ぎ、湯茶準備
・各種システム入力
・その他、行政事務の補助

＊専用システム等の操作方法は指導します。

平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 3458891

不問

土日祝他 秋田県建設部　建設政策課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番１号

15人 018-860-2411

189人 018-872-1500

・パソコン操作（Ｗｏ
ｒｄ、Ｅｘｃｅｌ等）

パソコンの一般的
な操作

3,500人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 東京航空局　秋田空港・航空路監視
レーダー事務所

大学一般事務

○大学に関する事務を行っていただきます。
・教育及び学生支援に関する事務
・地域貢献・研究支援に関する事務
・入試に関する事務
・財務・会計に関する事務
・勤怠管理・福利厚生に関する事務
・事務用品の調達・管理等の事務
・その他、各種データ入力・予算管理・資料作成及び
　電話応対・来客応対など

不問

土日祝他 秋田県立大学事務局
毎　週

秋田県秋田市下新城中野字街道端
西２４１－４３８

ワードによる文書
作成、エクセル表
計算ができること。

1,860人 秋田県秋田市

459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- 3463991

一般事務補助（期間業
務職員）

○一般事務補助として従事していただきます。
・事務補助（文書作成、表入力等）
・郵便物の収受、発送
・接遇（来客、電話対応等）
・その他職員の指示による作業
＊採用日：平成３１年４月１日の予定
※書類選考等について
書類選考通過者には、３月８日（金）までに電話で面接日をご連絡し
ます。
※応募者多数の場合は、紹介期限を待たずに応募書類の受付を締
切る場合があります。

秋田県立大学事務局
毎　週

秋田県秋田市下新城中野字街道端
西２４１－４３８

毎　週
秋田市雄和椿川字山籠４９

23人 018-886-3161

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- 3466891

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- 3465791

実験補助

○本学の生物資源科学部応用生物科学科もしくは生物生産科学科
において、次の業務に従事していただきます。
・学生実験の準備（器具や試薬等）
・学生実験（授業）の補助
・実験器具洗浄及び機器の管理
・実験関連予算の管理
・その他付随する業務
＊ブランクのある方や専門以外の部分に関しては、丁寧に指導致し
ます。
＊授業補助として講義にも参加、やりがいのある仕事です。

不問

土日祝他

19人 018-888-5429

パソコン操作等の
できる方
（ワード、エクセル
等）

189人 018-872-1500

パソコン操作（ワード・
エクセル等）
理化学的実験の手法
を学んだことのある方

469人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
簿記３級以上（主催
団体不問）

土日他 社会福祉法人　秋田旭川福祉会　明
成園

事務補助（千秋美術
館・臨時職員）

○「秋田市立千秋美術館」での事務補助を担当
・書類整理、電話対応等
・展示室内の看視等
・その他、付随する業務

＊年度毎又は６ヶ月毎の更新予定あり

＊勤続勤務１２ヶ月経過後、１ヶ月の雇用中断があります。

不問

他 秋田市役所
その他

秋田県秋田市山王１丁目１－１

パソコン操作（ワー
ド、エクセル、一太
郎）ができる方
経理事務経験者

21人 秋田県秋田市

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

05010- 3492191

経理

（１）社会福祉法人全般の経理関係事務
（２）当園を利用されている障害者の就労支援事業関係事務
（３）当園事務局の庶務的業務
　　　（電話応対、来客応対、郵便物の受発送業務）

有限会社　平泉菓子本舗
毎　週

秋田県能代市二ツ井町字太田面２６
－５

毎　週
秋田県秋田市添川字地ノ内１０－１

21人 018-868-4868

雇用・労災・健康・厚生
05020-  842391

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3504291

販売員

◆秋田店Ｋｏｎｄｉｔｏｒｅｉ・Ｊｉｎ（コンディトライ・　ジン）において店
頭での販売業務に従事して頂きます。
　◎洋菓子の販売・レジ・包装・商品の陳列。
　◎接客及び電話対応等。

※就業時間は９：００～２０：００の間の８時間のシフト制。

※面接時には、ハローワークの紹介状と履歴書及び職務経
歴書を持参して下さい。

不問

火他

0人 018-834-8371

不問

6人 0185-73-2605

不問
7人 秋田県秋田市

介護福祉士（必須）
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 社会福祉法人　憲寿会　介護老人保
健施設　千秋苑

給油業務「天王給油
所」

【平成３１年４月～新体制スタートに向けた募集です！！】
○ガソリンスタンドでの給油業務に従事していただきます。
・料金精算業務
・スタンド内の清掃業務
・稀に自動車を移動することも有り得る
＊ノルマはありません。
＊未経験者の方にはスタッフがサポートいたします。
※採用日は平成３１年４月１日を予定しております。
※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

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　ＪＡ新あきたライフサービ
スその他
秋田県秋田市広面字土手下１０８番
地１

不問
90人 秋田県秋田市

56人 秋田県潟上市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3470691

通所リハビリテーション
介護職員

○介護老人保健施設における、通所リハビリ利用者の介護
　業務に従事していただきます。
・食事介助、入浴介助、排泄の介助、カルテ記入、記録等の
　パソコン入力、レクリエーション　等
・その他、付随する業務
＊軽自動車運転（ＡＴ限定可）による送迎
＊利用者：３０名
＊レクリエーションは、リハビリ的要素が多い。
＊直ぐ働ける人を希望します。
＊資格取得への支援制度あり

有限会社　都観光
な　し

秋田県秋田市大町４丁目１－１４

その他
秋田県秋田市外旭川字神田５９２

90人 018-868-1355

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3469191

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3474891

調理員

○飲食店（居酒屋「野鳥都」（秋田市大町４丁目））に
　おいて調理業務に従事していただきます。

＊仕入、焼き物、煮物、揚げ物、盛り付け等の業務もあり
　ます。

＊ホール業務のヘルプもあります。
　
※制服貸与します。

不問

月他

その他
秋田県秋田市大町５丁目４－１５
フェニックスビル１Ｆ

8人 018-824-1386

飲食店勤務経験者

5人 018-824-0709

不問
5人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3460091

飲食店ホール・調理補
助

○日本料理店（天ぷら店：座席数４８席）でのホール・接客全
般
・２～４人のスタッフでホール接客
・お客様への案内、片付け　など
・和食・天ぷら・串揚げ店での仕込み、調理全般
・飲食店業務に係わる準備、営業等

調理師免許

日祝他 株式会社　醍醐



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

年俸（月額換算）

1人 180,200円～180,200円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時30分～21時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 127,425円～127,425円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 0時00分～ 9時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 127,425円～127,425円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 161,298円～161,298円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 161,298円～161,298円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 177,427円～177,427円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 0時00分～ 9時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 187,850円～187,850円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 7時30分～16時40分 就業場所
(2)18時00分～ 3時10分

日給（月額換算）

1人 176,000円～176,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～17時00分 就業場所

月給

1人 130,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 198,050円～198,050円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)11時00分～19時20分 就業場所
(2) 0時00分～ 8時20分

平成31年2月15日発行（平成31年2月14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

寮務社員

○寮務業務に従事していただきます。
・寮にて朝夕２回の食事提供（１０～２０人程度）
・清掃業務
・寮管理（修繕及び点検の立会、来客者応対等）
＊寮に住み込みのできる方
＊当初は慣れていただく為、２人体制の寮へ配置します。
（秋田市、横手市、能代市のいづれか）　
　詳細は面接時に説明します。

不問

他 株式会社　エルタス東北　秋田営業
所毎　週
秋田県秋田市中通２－３－３７　東北
電力株式会社　秋田電力センター別

59人 018-835-8850

不問
638人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3502791

冷凍食品製造作業（０：
００～９：００）

・冷凍食品製造における調理作業全般（肉魚、野菜の下ごし
らえ、揚物）
・その他付随する業務
＊冷凍庫内での作業ではありません。
＊立作業となります。
＊作業服は貸与します。

※６ケ月毎の更新の可能性あり

不問

土日他 フジフーズ株式会社　秋田工場
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

不問
8,500人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3514591

冷凍食品製造作業（８：
００～１７：００）

・冷凍食品製造における調理作業全般（肉魚、野菜の下ごし
らえ、揚物）
・その他付随する業務

＊冷凍庫内での作業ではありません。
＊立作業となります。
＊作業服は貸与します。

※６ケ月毎の更新の可能性あり

不問

土日他 フジフーズ株式会社　秋田工場
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

不問
8,500人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3515191

冷凍食品の調理
（１０：００～１９：００）

○冷凍食品製造に関する調理作業全般（肉魚、野菜下ごしら
え、揚物、焼物、煮物の補助作業

＊立作業となります。
＊作業服は貸与します。
＊冷凍庫内の作業はありません。

不問

土日他 フジフーズ株式会社　秋田工場
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

不問
8,500人 秋田県秋田市

～平成31年4月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3520891

冷凍食品の調理
（８：００～１７：００）

○冷凍食品製造に関する調理作業全般（肉魚、野菜下ごしら
え、揚物、焼物、煮物の補助作業）

＊立作業となります。
＊作業服は貸与します。
＊冷凍庫内の作業はありません。

不問

土日他 フジフーズ株式会社　秋田工場
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

不問
8,500人 秋田県秋田市

～平成31年4月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3522591

冷凍食品の調理
（０：００～９：００）

○冷凍食品製造に関する調理作業全般（肉魚、野菜下ごしら
え、揚物、焼物、煮物の補助作業）

＊立作業となります。
＊作業服は貸与します。
＊冷凍庫内の作業はありません。

不問

土日他 フジフーズ株式会社　秋田工場
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

不問
8,500人 秋田県秋田市

～平成31年4月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3523191

フォークリフトオペレー
ター

○フォークリフトを使用しての倉庫内業務全般を担当していた
だきます。
・一部ピッキング作業、廃家電の仕分け業務あり。
・その他付随する業務
＊若手から３５年勤続社員まで幅広い仲間が働く風通しの良
い職場です。
＊日本通運グループ会社として社内指導員制度が整ってお
り、運転知識、技術もしっかりサポートします。
＊正規社員登用制度あり。

フォークリフト運転
技能講習修了者

他 日通秋田運輸　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港穀保町１３０番
３８

91人 018-816-0040

不問
127人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3483591

ボイラー運転監視、日
常点検業務

○基地におけるボイラー設置の運転監視と日常の点検を担
当していただきます。
　慣れるまでは隊員と一緒に点検などを行っていただきます。
・ボイラーの運転および監視業務
・ボイラーの日常点検およびメンテナンス
・ボイラー室内の清掃　等
＊作業着貸与
＊採用は３１年４月１日を予定
　（状況によっては変更の場合も有り得る）

ボイラー技士２級
以上

土日祝他 航空自衛隊秋田救難隊
毎　週

秋田県秋田市雄和椿川字山籠２３－
２６

15人 018-886-3320

ボイラー技士として
の勤務年数１年以
上

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- 3524091

配送作業

・医療機関等への配送業務及び検収作業（納品書に基づく配
達先でのチェック）、倉庫作業（ラベル貼り等）
・配送エリアは主に秋田市内です。１日に６件程度（同一先に
２回配達することもあります）。
＊社用車使用（２ｔトラックまたはハイエース）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 株式会社　秋田医科器械店
毎　週

秋田市仁井田字中谷地１３０－２

25人 018-839-3551

不問
54人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3455991

配送運転手（３ｔ）

○３ｔ保冷車によるコンビニ商品の秋田県内ルート配送業務
に従事していただきます。

＊若手から３５年勤続社員まで幅広い仲間が働く風通しの良
い職場です。
＊女性スタッフが活躍中です。
＊日本通運グループ会社として社内指導員制度が整ってお
り、運転知識、技術もしっかりサポートします。
＊正規社員登用制度あり。

中型自動車免許（８
ｔ限定可）
中型自動車免許以
上あれば尚可

他 日通秋田運輸　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港穀保町１３０番
３８

91人 018-816-0040

２ｔ車以上の経験者
127人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3482291

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 160,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

6人 122,000円～122,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

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

平成31年4月1日～平
成31年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3457791

毎　週
秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４－６


15人 018-896-7100

草刈り機を扱える
方優遇

151人 秋田県秋田市

26人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3521291

施設作業員（フィールド
アスレチック）

○フィールドアスレチック場及びキャンプ場の維持管理に従事してい
ただきます。
・園内の巡回、遊具の点検整備補修作業（補修は、丸太やロープ
ネットなどを使用）
・園内の草刈り業務（乗用刈払い機による刈払い作業、エンジン式肩
掛け刈払い機による草刈り作業）
・キャンプ場の受付
○宿直業務（月１～２回程度）（８月は２～３回）ほか
＊園内の巡回、移動は社用車運転必要（軽トラＭＴ車）
＊働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 一般財団法人　秋田県総合公社

ルートセールス

・小中学校に対して、教材・文具・教育機器等の販売・配達及
び集金
・営業所を中心とした地域が対象、営業車バン使用（ＭＴの場
合あり）

＊就業場所は相談のうえ決定しますが、４営業所間での転勤
もあります。
＊３月～４月が繁忙期、夏季が閑散期となります。（詳細は面
接時に説明）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　あきた教材
その他

秋田県秋田市卸町３丁目３－６

15人 018-865-1733

不問

不問
21人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3505591

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
＊中型自動車免許
（限定解除）があれば
尚可

日他 社会福祉法人　秋田旭川福祉会　明
成園毎　週
秋田県秋田市添川字地ノ内１０－１

21人 018-868-4868

4ページ中 4ページ

平成31年2月15日発行（平成31年2月14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

配送等（クリーニング、
トイレットペーパー）

○配送業務等に従事していただきます。
１）受注先へクリーニング品、おしぼり、トイレットペー　
　パー、買い物かご等の商品を配送し、回収する。
２）利用者を送迎する（ワゴン車、マイクロバス使用）

※配送エリア：森吉～由利本荘（定期的にルート配送しま
す。）



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 300,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 250,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 157,100円～189,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

2人 175,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 148,304円～209,872円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１週間単位非定型的企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～15時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分
(3)10時30分～19時00分

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 135,000円～135,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～16時30分 就業場所

月給

1人 130,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 145,600円～145,600円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～18時00分 就業場所

建設工事の作業、
現場管理、積算業
務等の経験者

253人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-12420391

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
２級土木施工管理技
士等の建設関連の有
資格者優遇

土日祝他 株式会社　エムエーシー　仙台支店
毎　週

宮城県仙台市青葉区小田原５丁目２
－５６　スタジオサイキビル２階

5人 022-263-2639

平成31年2月18日発行（平成31年2月15日受付分)　Ｎｏ．１

5ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

土木技術者・現場監督
員［秋田市］

国土交通省、ＮＥＸＣＯ、地方自治体等発注による、
公共工事に係る、現場監督、積算、資料作成等の
補助業務をしていただきます。



土木施工管理技士・現
場監督

○土木施工管理技士としての各種業務を担当します
＊公共工事等の現場管理全般
＊書類の作成提出（パソコンによる業務あり）
＊作業員への指導、指示等


普通自動車免許、土
木施工管理技士２級
以上　必須
（大型・大特あれば尚
可）

日他 株式会社　石黒建設工業
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－６１

18人 018-827-4720

現場施工経験者
18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3532091

現場管理

○土木・建築工事の現場監督として業務を担当していただき
ます。
・官公庁への提出書類作成
・その他付随する業務

＊忙しい時は、現場作業にも従事していただきます。
＊現場は、秋田市、潟上市、男鹿・南秋が中心となります。
＊現場へは社用車使用（乗合）

＊土木施工管理技
士２級
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　田仲建設
その他

秋田県潟上市昭和大久保字北野大
崎道添２００－５

11人 018-877-5012

工事経験者
11人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3598191

栄養士

○高齢者の献立作成（最大で１５０人分）及び栄養価算定等
　の業務全般を担当していただきます。
・食材の発注
・調理場の衛生管理
・必要な帳簿等の作成



管理栄養士又は栄
養士

他 社会福祉法人　ともしび会　特別養
護老人ホーム　光峰苑その他
秋田県秋田市添川字鶴木台６５番地
３

64人 018-868-1188

不問
145人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3540091

生活相談員

○ショートステイにおける利用者、その家族に対する生活面
の相談援助業務を担当していただきます。
・利用者の健康状態、生活環境、ご家族の状況を踏まえた個
別援助計画作成及び実施、評価等
＊利用者様の送迎業務あり。（社有車ＡＴ使用）

※昇給・賞与については、業績によりますが、賞与は夏季・冬
季の２回を予定しております。

他 株式会社　あきた福祉会　ショートス
テイむすびの郷毎　週
秋田県秋田市雄和田草川字本田２４
１－５７

21人 018-886-3000

24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3550691

保育士

○保育業務を担当していただきます。
・０歳～就学前までのいずれかのクラスでの保育全般

＊０・１歳児クラス。２・３歳児クラス。４・５歳児クラス
の３クラス編成です。


保育士資格

日祝他 社会福祉法人　新光会　北保育園
その他

秋田市下新城中野字街道端西７９

16人 018-873-5248

保育士経験
16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- 3597591

一般事務

○総務職員として、給与・経理等を統括担当していただきま
す。
・給与、勤務管理、社会保険関係書類作成、経理事務
・事務用品の管理、データー入力、来客担当

不問

土日他 公益財団法人　秋田県生活衛生営
業指導センター毎　週
秋田市旭北栄町１番５号　秋田県社
会福祉会館６Ｆ

4人 018-874-9099

銀行等の勤務経験
者

4人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3529791

事務

・パソコン入力（仕入、売上、計算）
・Ｗｅｂの受発注システムのデータ入力
・〆ごとの請求書類の作成
・その他付随する業務

不問

日祝他 株式会社　第一水産
毎　週

秋田県秋田市外旭川字待合２８

30人 018-869-5488

パソコン操作
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3545791

イベント等の会場設営・
運営業務

・取引先（行政関係・広告代理店等）を訪問し、イベント製作の
打合せ
・会場設営及びイベント運営管理
・資材等の運搬業務あり（ＭＴ車運転）

＊活動エリアは、秋田市内を中心に、県内・東北各県。
＊経験がなくても、アシスタント的な役割で実績を積むことが
できるよう指導します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 ワイズ　株式会社

秋田県秋田市楢山太田町３－４７

1人 018-874-9780

パソコン（ワード・エ
クセル）の入力、編
集作業ができること

1人 秋田県秋田市

平成31年3月23日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3593491

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3590391

受付・案内

・センターハウスでの受付・案内業務に従事していただきま
す。
・来場者へのアンケート配布
・報告書作成
・週末のイベント準備、実施

不問

水木

社会福祉士・社会
福祉主事任用・精
神保健福祉士・介
護支援専門員（ケ
アマネージャー）い
ずれかの資格必
須。
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

0人 018-838-0350

不問
3人 秋田県秋田市

株式会社　さきがけプラスＡ
毎　週

秋田県秋田市山王臨海町１－１
秋田魁新報社ビル　２Ｆ

毎　週

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 138,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 8時00分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 136,200円～136,200円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 140,000円～140,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 132,916円～132,916円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 131,600円～131,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 137,500円～147,500円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時25分～18時00分 就業場所
(2) 8時25分～12時30分
(3) 8時25分～13時00分

時給（月額換算）

1人 178,250円～178,250円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時45分 就業場所

月給

1人 159,000円～185,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

3人 150,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 7時30分～16時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時30分～19時30分

時給（月額換算）

1人 132,000円～132,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～18時30分 就業場所

月給

1人 160,000円～195,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

5ページ中 2ページ

平成31年2月18日発行（平成31年2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

一般事務（業務全般）

○事務所内での事務業務全般に従事していただきます。
・電話応対、来客応対
・会計
・荷物発着に関わる問い合わせ業務
・簡単なデータ入力（パソコン使用）
・その他、付随する業務
＊銀行等外出用務あり。（自家用車使用：手当別途支給）
＊制服（上着）は貸与します。

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3570291

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 西濃運輸　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市寺内神屋敷２９５－７１

73人 018-847-1881

13人 0185-88-8152

不問

簡単なパソコン操
作ができる方（エク
セル、ワード）

13,800人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　石黒建設工業

一般事務員

＊一般事務の補助に従事していただきます。
・清掃、接客、電話対応、パソコンでの書類作成。
・社用車での配達、役所への書類提出等。
　

※応募希望の方は事前連絡の上、先に履歴書と紹介状を持
参または郵送してください。
　書類選考の上、後日面接日時等を本人へご連絡します。

＊普通自動車運転
免許（ＡＴ限定不
可）

土日祝他 株式会社グリーンクラフト
毎　週

秋田県能代市鰄渕字下悪戸５２－２
５

パソコン（エクセル）
操作

18人 秋田県秋田市

13人 秋田県南秋田郡八郎潟町
平成31年3月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05020-  863891

事務補助

○官公庁他に提出する書類作成の補助
・担当者の指示によるパソコンでの書類作成等

○総務経理部門のアシスタント
・銀行業務、まれに集金もあり
・社用車（ＡＴ）使用

秋田県秋田地域振興局農林部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番２号

その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－６１

18人 018-827-4720

平成31年3月1日～平
成31年8月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 3564191

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3531191

一般事務補助（臨時）

○事務補助業務に従事していただきます。
・書類整理
・来客対応、電話対応
・その他、付随する業務

＊パソコン操作あり


不問

土日祝

24人 018-831-2301

パソコン操作経験
者（一太郎または
ワード及びエクセ
ル）

73人 018-860-3312

パソコン操作（初級
程度）

283人 秋田県秋田市

不問

日祝他 医療法人　櫻会　大町内科外科クリ
ニック

一般事務補助

○一般事務補助業務に従事していただきます。
・窓口応対及び電話応対
・文書受付・発送、身障手帳・療育手帳発行に関する業務補
助
・給茶等雑務

＊雇用期間の更新の可能性あります。

不問

土日祝 秋田県福祉相談センター
毎　週

秋田県秋田市中通二丁目１番５１号
明徳館ビル１Ｆ

＊レセコン入力、医
療事務経験者

4人 秋田県秋田市

3,600人 秋田県秋田市
平成31年3月4日～平
成31年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3574391

医療事務

○医療事務と受付業務に従事していただきます。
・レセコンによる入力、レセプト業務
・受付
・保険証確認
・電話応対
・院内清掃　など

＊制服は貸与します。
＊就業時間（２）金曜日（３）土曜日の勤務時間です。

株式会社　パソナ　パソナ・盛岡
毎　週

岩手県盛岡市盛岡駅西通２－９－１
マリオス　１３階

その他
秋田市大町１丁目２－２３

4人 018-888-3037

～平成31年4月30日
雇用・労災・健康・厚生

03010- 4763191

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3568991

部署アシスタント（秋田
市）

派遣先事業所において、下記の業務を行っていただきます。
大手医薬品企業での営業事務のお仕事です。
・経費精算、会計システム入力、伝票提出
・書類のＰＤＦ化、データ格納
・書類のファイリング、リスト作成
・簡単な書類作成、回覧、書類差し替え
・郵送物の発送、会議室予約、電話対応
・その他、付随する業務
※１人事務の時間があります。

不問

土日祝他

8人 018-866-3583

不問

0人 019-621-5088

パソコン基本操作
（Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ）
事務経験

9,074人 秋田県秋田市

・普通自動車免許

他 佐藤石油　株式会社

パン販売員（ボナペ
ティ・パン工房ボーヌ）

○ボナペティ・パン工房ボーヌでのパンの販売および配達が
主な業務です。
・販売…レジ・包装等の接客、商品の陳列等　
・配達…秋田市内の販売店（２ヵ所）

○調理又はパン製造の補助をします。
○その他、付随する業務（清掃、洗浄など）　　　　

＊配達は社用車を使用します。（ＡＴ・バン）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　ボナペティ
その他

秋田県秋田市大町１丁目３－１７

不問
35人 秋田県南秋田郡井川町

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3566391

ガソリンスタンドスタッフ
（井川給油所）

◆ガソリンスタンドにて、ガソリンや軽油等をお客様の車に給
油する業務やガソリンスタンドに関する一般業務に従事して
いただきます



株式会社　ヤマハミュージックリテイ
リング　秋田店その他
秋田県秋田市中通４丁目１－５

その他
秋田県大館市餅田字前田３４－４

4人 0186-49-6567

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3534691

雇用・労災・健康・厚生
05030-  968491

店舗スタッフ（秋田店）

○店舗内における接客販売業務を担当していただきます。
・楽譜及び楽器の販売
・お客様への商品の説明及び提案
・楽器の手入れ、棚入れ、棚だし等商品管理等


＊雇用期間は、６ヶ月毎の契約更新です。

不問

火他

その他
秋田県秋田市卸町３丁目２－１２

14人 018-863-1351

ワード、エクセル等
パソコン操作がで
きること。

8人 018-835-5091

不問
1,520人 秋田県秋田市

23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3548591

野菜のタネや農業資材
等の営業

○主に秋田県内の担当ＪＡを訪問し、商品の売り込み、新商
品の紹介をしてもらいます。
・場合により、農家様を訪問し、商品の説明や購入の相談、
栽培指導などをしてもらうことがあります。
・訪問先は、決められた先となり、飛び込み営業はありませ
ん。（社用車使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定の場合
は、要相談）

日祝他 株式会社　高井南茄園



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 161,127円～305,294円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 161,127円～305,294円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

2人 250,000円～500,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 154,800円～154,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

2人 180,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)11時30分～21時00分 就業場所
(2)16時00分～23時30分

月給

2人 219,244円～280,145円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

2人 183,000円～210,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分
(3)15時00分～ 0時00分

日給（月額換算）

1人 163,200円～285,600円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

平成31年2月18日発行（平成31年2月15日受付分)　Ｎｏ．３

5ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

営業（秋田）【未経験者
応募可】

＊得意先（病院・医院）への医療機器等の販売。
　見積書・企画書・営業資料等作成。
　営業範囲は秋田県内及び近隣の県。
　
　・販売ノルマはありません。
　・医療業界の営業について理解のある方歓迎。
　・ＰＣスキル必須。得意な方歓迎。
　・医療業界営業経験者歓迎

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　ユニハイト　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市広面字蓮沼９０－１

5人 018-884-3226

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

36人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3571591

営業（秋田）契約社員
【未経験者応募可】

＊得意先（病院・医院）への医療機器等の販売。
　見積書・企画書・営業資料等作成。
　営業範囲は秋田県内及び近隣の県。
　・販売ノルマはありません。
　・医療業界の営業について理解のある方歓迎。
　・ＰＣスキル必須。得意な方歓迎。
　・医療業界営業経験者歓迎。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　ユニハイト　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市広面字蓮沼９０－１

5人 018-884-3226

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

36人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3572191

工事施工管理及び営
業
【秋田営業所】

【秋田営業所】の営業拠点強化のための工事施工管理業務
及び営業

○工事施工管理（建築・土木構造物改修工事他）

○営業全般（ゼネコン・官庁・設計事務所・コンサル他）
＊長期継続して勤務できる方を希望します。
＊応募に関しては［備考］欄参照

一級・二級土木施
工管理技士又は一
級・二級建築施工
管理技士

日祝他 株式会社　ナカムラ
その他

鶴岡市伊勢原町２６－１０

0人 0235-22-1626

実務経験ある方
130人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
06040- 1365491

介護職員

○デイサービス事業（通いを含む）「ハッピーライフあんど」に
て介護業務に従事していただきます。
・介護業務、送迎業務（社用車使用）
・事務等
・その他、付随する業務


・未経験の方は、マンツーマンの丁寧な指導があります。

介護福祉士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 有限会社　ハッピーライフ
その他

秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目１
－２－５０

8人 018-852-5558

不問
25人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3553791

工場内作業員（正社
員）

○工場内における各種業務に従事していただきます。

・業務用洗濯機、乾燥機の操作、製品の出し入れや台車で
　運ぶ作業等。
（水を含んだ玄関マット、モップ、リネン品、おしぼり等の重量
物を取り扱うため体力を要します。）

不問

日他 株式会社　北日本リースキン
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１番
地１１

47人 018-863-8283

不問
52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3537791

工場内作業員（正社
員）【軽作業】

○工場内における各種業務に従事していただきます。
・モップ、リネン品、おしぼり等の製品をたたむ作業や製品の
仕上げ作業など

＊どなたでも簡単にできる軽作業です。

不問

日他 株式会社　北日本リースキン
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１番
地１１

47人 018-863-8283

不問
52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3538891

調理員（和食）【唐橋茶
屋】

○レストラン等における調理業務（和食）全般を担当
・食材等の仕入れ、仕込み、調理
・その他付随する業務
・店舗の管理など


不問

他 有限会社　あべ乃グループ
その他

秋田県秋田市仁井田目長田１丁目１
６－７－１０６

14人 018-893-4675

不問
55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3549191

調理員（アキタ茶房）

○レストラン等における調理業務全般を担当
・食材等の仕入れ、仕込み、調理
・その他付随する業務
・店舗の管理など
　仕入は基本的に業者からの納品となりますが、稀に外出す
る可能性もあります。また、書類等の届出などを頼む場合も
あります。その際はマイカーを使用します。（借上代はなし）

普通自動車運転免
許（マイカー使用）

他 有限会社　あべ乃グループ
その他

秋田県秋田市仁井田目長田１丁目１
６－７－１０６

11人 018-893-4675

不問
55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3582391

【ホテルフロント・予約
受付業務】：ホテル秋田
御所野

◆秋田南ＩＣ直ぐ近くのビジネスホテル「ホテル秋田御所野」に
おける、ホテルフロント・予約受付等お客様対応のお仕事で
す。

・フロント受付、売店対応等お客様対応
・電話・メール宿泊予約受付、お部屋の割り振り等手配
・お客様の送迎
・ワークスケジュールに基づき、職場の清掃

※新しくてきれいな職場で一緒に働きましょう！

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　みちのくジャパン
その他

岩手県北上市大通り四丁目４－２２
ＭＪビル

21人 0197-63-7878

不問
660人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 03070- 1184491

建築大工

○主にハウスメーカー様の一般住宅の新築、リフォームの大
工工事をしていただきます。フローリング張り、ボード張り、造
作工事、建方工事などです。

＊見習いも可です。
＊現場はほぼ秋田市内です。
＊採用日は３月中旬頃の予定です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日 舞建築
毎　週

秋田県秋田市旭川新藤田東町１６－
８

0人 018-811-1978

不問
0人 秋田県秋田市

05010- 3544491

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 180,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

3人 180,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 180,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 195,500円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 195,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 142,680円～142,680円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時45分 就業場所

時給（月額換算）

1人 142,680円～142,680円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時45分 就業場所

時給（月額換算）

1人 142,680円～142,680円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時45分 就業場所

時給（月額換算）

1人 142,680円～142,680円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時45分 就業場所

時給（月額換算）

1人 142,680円～142,680円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時45分 就業場所

時給（月額換算）

7人 142,680円～142,680円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時45分 就業場所756人 秋田県秋田市
2ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3585491

郵便外務（秋田中央）

○バイクによる郵便物の配達業務に従事していただきます。

＊悪天候でもバイクでの配達になります。

＊当初の雇用期間は約２ヶ月ですが、その後、本人の勤務状
況等により約６ヶ月毎の更新あり。

＊正社員登用制度あり。

自動二輪車免許

他 日本郵便　株式会社　秋田中央郵便
局毎　週
秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１

560人 018-823-0911

不問

11人 018-823-0911

不問
756人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3581091

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3580191

郵便外務（追分）

○バイクによる郵便物の配達業務等に従事していただきます

＊悪天候でもバイク等での配達になります

＊当初の雇用は約２ヶ月ですが、その後本人の勤務状況に
より約６ヶ月毎の更新を予定しています。

＊正社員登用制度あり

自動二輪車免許

他 日本郵便　株式会社　秋田中央郵便
局毎　週
秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１

毎　週
秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１

14人 018-823-0911

不問
756人 秋田県潟上市

756人 秋田県南秋田郡五城目町
2ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3579891

郵便外務（大久保）

・バイクによる郵便物の配達業務等に従事していただきます

＊悪天候でもバイク等での配達になります

＊当初の雇用期間は２ヶ月です。その後本人の勤務状況等
により６ヶ月毎の更新を予定しております。

＊正社員登用制度あり

自動二輪車免許

他 日本郵便　株式会社　秋田中央郵便
局

郵便外務（五城目）

・バイクによる郵便物の配達業務等に従事していただきます

＊悪天候でもバイク等での配達になります

＊当初の雇用期間は２ヶ月です。その後本人の勤務状況等
により６ヶ月毎の更新を予定しております。

＊正社員登用制度あり

自動二輪車免許

他 日本郵便　株式会社　秋田中央郵便
局毎　週
秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１

12人 018-823-0911

不問

11人 018-823-0911

不問
756人 秋田県潟上市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3578791

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3576991

郵便外務（飯田川）

○バイクによる郵便物の配達業務等に従事していただきます

＊悪天候でもバイク等での配達になります

＊当初の雇用期間は２ヶ月です。その後本人の勤務状況等
により６ヶ月毎の更新を予定しております。

＊正社員登用制度あり

自動二輪車免許

他 日本郵便　株式会社　秋田中央郵便
局毎　週
秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１

毎　週
秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１

40人 018-823-0911

不問
756人 秋田県秋田市

11人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3599091

郵便外務（仁井田）

・バイクによる郵便物の配達業務等に従事していただきます

＊悪天候でもバイク等での配達になります
＊当初の雇用期間は２ヶ月です。その後本人の勤務状況等
により６ヶ月毎の更新を予定しております。
＊正社員登用制度あり
＊当初は仁井田郵便局勤務となりますが、２０１９年５月１３
日より秋田中央郵便局勤務となります。

自動二輪車免許

他 日本郵便　株式会社　秋田中央郵便
局

土工・とび

○土木・建築現場にて土工・とびの作業に従事していただき
ます。

＊未経験の方でも歓迎します。
＊現場は、秋田市、潟上市、男鹿・南秋が中心となります。
＊現場へは社用車使用（乗合）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　田仲建設
その他

秋田県潟上市昭和大久保字北野大
崎道添２００－５

11人 018-877-5012

不問

5人 018-873-3968

不問
5人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3547291

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3541391

建設スタッフ

○土木作業に従事していただきます。
・傾いている建物を水平にする工事。（不同沈下修正工事）
・建物の基礎工事、その他付随する業務。

＊事務所に集合し、打ち合わせ終了後各現場へ向かいま
す。
　現場が県外の場合もあります。（北海道・東北です）

＊経験者であれば尚可。未経験の方でもやる気次第で手当
も考えます。　　　　　　　　　　　　　　　

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
玉掛、溶接、車両系
建設機械など重機等
の免許があれば尚可

日祝他 有限会社　鎌彦工務店
その他

秋田県潟上市天王字追分西９７－１
５

その他
秋田県秋田市仁井田字大野１８２－
１

13人 018-839-2800

不問
13人 秋田県秋田市

18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3533391

建設作業員

○フェンス工事・カーポート工事、エクステリア工事に伴う
　現場作業に従事していただきます。

＊現場は秋田県全域となり、会社に集合し社用車に乗り合わ
　せて現場に移動します。

＊未経験の方には丁寧に指導いたします。


普通運転免許（ＡＴ
限定不可）

日他 有限会社　藤工

作業員

○作業員として、土木工事等の施工現場を担当していただき
ます。
・側溝工事
・管工事
・整地作業
・２～４ｔトラックでの運搬作業（ＭＴ）


普通自動車免許（Ｍ
Ｔ）及び車両系（整地）
必須
（大型・大特あれば尚
可）

日他 株式会社　石黒建設工業
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－６１

18人 018-827-4720

不問

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3589591

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　奥羽報知機サービス
その他

秋田県秋田市仁井田新田２丁目４番
３５号

4人 018-839-0089

5ページ中 4ページ

平成31年2月18日発行（平成31年2月15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

消防設備工事・点検
通信工事・弱電工事
（技術者）≪急募≫

○電気設備工事、通信工事などに従事していただきます。
・現場における消防、放送設備の工事、保守点検
　ビジネスフォンの設置、ＬＡＮ工事、他弱電工事全般

＊社用車（ＡＴ）で移動
＊複数名での業務になります。
＊秋田県内全域を担当しますが、出張（東北、関東他）あり

※男女とも活躍できる仕事です。



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（月額換算）

2人 142,680円～142,680円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時45分 就業場所

時給（月額換算）

1人 137,760円～137,760円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時00分 就業場所

月給

2人 155,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 185,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)21時00分～ 7時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 172,800円～172,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 170,000円～200,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～40歳 (1) 8時00分～17時15分 就業場所
(2) 5時00分～14時15分
(3) 6時00分～15時15分

月給

1人 202,000円～202,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時50分 就業場所707人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010-23330891

医療用ベッド等の点検・
修理・台帳管理等／秋
田市

秋田大学医学部附属病院に常駐していただき、下記の業務を行って
いただきます。（未経験歓迎）
・ベッドメンテナンス、修理洗浄対応
・点滴スタンド・車いす清拭点検
・カーテン交換
・上記業務に関するデータ入力　等
病院勤務なので、お医者様・看護師様・患者様にも感謝されるやり
がいのあるお仕事です。
専門知識不要の為、未経験・業界未経験者の方でもご応募頂けま
す。
※パラマウントベッドホールディングス１００％出資子会社

普通自動車免許必
須（ＡＴ限定可）

土日祝 パラテクノ　株式会社
毎　週

東京都文京区本郷５丁目２８－３　パ
ラテクノ本郷ビル

6人 03-3813-5522

不問

73人 018-847-1881

不問
13,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3569491

4ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3606691

現業社員

○大型トラック等車両全般への荷積み、荷卸し作業
　※重量物以外は手作業となります。
○仕分け作業
　※ホーム上下での作業（倉庫なし）
　＊重量物、パレット物はリフトで移動します。
○お客様対応
○その他付随する業務
　※配達対応等（社用車使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）及
びフォークリフト（必
須）

他 西濃運輸　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市寺内神屋敷２９５－７１

その他
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－４８

54人 018-853-8225

不問
80人 秋田県潟上市

13人 秋田県潟上市
～平成31年4月28日

雇用・労災
05010- 3594791

梱包作業員

○自動車リサイクルパーツの梱包作業に従事していただきま
す。
・自社内で取り外した自動車中古部品を段ボール等にて梱包
します。作業は手作業となります。
・部品を保管している倉庫へ取りにいく場合は社用車（軽トラ
ＡＴ車）を使用します。
・その他付随する業務もあります。　　　　　　　　　　　
　
※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

普通自動車免許
（業務用、ＡＴ限定
可）

日祝他 株式会社　大晃商事

配送、倉庫整理

・青森・岩手・秋田・山形・宮城各県の取引先様へ
　２トン、４トントラックを運転しての配送業務

・入荷してくる自転車をコンテナ、トラックから下ろして
　倉庫へ移動する作業

・出荷する自転車のトラックへの積み込み作業または発送の
　準備作業（週２～３日でも可です）

普通自動車免許Ａ
Ｔ限定不可
中型自動車免許

日他 昭和　株式会社
毎　週

秋田県潟上市昭和大久保字阿弥陀
堂１００

12人 018-877-3104

不問

30人 018-869-5488

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3542691

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3535991

水産物の配送

・商品の仕分け
・顧客へ商品配送
・２～４ｔトラック使用（運転免許に応じて）
・重い荷物の取り扱い有（稀に２０ＫＧ位）

＊初めは仕分けからスタートし、慣れたら配送を覚えていた
だきます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　第一水産
毎　週

秋田県秋田市外旭川字待合２８

その他
秋田県秋田市八橋字下八橋１９１番
地１１

47人 018-863-8283

不問
52人 秋田県秋田市

1,050人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3530591

マット・モップ等の交換
作業および配送

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

＊活動エリアは秋田県内になります。
　（ハイエース使用）

＊慣れるまでは、前任者との引き継ぎ（１週間～２週間程度）
があります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　北日本リースキン

食材宅配業務

○食材を加入者宅まで配達する仕事です。
・軽トラック冷凍車を使用（ＡＴ・ＭＴあり）
・配達範囲は秋田市・男鹿市
・チラシ配布等、若干の営業活動あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　Ａコープ東北　秋田支店
その他

秋田県秋田市外旭川字待合３０

24人 018-868-2526

不問

不問
756人 秋田県潟上市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3586791

自動二輪車免許

他 日本郵便　株式会社　秋田中央郵便
局毎　週
秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１

17人 018-823-0911
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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

郵便外務（天王）

○バイクによる郵便物の配達業務等に従事していただきます

＊悪天候でもバイク等での配達になります

＊当初の雇用は約２ヶ月ですが、その後本人の勤務状況に
より約６ヶ月毎の更新を予定しています。

＊正社員登用制度あり

℡ 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１８日　㈱りんどうの里・湯の越の里㈱【介護職員】
　２．　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！！
　３．　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）】
　４．　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】
　５．　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】
　６．　２月２５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　７．　２月２６日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」「デイサービス森のテラス」【介護職】
　８．　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】
　９．　３月　１日　㈱イースリー【電気工事及び設備工事補助】
１０．　３月　４日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」「デイサービス森のテラス」【介護職】
１１．　３月　５日　池田ライフサポート＆システム㈱【訪問看護師】
１２．　３月　６日　㈲コリウス「ショートステイ千乃恵」【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!!

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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下記日程で開催します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加希望者は直接会場へお越しください。
　
　
　１．　２月２８日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　※開催場所：ハローワーク秋田２階　大会議室
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：㈲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】＞

　２．　３月　４日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　※開催場所：ハローワーク秋田２階　大会議室
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：ヤマト運輸㈱秋田法人営業支店【荷受作業（イオンモール秋田内）】＞

『会社説明会』のご案内


