
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 1,200円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,000円～2,000円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 1,100円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給（時給換算）

1人 860円～860円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

月給（時給換算）

2人 925円～925円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 880円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,330円～1,479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 1,094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

月給（時給換算）

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) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 60歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

1人 018-828-4310

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3314391

雇用・労災
05010- 3299191

事務

○木材・建築・不動産業の事務に従事していただきます。
・伝票作成
・ファイリング
・文書作成
・外出用務あり（社用車使用ＡＴ・ＭＴあり）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 高松木材　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋大川町２０－３

毎　週
秋田県秋田市外旭川八柳１丁目１５
番１５号

2人 080-8222-2185

不問
10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- 3276691

一般事務

・給与計算、伝票作成、諸帳簿作成
・社会保険関係書類作成
・パソコンによる請求書作成
・来客対応

＊マイカー使用（ガソリン代支給）
＊月１６日勤務
＊パソコン（ワード、エクセル）使える方優遇
＊事務初心者でも一から教えます。

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）　必須
・建設業経理士の
有資格者優遇

土日祝他 有限会社　共和断熱工業

労災・労働保険調査員
（月１６日・秋田労働基
準監督署）

・労災保険請求の受理及び窓口対応
・労災保険請求書の審査、調査等の支給決定事務
・労働保険申告の受理及び窓口対応
・労災保険給付の認定業務に係る各種調査
・対人業務が主となります。
・その他電話応対等
・専用システム端末への入力、出力業務
・パソコン入力（ワード・エクセル等）

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

33人 018-862-6681

不問

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- 3275391

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3347091

労災・労働保険専門員
（月２０日・秋田労働基
準監督署）

・労災保険請求の受理及び窓口対応
・労災保険請求書の審査、調査等の支給決定事務
・労働保険申告の受理及び窓口対応
・労災保険給付の認定業務に係る各種調査
・対人業務が主となります。
・その他電話応対等
・専用システム端末への入力、出力業務
・パソコン入力（ワード・エクセル等）

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
秋田県秋田市桜２丁目１３－２７

81人 018-884-7377

不問
83人 秋田県秋田市

2,545人 秋田県秋田市
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- 3288891

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

秋田市子育て相談員
　（嘱託職員）

○親子のふれあい、交流イベントの企画・実施
○地域の子育てサークル・子育て支援者等の活動支援
○各種活動の中での子育てに関する相談への対応

＊出前保育等（社用車使用：ＡＴ車）

＊保育士、保健師、
看護師等のいずれか
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 秋田市子ども未来センター
毎　週

秋田県秋田市東通仲町４番１号　秋
田拠点センタ－アルヴェ５Ｆ

33人 018-887-5340

必要な免許資格欄
に係る経験

29人 018-887-5340

必要な免許資格欄
に係る経験

2,500人 秋田県秋田市
平成31年4月2日～平
成32年3月31日 公災

05010- 3287791

雇用・労災
05010- 3344291

秋田市利用者支援相
談員　　　　（嘱託職員）

○子育て家庭が必要な支援を選択して利用できるよう、情報
提供、相談対応等のサポートを行います。（通称：子育てナビ
ゲーター）

※巡回相談
（社用車使用：ＡＴ車）


教諭（幼稚園など）、
保育士、保健師、看
護師、教員等のいず
れか　＊普通自動車
免許（ＡＴ限定可）

月木土日 秋田市子ども未来センター
毎　週

秋田県秋田市東通仲町４番１号　秋
田拠点センタ－アルヴェ５Ｆ

その他
秋田県秋田市新屋沖田町７－２

21人 018-828-0008

不問
21人 秋田県秋田市

25人 秋田県秋田市

労災
05010- 3343891

看護師「ショートステイ
あらや」≪急募≫

・看護業務に従事していただきます
・施設における入居者様の健康管理、生活のお世話、相談
・服薬準備と管理
・医療機関との連携
・日常生活に必要な医療行為の手伝い

＊現在の入所者は３５名程度です
＊急な退職者ありの為


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
看護師または准看
護師

他 株式会社　ももさだ

看護職員（デイサービ
スセンター）

○利用者様の看護、介護業務に従事していただきます。
・バイタルチェック、相談業務、コミュニケーション等
・就業時間により、送迎業務（社用車ＡＴ車）も行います。
（初めは添乗し、利用者宅や地図等を覚えていただきます）

＊コミュ二ケーションを重視して選考致します。



看護師又は、准看
護師
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　みらい
毎　週

秋田県秋田市川尻上野町１－１９

25人 018-896-6226

実務経験１年以上

不問
278人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3325491

看護師
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 医療法人　惇慧会
毎　週

秋田県秋田市外旭川字三後田１４２

11人 018-868-5511

平成31年2月13日発行（平成31年2月12日受付分)　Ｎｏ．１
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護職員（訪問看護ス
テーション）

○訪問看護一般
・在宅療養者へ医師の指示に基づいた必要な医療処置等。
・訪問地域は秋田市内
・社用車（軽ＡＴ）

℡ 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（時給換算）

1人 934円～934円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

月給（時給換算）

1人 934円～934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
(2) 8時30分～17時15分

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

月給（時給換算）

2人 1,069円～1,069円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 865円～865円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 780円～840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～13時00分 就業場所
(2) 8時15分～13時30分
(3)12時30分～18時20分

30人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3308991

販売店員

○販売業務に従事していただきます。
・レジ係
・商品陳列
・バックヤードでの青果・鮮魚等のパック詰め作業

＊配置は当方に御一任ください。
＊１０月と４月に契約更新あり。
＊就業時間（１）～（５）の交替勤務

不問

祝 中通生活協同組合
その他

秋田県秋田市南通築地１－２９

12人 018-833-7959

不問

3人 0234-21-1888

不問
2,750人 秋田県秋田市

～平成31年6月20日
労災

06030- 1792991

～平成31年6月20日
労災

06030- 1791691

受付（将軍野店）（期間
限定６／２０まで）

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

＊雇用期間は、２０１９年６月２０日までとなります。

不問

他 ロイヤルネットワーク株式会社
その他

山形県酒田市浜田１丁目７－２０

その他
山形県酒田市浜田１丁目７－２０

3人 0234-21-1888

不問
2,750人 秋田県秋田市

2,750人 秋田県秋田市
～平成31年6月20日

労災
06030- 1790391

受付（マックスバリュ港
北店）（期間限定６／２
０まで）

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

＊雇用期間は、２０１９年６月２０日までとなります。

不問

他 ロイヤルネットワーク株式会社

受付（秋田泉店）（期間
限定６／２０まで）

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

＊雇用期間は、２０１９年６月２０日までとなります。

不問

他 ロイヤルネットワーク株式会社
その他

山形県酒田市浜田１丁目７－２０

3人 0234-21-1888

不問

3人 0234-21-1888

不問
2,750人 秋田県秋田市

～平成31年6月20日
労災

06030- 1789591

～平成31年6月20日
労災

06030- 1788291

受付（いとく秋田東店）
（期間限定６／２０まで）

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

＊雇用期間は、２０１９年６月２０日までとなります。

不問

他 ロイヤルネットワーク株式会社
その他

山形県酒田市浜田１丁目７－２０

その他
山形県酒田市浜田１丁目７－２０

3人 0234-21-1888

不問
2,750人 秋田県秋田市

122人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・公災
05010- 3310291

受付（いとく秋田新国道
店）（期間限定６／２０
まで）

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

＊雇用期間は、２０１９年６月２０日までとなります。

不問

他 ロイヤルネットワーク株式会社

国家行政事務　（登記
部門）

○登記部門において、次のような事務補助の業務に従事して
いただきます。
　・庁用車の運転（実地調査運転手）
　・土地建物現地調査に伴う測量補助
　・書類の整理
　・パソコン入力、編集
　・その他雑務


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田地方法務局
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－３

32人 018-862-6531

パソコン操作（エク
セル等）

18人 018-888-5429

電話応対、接客、
パソコン操作できる
方

2,547人 秋田県秋田市
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- 3290091

平成31年2月18日～平
成31年4月17日 雇用・労災

05010- 3322391

特定健康診査データ照
合

（１）特定健康診査等の結果データと診療報酬明細書との照
合に関する業務。
（２）特定健康診査等の結果の整理及び保管に関する業務。
（３）人間ドックの申請受付に関する業務
（４）特定健康診査等の受診券の当初発行に関する業務。
（５）特定保健指導の電話案内に関する業務
（６）窓口対応に関する業務
（７）電話対応に関する業務
（８）前７号のほか、必要と認める業務

不問

土日祝他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－１１

151人 018-884-3313


ＰＣ操作経験のあ
る方（ワード・エクセ
ル）

12,421人 秋田県秋田市

2,532人 秋田県秋田市
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- 3315691

事務補助（２／１８～４
／１７）

○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

学芸員の事務補助

○博物館の学芸員の事務補助
・博物館資料の調査・整理
・事務補助
・受付業務
・図書整理
・その他、付随する業務

不問

他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

10人 018-888-5429

不問

パソコンの基本操作
（一太郎、エクセル）
の操作、入力のでき
る方（アクセスができ
る方尚可）

2,532人 秋田県秋田市
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- 3285991

不問

土日祝他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

1,540人 018-888-5429

5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

一般事務補助（臨時職
員）本庁

○経営所得安定対策に係る業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・対象水田情報の管理、交付申請書の整理、申請内容の入
力現地確認等
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務
＊仕事内容は慣れるまで教えます。
＊雇用期間：更新あり、最長５年



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～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 850円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～13時30分 就業場所
(2)12時00分～17時00分

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～12時30分 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

時給

2人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 60歳以上 (1) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)16時00分～22時00分

時給

2人 820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) 6時00分～12時00分 就業場所

時給

3人 820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) 6時30分～12時30分 就業場所

時給

1人 825円～825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 825円～948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) 9時30分～15時00分 就業場所
(2) 8時30分～18時00分
(3) 9時00分～18時00分

時給

1人 810円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所

37人 018-831-8010

不問
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

05010- 3357391

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010- 3349691

調理員（パート）

・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）の補助を行います。

不問

土日祝他 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　秋田毎　週
秋田県秋田市下北手柳館字前田面
１３４

秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

44人 018-835-4276

94,964人 秋田県秋田市

・普通自動車免許
ＡＴ限定可
・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

94,964人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010- 3324991

介護員・調理員兼務（ニ
チイケアセンター御所
野）

○調理業務、デイサービスの昼食調理、おやつの提供
・通所介護サービス（送迎業務含む）
＊１ヶ月１００時間（通所５４Ｈ、調理４６Ｈ）程度勤務
　（就業時間の内訳は状況により変更する場合があります）
＊就業前後も充実の体制でサポートします。
　（事前研修、現場研修等）
○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

他 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
毎　週

調理員（ニチイケアセン
ター御所野）

○デイサービスの昼食調理、おやつ提供をして頂きます。
・食材の管理、保管
・厨房内の環境整備ほか
＊料理が好きで明るく勤務できることが求められます。福祉
施設で働きたい方大歓迎！
＊契約時間はシフトにより月に７５時間位になります。
＊次回契約更新時より無期雇用採用予定です。
○働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
その他

秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

44人 018-835-4276

不問

5人 018-888-1333

不問
15,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 3318791

12ヶ月
雇用・労災

05010- 3316991

調理員（秋田県身体障
害者更生訓練セン
ター）

○秋田県身体障害者更生訓練センターでの調理作業全般を
担当していただきます。
　
　・食材の下処理、調理、盛付け
　・配膳、下膳、洗浄

＊約１５～４５食程度
　朝食、昼食は、２名
　夕食は、１名で勤務

不問

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

毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバースビル６Ｆ

8人 018-888-1333

不問
15,000人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3313091

調理員（高清水園）

・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、洗浄

・食数９０食程度
　朝食、昼食は３名
　夕食は、２名で勤務

不問

他 株式会社　メフォス　東北事業部秋
田支店

温泉施設の管理・接客
等

・温泉施設の管理
・浴槽・脱衣所の清掃
・フロントでの接客
・機械操作
・その他、付随する業務

不問

他 高松木材　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋大川町２０－３

6人 018-828-4310

不問

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- 3342791

労災
05010- 3291391

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

毎　週
秋田県秋田市楢山佐竹町１－１９

15人 018-884-7880

不問
15人 秋田県秋田市

17人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010- 3283391

介護職員


○小規模多機能型居宅介護事業所、サービス付高齢者向け
　住宅において、介護業務全般に従事していただきます。


不問

他 株式会社　ユタカ　楢山小規模多機
能型居宅介護事業所

介護職員

○リハビリ特化型デイサービス（短時間・定員１０人）に
　おいて下記の業務に従事していただきます。
【仕事の内容】
・リハビリおよび介護予防運動での補助業務
（移動の介助、簡単な運動指導、記録の記入）
・介護全般
（但し、入浴・食事の介助はありません）
・送迎業務　（秋田市内　小型ＡＴ車使用）
・経験、知識は不要です
＊雇用期間は１年ごとの更新

＊普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）

土日他 株式会社　Ｏｎｅ’ｓ　Ｌｉｆｅ
毎　週

秋田県秋田市川元小川町４－１８

4人 018-827-3557

不問

不問
505人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

05011-  266891

不問

他 株式会社　アマノ
その他

秋田県男鹿市船越字内子８９番地

160人 0185-22-6300

平成31年2月13日発行（平成31年2月12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

サービスカウンター（御
所野店）

○サービスカウンターでの業務全般です。
・レジ業務
・接客、及び売り場案内　　・ギフトなどの包装
・時計の電池交換など
※雇用期間は雇入れの日から３ヶ月、その後は６ヶ月毎の
　更新となります。
※原則、シフトによる勤務となりますが、勤務時間、休日に
　ついては相談に応じます。
○社員登用制度あり○
　　　　　　　　　　　　　「働き方改革関連認定企業」

℡ 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 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)17時00分～21時00分 就業場所

時給

1人 780円～830円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所
(2)11時00分～15時00分

時給

3人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所
(2)16時30分～20時30分

時給

2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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～13時00分 就業場所
(2)13時00分～19時00分

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

月給（時給換算）

8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）

8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) 8時30分～13時30分

時給

3人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給（時給換算）

3人 857円～857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）

2人 857円～857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

05010- 3279791

高齢者安全・安心アド
バイザー

・交通安全や振り込め詐欺被害等を防止するため、高齢者宅
を訪問し情報提供やアドバイスを行う　　　　　　　　
・関係機関、団体等と連携し、地域における見守り活動等ボラ
ンティア活動の支援

＊自家用車で活動できること
　（ガソリン代は支給しません）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田臨港警察署
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目１－８

0人 018-845-0141

不問

0人 018-835-1111

不問
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

05010- 3278491

雇用・労災
05010- 3300791

高齢者安全・安心アド
バイザー

・交通安全や振り込め詐欺被害等を防止するため、高齢者宅
を訪問し情報提供やアドバイスを行う　　　　　　　　
・関係機関、団体等と連携し、地域における見守り活動等ボラ
ンティア活動の支援

＊自家用車で活動できること
（ガソリン代は支給しません）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田中央警察署
毎　週

秋田県秋田市千秋明徳町１－９

毎　週
秋田県秋田市河辺和田字高屋敷８２
－１

15人 018-881-1877

不問
205人 秋田県秋田市

3,360人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

公災
05010- 3293991

交通誘導警備員（秋田
市・パート）

○交通誘導を主に各種業務に従事していただきます。
・建築・土木工事現場における交通誘導
・イベント開催時の駐車場整理
・その他、長期休止現場の巡回警備等
・交通量調査等軽作業
＊週末の休日等相談に応じます。
＊月１５日程度の勤務です。
＊現場への直行・直帰あり

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（交通誘導警備２級
以上の方優遇）

他 東アジア警備保障　有限会社　秋田
営業所

児童厚生員（Ｂ）

○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
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

2人 018-888-5429

不問

2人 018-888-5429

不問
3,360人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・公災・健康・厚生

05010- 3292691

雇用・労災
05011-  268591

児童厚生員（Ａ）

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

＊２～３名体制での業務となります。

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

保育士資格・幼稚
園教諭免許・教員
免許
いずれかの資格を
持っている方

日祝他 秋田市役所
な　し

秋田県秋田市山王１丁目１－１

毎　週
秋田県男鹿市船越字内子２０４－１

5人 0185-35-4444

不問
5人 秋田県男鹿市

205人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3301891

葬祭ホールでのホール
業務アシスタント

○葬儀施設における葬儀のお手伝い
・会場設営
・料理発注
・式参加者への説明
・その他葬儀に係る補助業務

※就業時間は表示時間内でのシフトによる複数の勤務時間
帯があります。
※土・日・祝日のみの勤務も可能です。

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 オフィス綾乃（シティホールおが）

受付業務・庁舎管理
（東北森林管理局）

○東北森林管理局での庁舎管理等業務に従事して頂きま
す。
・庁舎内の見廻り
・庁舎の施錠、解錠
・駐車場の管理（違法駐車の見廻り）
・外来者の受付業務
・書類整理
・その他、付随する業務

不問

土日祝 東アジア警備保障　有限会社　秋田
営業所毎　週
秋田県秋田市河辺和田字高屋敷８２
－１

15人 018-881-1877

不問

11人 018-893-4675

不問
55人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3345591

雇用・労災
05010- 3337591

ホールスタッフ（あきた
茶房）

○秋田空港内「あきた茶房」でのホールスタッフのお仕事で
す。
・フロア接客
・デザート等の簡単な調理ほか　

＊就業日数については、相談に応じます。

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

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

26人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3335891

ホール接客（唐橋茶屋）
午後

○唐橋茶屋においてホールでの接客業務をお願いします。
・お客様のご案内、注文取り
・ドリンク、デザート等の簡単な調理
・料理、ドリンク等の提供　等

＊就業日数、時間等については相談に応じます。

＊６０歳以上の方歓迎します。

不問

他 有限会社　あべ乃グループ

ホール係（サンパティオ
店）

○そば店のホール係の業務を担当していただきます。
・お客様からの注文取り、食事の配膳
・レジ精算
・清掃、その他、付随する業務

＊ホール係は今回の応募者（採用者）を含めて２人体制。

＊未経験者にも仕事内容を教えます。

不問

水他 ヤマヨ商事　株式会社
その他

秋田県秋田市泉南１丁目１６－１５

4人 018-867-1305

不問

不問
4人 秋田県秋田市

労災
05010- 3297291

不問

日他 レストラン　おいしんぼ
毎　週

秋田市八橋本町１丁目１－４８

4人 018-864-1074
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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

調理補助


○後片付け、洗い物、掃除
＊包丁を扱う作業はほぼありません。

※親切丁寧に指導いたします。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給（時給換算）

2人 857円～857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）

2人 857円～857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 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) 6時30分～11時30分 就業場所
(2)22時00分～ 3時00分

時給

2人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所
(2)16時30分～20時00分

8人 018-847-2294

不問
8人 秋田県秋田市

労災
05010- 3295791

雇用・労災
05010- 3274091

デリバリースタッフ

○デリバリースタッフとして従事していただきます。
・寿司の配達・注文電話の応対　等
・その他、付随する業務

＊配達には社用車（軽自動車・ＡＴ車）を使用します。
＊試用期間２週間（同条件）
＊勤務時間・曜日については相談に応じます。
＊初心者の方も歓迎します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 札幌海鮮丸土崎店
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央１丁目１６
－３７

毎　週
秋田県秋田市飯島字家ノ下４１番地
５

9人 018-846-6997

不問
9人 秋田県秋田市

2,300人 秋田県南秋田郡五城目町
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・公災

05010- 3281191

空調設備の保守・管理
の手元作業員

○エアコンのフィルターなどを作業現場に運んだり、取付・交
換する作業員に手渡したりする補助業務を行います。
・主な得意先はパチンコ店で、店舗の開店前、閉店後の作業
になることが多いです。
・３～４人で作業します。
・社用車を使用

＊未経験の方には丁寧に指導します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　秋田エアーセンター

高齢者安全・安心アド
バイザー

・交通安全や振り込め詐欺被害等を防止するため、高齢者宅
を訪問し情報提供やアドバイスを行う　　　　　　　　
・関係機関、団体等と連携し、地域における見守り活動等ボラ
ンティア活動の支援

＊自家用車で活動できること
（ガソリン代の別途の支給はありません）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 五城目警察署
毎　週

秋田県南秋田郡五城目町字七倉１７
８番地４

0人 018-852-4100

不問

不問
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

05010- 3280591

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田東警察署
毎　週

秋田県秋田市上北手百崎字内山６０
－２

0人 018-825-5110
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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

高齢者安全・安心アド
バイザー

・交通安全や特殊詐欺被害等を防止するため、高齢者宅を
訪問し情報提供やアドバイスを行う　　　　　　　　
・関係機関、団体等と連携し、地域における見守り活動等ボラ
ンティア活動の支援

＊自家用車で活動できること
（ガソリン代の別途の支給はありません。）

℡ 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１３日　㈱全建【大型ウイング乗務員、大型平ボデー乗務員　他】
　２．　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】
　３．　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】
　４．　２月１８日　㈱りんどうの里・湯の越の里㈱【介護職員】
　５．　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！！
　６．　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）】
　７．　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】
　８．　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】
　９．　２月２５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
１０．　２月２６日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護員】
１１．　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!!

●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１４日　トラックドライバー募集　合同面接会　１４：００～１６：００　（受付１３：５０まで）
　　　　　　　　　　　　※この合同面接会の開催場所は、（公社）秋田県トラック協会３階となりますので、
　　　　　　　　　　　　　 ご注意願います。
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：北日本運輸㈱、東北運輸㈱、秋印㈱、㈱秋田市場運送、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武蔵貨物自動車㈱、㈲北光運輸、アイビーデリバリー㈱＞

 ２．　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】＞

『会社説明会』のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給（時給換算）

1人 1,328円～1,328円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時15分 就業場所

月給（時給換算）

1人 956円～956円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～18時00分 就業場所

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 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)11時15分～17時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 1,443円～1,443円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時30分～21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) 8時30分～14時30分 就業場所

時給

1人 1,150円～1,150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

13人 018-854-4030

不問
13人 秋田県南秋田郡五城目町

12ヶ月
雇用・労災

05010- 3422791

雇用・労災
05010- 3415891

訪問介護員（パート）

○介護を必要としている方の自宅を訪問し、生活援助、身体
介護業務等に従事していただきます。

・自家用車使用、直行直帰です
＊勤務時間については相談に応じます
＊初心者の方にも親切に指導します
＊正社員登用の可能性あります

・介護職員初任者
研修（ホームヘル
パー２級）以上
・普通自動車免許

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

毎　週
秋田県秋田市土崎港中央６丁目１０
番１０号

20人 018-845-0422

不問
50人 秋田県秋田市

1,000人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 3444091

職域販売員

○決められた職場や個人宅を定期的に訪問して、パンや飲
料・デザート等を販売するお仕事です。
・現在６名の主婦の方々が働いています

＊車両持ち込み可能な方。
（車輛借上代とガソリン代を別途支給します。）

＊慣れるまでは、１ヶ月弱同行教育をいたします。

普通自動車免許
（車の持ち込み可
能な方）

土日祝 株式会社　サンシーアイ

ナイトマネージャー
（仁井田南店）

○夕方から閉店までの勤務となります。
・閉店前までの商品管理全般を担当していただきます。

＊１日４時間、週３～４日の勤務となります。

不問

他 株式会社　ナイス
毎　週

秋田県秋田市新屋豊町３－４８

113人 018-862-2611

不問

20人 018-860-1401

パソコン操作可能
であること

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

05010- 3390691

平成31年4月1日～平
成33年3月31日 雇用・労災

05010- 3388591

医療安全支援センター
相談員

○医療安全支援センター業務
・医療に対する相談（苦情を含む）への対応
　（電話応対、来庁者応対）
・相談内容等の記録（パソコン操作あり）
・報告書の作成（年２回程度）
・その他、付随する業務


看護師免許

土日祝他 秋田県　健康福祉部　医務薬事課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215
パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、Ｐ
ｏｗｅｒＰｏｉｎｔ、電子
メール等）が出来る
こと。

2,334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- 3448491

事務系スタッフ（国際資
源学研究科）

所属先：国際資源学研究科

・研究室に所属する教職員の出勤・出張の管理、電話・メー
ル対応、郵便物発送等、総務業務の補助
・必要物品の発注、購入・支払に付随する手続き等、会計業
務の補助
・その他教育・研究に関わる業務の補助

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

金土日祝他 国立大学法人　秋田大学

時間外及び休日労働
協定点検指導員（秋田
労働基準監督署）

・事業所から提出される時間外、休日労働協定に関する届出
等の受理及び相談等窓口対応
・専用システム端末への入力、出力業務
・対人業務（電話対応を含む）が主となります。
・その他、付随する業務

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

33人 018-862-6681

不問

1人 018-893-4100

・パソコン操作
（ワード、エクセル）
（ブライダル撮影経
験あれば尚可）

150人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3389191

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- 3381391

撮影スタッフ及び接客

○秋田市内、ブライダルスタジオにての業務です。
・接客（新郎、新婦との打ち合わせ、お茶出し等）
・事務業務（ワード、エクセル使用）

＊適性を考慮し配置します。
＊未経験者には丁寧に指導いたします。
＊経験者は優遇します。
＊土日勤務可能な方を希望します。
＊週２～５日程度の勤務。

不問

火他 株式会社　美光写苑
毎　週

秋田県秋田市中通１丁目３－５　秋
田キャッスルホテル３階

その他
秋田県秋田市手形住吉町４－２６

21人 018-832-2534

子育てに関わった
ことのある方

21人 秋田県秋田市

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

05010- 3429691

宿・日直専門員（非常
勤職員）【女性限定求
人】

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

不問

他 秋田県女性相談所

電話相談員

○子ども家庭電話相談事業に基づく電話相談

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

※非常勤職員２名での交替勤務
　（金曜日は早番、遅番の交替勤務）

教員、児童福祉
司、児童心理司、
保健師、保育士の
いずれか必要

他 秋田県中央児童相談所
毎　週

秋田県秋田市新屋下川原町１番１号

56人 018-862-7311

求人条件特記事項
のいずれかの要件
を満たす者

実務経験者
2,141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- 3416291

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
毎　週

秋田県秋田市八橋南１丁目８－３

30人 018-883-1175

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

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

℡ 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 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 790円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15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

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時30分～14時30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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～12時00分 就業場所
(2)13時00分～19時00分

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

3人 765円～765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～16時00分 就業場所

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時00分～16時00分 就業場所

時給

2人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～ 7時00分 就業場所
(2)12時00分～13時00分
(3)17時00分～18時00分

530人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010- 3394891

食事の配食（自衛隊／
６時～、１２時、～１７時
～）

≪請負業務≫
・自衛隊員への朝・昼・夕食の配食、片付けなど

＊入札状況等により３１年４月から再雇用の可能性あり。

不問

他 株式会社　サンアメニティ　秋田支社
毎　週

秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１９
４－１

32人 018-881-3171

不問

8人 018-869-5760

不問
8人 秋田県秋田市

平成31年3月15日～平
成31年3月21日 労災

05010- 3443191

平成31年3月10日～平
成31年3月22日 労災

05010- 3442591

配達・作業補助（短期）

○花の配達業務に従事して頂きます。
・スーパーや花屋への配達
・バケツに入った花を配送し、現地で仕分けする作業
○作業補助
・花などを切った後の片付け
・配達の準備のためのパック
・店内の掃除　等
＊社用車（ＡＴ車）で配達していただきます（軽ワゴン、ワンボックス）
＊平成３１年３月１５日～平成３１年３月２１日までの短期のお仕事で
す。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日 株式会社　はなせ
な　し

秋田県秋田市外旭川字待合２８

その他
秋田県秋田市外旭川字待合２８

8人 018-869-5760

不問
8人 秋田県秋田市

18人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3384491

花束作り（短期）

○花束作りを担当していただきます。

・花束の袋詰め
・その他、付随する業務

＊平成３１年３月１０日～平成３１年３月２２日までの短期の
お仕事です。

不問

他 株式会社　はなせ

場内作業（秋田営業
所）

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


＊力仕事になります。
＊細かい作業もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
（業務上、運転する
場合あり）

土日祝他 株式会社　みちのく産業
毎　週

秋田県秋田市四ツ小屋末戸松本字
地蔵田２６９－３

14人 018-839-8505

不問

5人 018-823-5320

不問
32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3437391

雇用・労災
05010- 3420991

調理スタッフ補助

○調理業務全般を担当していただきます。
・仕入れ、仕込み、調理、片付け、食器洗浄等の補助
・約４０人分の朝食、昼食、夕食を４名のスタッフで調理
　の補助。

不問

他 株式会社ＫＲＫコーポレーション
毎　週

秋田県秋田市川元むつみ町３－３２

毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

6人 018-862-3251

不問
476人 秋田県秋田市

12,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010- 3398091

食事提供業務（秋田銀
行本店）

○秋田銀行本店食堂にて、食事提供業務に従事していただ
きます。
・チーフコックの指示に従って、調理等の食事提供業務
・その他付随する業務（洗い物等）

＊勤務中、禁煙に対応できる方を希望します。　

不問

土日祝 株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズ

調理員（デイサービスさ
ふらんの家）

○福祉施設（デイサービス）において調理業務全般に従事し
て頂きます。
・調理、盛付、配膳、厨房内の清掃等


＊月～土まで稼働しており、１日約１８～２０食程度を１名で
提供しております。

不問

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

2人 018-888-1333

不問

不問
32人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3438691

介護職員初任者研修
（ヘルパー２級）以上
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

他 株式会社ＫＲＫコーポレーション
毎　週

秋田県秋田市川元むつみ町３－３２

15人 018-823-5320

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

介護職員（デイサービ
ス及び訪問介護）【パー
ト】

○主にサービス付高齢者向け住宅の利用者の介護および地
域の介護が必要な方々への訪問介護
・食事介助、排泄等の身体介護
・調理、買物等の生活援助　等
＊ローテーションにより、デイサービスでの介護と訪問介護の
両方。
＊外出時は社有車使用（ＡＴ車）
＊お仕事の対象が要介護者ですので、明るく元気な対応が
求められます




職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,300円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～12時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,056円～1,056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00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,056円～1,056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00分 就業場所

日給（時給換算）

2人 1,280円～1,280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00分 就業場所

日給（時給換算）

2人 1,056円～1,056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
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所

時給

1人 790円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～15時30分 就業場所

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時15分 就業場所

時給

1人 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

日給（時給換算）

1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) 9時00分～16時00分 就業場所

15人 018-886-3320

パソコンに関する
基礎的技能

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- 3525391

平成31年3月18日～平
成31年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3518691

事務補助員

○基地における事務補助を担当していただきます。慣れるま
では隊員と一緒にデスクワークを行っていただきます。
　
・行政文書の作成及び管理
・来客者への湯茶接遇
・庶務業務（郵便の発送）　等

＊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）

不問

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

毎　週
秋田県秋田市本道１－１－１

950人 018-884-6010

パソコン（ワード、エ
クセル、メール等）
が使えること

1,400人 秋田県秋田市

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

05010- 3516091

事務系スタッフ（循環器
内科学講座）【産休・育
休代替】

循環器内科学講座において次の業務に従事していただきま
す。
・教員、医師のスケジュール管理
・文書作成、データ入力
・郵便物の授受
・電話・来客応対

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝 秋田大学医学部総務課

事務系スタッフ（病理
部）

病理部において次の業務に従事していただきます。

・採取した生検組織、手術組織、細胞診検体などの受付業務
・診断報告書や病理標本の整理

※作業内容や手順については入職後指導しますので、未経
験の方でも大丈夫です。

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝 秋田大学医学部総務課
毎　週

秋田県秋田市本道１－１－１

950人 018-884-6010

パソコンが使用できる
方
（業務では医療情報
システムを使用する
場合があります）

20人 018-880-5877

パソコン操作できる
方（入力程度で可）

100人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3485091

3ヶ月
労災

05010- 3464491

事務及び商品管理

・会計業務（配達員が集金した現金の処理）
・パソコンデータ入力（専用ソフトを使用）
・商品の発注（パソコンにてＷｅｂ注文します）
・電話対応（主にお客様）
・雑務（事務所内清掃等）

不問

土日他 株式会社　ハート・デリバリー　明治
けんこう宅配　秋田店毎　週
秋田県秋田市飯島川端１－２－４

その他
秋田県秋田市外旭川字待合２８

7人 018-869-5381

パソコン操作経験
7人 秋田県秋田市

6,707人 秋田県潟上市
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- 3475291

事務職

○事務の仕事をしていただきます。
・一般事務
・経理事務（伝票処理程度）

＊来客応対、電話応対はほとんどありません。

＊雇用契約は３ヶ月毎の更新となります。

不問

他 株式会社　丸竹三共水産

総務経理事務員

○施設の管理運営に関する総務経理業務
・総務、経理に関する書類整理、システム入力、発注業者と
の応対等
・県内他事業所（秋田市内）への巡回（社有車使用）
・その他、付随する業務

＊外出用務時は社有車使用（ＡＴ車）

＊月１５日の勤務です

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 独立行政法人　高齢・障害・求職者
雇用支援機構　秋田支部毎　週
秋田県潟上市天王字上北野４－１４
３

58人 018-873-3177

パソコンの使用
（ワード、エクセル）

58人 018-873-3177

パソコンの使用
（ワード、エクセル）

6,707人 秋田県潟上市
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- 3479391

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- 3478091

事業主支援相談員

○地域の関係機関（秋田労働局、ハローワーク、商工会議
所、金融機関等）や団体・企業等と連携して、中小企業等に
おける労働生産性の向上のための人材育成事業（在職者訓
練）を行っていただきます。
・委託による社員研修の実施機関の開拓、選定
・委託による社員研修の企画提案、広報、実施
・委託による社員研修の実施状況確認及び実施機関への助
言
・その他、上記に付随する業務
＊外出用務時（週２～３回）は社有車使用（ＡＴ車）

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
ＩＴパスポート又はＩＴ
コーディネータの資格
をお持ちの方を歓迎

土日祝他 独立行政法人　高齢・障害・求職者
雇用支援機構　秋田支部毎　週
秋田県潟上市天王字上北野４－１４
３

毎　週
秋田県潟上市天王字上北野４－１４
３

58人 018-873-3177

パソコンの使用
（ワード、エクセル）

6,707人 秋田県潟上市

6,707人 秋田県潟上市
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- 3477191

受講者募集相談員【更
新可能性あり（条件あ
り）】

○ポリテクセンター秋田における、再就職のための職業訓練
（ハロートレーニング）受講者募集に関する業務
・募集資料の作成、広報活動、ハローワーク等での説明等
　それに付随する業務
・施設内の見学対応（週１回程度）
＊外出用務時は社有車使用（ＡＴ車）
（県内のハローワークを巡回するため、遠距離の運転を行う
ことがあります。）
＊月１５日の勤務です

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 独立行政法人　高齢・障害・求職者
雇用支援機構　秋田支部

受講者募集相談員（～
Ｈ３２．３．３１）

○ポリテクセンター秋田における、再就職のための職業訓練
（ハロートレーニング）受講者募集に関する業務
・募集資料の作成、広報活動、ハローワーク等での説明等
　それに付随する業務
・施設内の見学対応（週１回程度）
＊外出用務時は社有車使用（ＡＴ車）
（県内のハローワークを巡回するため、遠距離の運転を行う
ことがあります。）
＊月１５日の勤務です

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 独立行政法人　高齢・障害・求職者
雇用支援機構　秋田支部毎　週
秋田県潟上市天王字上北野４－１４
３

58人 018-873-3177

パソコンの使用
（ワード、エクセル）

不問
16人 秋田県秋田市

労災
05010- 3462691

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

平成31年2月15日発行（平成31年2月14日受付分)　Ｎｏ．１

3ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師または准看護師

　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

　＊午前３時間、週６日の勤務です。
　＊就業時間は相談に応じます。

℡ 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

4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

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 900円～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 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)16時30分～ 9時00分 就業場所
(2)18時00分～ 9時00分

時給

5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 就業場所

時給

2人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

5人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時30分 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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時30分 就業場所

時給

2人 830円～830円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 850円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)20時00分～ 3時00分 就業場所
(2)21時00分～ 5時00分

0人 秋田県秋田市

05010- 3453391

運転代行業（客車）

○飲酒されたお客様と車を目的地まで安全かつ快適に送る
仕事です。

＊お客様の車を運転します。
＊就業場所は主に秋田市山王になります。
＊売上に応じて歩合給もあります。


＊週末のみでも応募可能です。

普通自動車免許２
種

他 ネルフ代行
その他

秋田県秋田市豊岩石田坂字坂ノ下３
３番地

0人 090-7529-6864

不問

88人 018-875-3861

不問
88人 秋田県南秋田郡八郎潟町

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3528491

～平成31年4月30日
雇用・労災

05010- 3519991

電子部品製造（９：００
～１７：００）

○電子部品製造に関する業務全般に従事します。
・顕微鏡を使用しての組立
・検査（目視、拡大鏡及び顕微鏡を使用）
・その他付随する業務
＊未経験者にも作業内容は指導いたします。
＊契約更新は会社業績等による。
【雇用期間について】
当初は３ヶ月契約（試用期間１ヶ月含む）更新時には６ヶ月契
約、その後は１年契約となります。

不問

日祝他 横浜電子工業　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
中羽立２０６

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

8,500人 秋田県秋田市
～平成31年4月30日

雇用・労災
05010- 3517391

冷凍食品の調理
（９：００～１４：３０）

・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

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

不問

土日他 フジフーズ株式会社　秋田工場

冷凍食品のトッピング
（９：００～１４：３０）

○流れ作業による冷凍食品の袋詰め及びトッピング
・凍結作業
・立ち作業となります。
・作業服は貸与します。

＊冷凍庫内の作業はありません。

不問

土日祝他 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

7人 070-2037-3917

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3507091

労災
05010- 3503891

学童保育支援

○学童保育に従事していただきます。
・小学１～３年の児童の保育支援

＊児童２１人を職員３名体制で保育。

＊平成３１年３月下旬～採用予定



不問

日祝他 東児童クラブ保護者会
毎　週

秋田県秋田市東通二丁目１１－２

その他
秋田県秋田市中通１丁目３番５号

30人 018-834-1141

不問
541人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3452091

婚礼・宴会の片付け業
務


　○披露宴・宴会の片付けや翌日のスタンバイ等。

　＊アルバイト勤務です。
　　接客はありません。

働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル

夜勤介護職員（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」を経営理念の当施設において「夜
間帯の高齢者の身の回りのお世話、身体介護」　「家事全般
（朝食作り）等」を管理者や生活相談員と共働　協力して、事
業所の運営を行っていただきます。

不問

他 カインドスタイル　株式会社
毎　週

秋田県秋田市泉東町１０－２９

8人 018-853-1255

不問

13人 018-836-5644

不問
70,519人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3454691

雇用・労災
05010- 3526691

サービスサポートスタッ
フ

○保険営業
・当社のご契約者様に対するアフターサービスを中心としたお
仕事です。窓口に来店されたお客様応対や訪問による手続
きを行います。

不問

土日祝 日本生命保険相互会社　ライフプラ
ザ秋田毎　週
秋田県秋田市中通４－２－７　日本
生命秋田中央通ビル３Ｆ

毎　週
秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼
寝１０

3人 018-875-3300

不問
3人 秋田県南秋田郡八郎潟町

秋田県潟上市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 3487691

給油、洗車などのガソリ
ンスタンド業務

・給油、洗車等のガソリンスタンド業務全般
・その他、付随する業務
・お客様の車を移動して、洗車等をすることがあります。

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
危険物取扱資格者は
給与面で優遇しま
す。

他 有限会社　ワタネン

水産（お魚）部門の販
売・清掃

○スーパーマーケット内において水産品業務を担当します。
・水産物の加工、パック詰め、盛り付け、値札付け、陳列作
業。
・作業場の片付け、器具の洗浄、清掃、その他付随する作業

＊週４～５日程度のパートです。

働き方改革関連認定企業「くるみん」

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　ザ・
ビッグ潟上店毎　週
秋田県潟上市飯田川飯塚字上提敷
６９－１

64人 018-877-5951

不問

不問
秋田県潟上市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 3489491

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　ザ・
ビッグ潟上店毎　週
秋田県潟上市飯田川飯塚字上提敷
６９－１

64人 018-877-5951

3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

チェッカー（レジ係）業務
（９：００～２１：３０）

○スーパーマーケット内においてレジ業務を担当していただ
　きます。
・売上登録と金銭授受、及び、お客様対応
・清掃、その他付随する業務
＊未経験の方には丁寧に指導いたします。
＊週４～５日程度のパートタイムです。短時間だけ働きたい
　方も相談に応じます。
働き方改革関連認定企業「くるみん」



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)12時00分～17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 不問 (1)10時00分～15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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時00分～10時00分 就業場所

17人 017-763-5819

不問
71人 秋田県秋田市

雇用・労災
02010- 3069591

12ヶ月
雇用・労災

05010- 3449791

仕分作業員（秋田事業
所：パート／５：００～１
０：００）

≪請負業務≫
食品等を各コンビニエンスストアに配達する為に仕分をする
作業です。 不問

他 有限会社　ロジ・サポート青森
毎　週

青森県青森市大字大野字前田６２－
９

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

71人 秋田県秋田市

雇用・労災
02010- 3070391

清掃業務【１０時～１５
時３０分】

○杉山病院内の清掃業務に従事していただきます。
（主な仕事内容）
・病室、廊下、男女のトイレ掃除
・ゴミの収集
・その他、付随する業務
＊作業着貸与
※働き方改革関連認定企業
　【くるみん】【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

不問

土日祝 医療法人　仁政会　杉山病院

荷受・仕分作業員（秋
田：パート／１２：００～
１７：００）

≪請負業務≫
菓子の荷受、仕分作業及び商品管理　等
・仕入先から入荷した菓子を、各小売店毎に仕分をする作業 不問

日他 有限会社　ロジ・サポート青森
毎　週

青森県青森市大字大野字前田６２－
９

11人 017-763-5819

不問

不問
71人 秋田県秋田市

雇用・労災
02010- 3068291

不問

日他 有限会社　ロジ・サポート青森
毎　週

青森県青森市大字大野字前田６２－
９

11人 017-763-5819

平成31年2月15日発行（平成31年2月14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

荷受・仕分作業員（秋
田：パート／７：００～１
２：００）

≪請負業務≫
菓子の荷受。仕分作業及び商品管理等
・仕入先から入荷した菓子を各小売店ごとに仕分けをする作
業です。

℡ 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】
　２．　２月１８日　㈱りんどうの里・湯の越の里㈱【介護職員】
　３．　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！！
　４．　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）】
　５．　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】
　６．　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】
　７．　２月２５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　８．　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】
　９．　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】
１０．　３月　１日　㈱イースリー【電気工事及び設備工事補助】
１１．　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】
１２．　３月　５日　池田ライフサポート＆システム㈱【訪問看護師】

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

月給（時給換算）

1人 1,248円～1,248円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時45分 就業場所

時給

1人 1,200円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～13時30分 就業場所

時給

2人 900円～1,000円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～18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00分～16時00分 就業場所

時給

1人 810円～810円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時50分～15時20分 就業場所
(2) 9時50分～16時20分
(3)14時40分～21時10分

時給

1人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)20時00分～ 6時00分 就業場所

時給

6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) 5時00分～ 8時00分 就業場所

時給

1人 780円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

25人 018-893-6260

不問
70人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010- 3591691

労災
05010- 3551991

介護職

・１０名の利用者様に７名の職員で介護にあたります。
＊勤務日数・曜日・時間すべてご相談に応じます。ライフスタ
イルに合わせてお仕事をしていただけます。
＊土日のみ、夜勤のみ、週１回なども対応可能です。
＊短い時間からでも働けますのでご相談ください。


不問

他 ショートステイ　ミニとまと（株式会社
トワ・プール）その他
秋田県秋田市寺内字イサノ１２１

その他
秋田県秋田市外旭川字小谷地１１０
－１

6人 018-869-7666

不問
60人 秋田県秋田市

756人 秋田県秋田市
2ヶ月

労災
05010- 3577491

ラウンジスタッフ・調理
（秋田赤十字病院店）

○病院内店での接客及び調理業務を担当していただきます。
・お客様の注文を受け、コーヒーを抽出する
・サンドイッチなどの調理
・その他付随する業務

＊就業時間は、平日７：３０～１８：３０
　　　　　　　土曜９：３０～１６：３０
　　　　　　　　　　　　　　　　　の間の５～８時間程度
＊日曜日は定休日です。

不問

日祝他 ナガハマコーヒー　株式会社

郵便内務（早朝）

○郵便内務業務を担当していただきます。

［主な仕事内容］
・ゆうパック等の仕分け作業
・郵便物の仕分け作業
・その他、付随する業務
＊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

不問

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

86人 018-869-7890

運行管理実務経験
者

132人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010- 3588291

12ヶ月
雇用・労災

05010- 3596291

夜間運行管理代務

○貨物業務の運行管理代務（夜間）
・乗務員の点呼・連絡業務等 運行管理者　又は

運行管理基礎講習
受講済者

日祝他 秋印　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字一本木８０－
４

毎　週
秋田県秋田市八橋南１丁目３－２５

58人 018-883-0710

パソコン基本操作
（入力程度）

3,000人 秋田県秋田市

35人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年6月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3536491

家電製品配送管理ス
タッフ

○管轄店舗で販売された家電製品の配送・工事に関する事
務作業及び商品の管理
・伝票管理
・協力店への取り次ぎ　など

＊初めての方でも先輩スタッフが親切・丁寧にサポートしま
す。安心して応募ください。


不問

他 株式会社　デンコードーケーズデンキ
秋田中央店

一般事務

○一般事務に従事していただきます。
・事務所内にてパソコンを使い、エクセルシートにコードを入
力し工事明細書及び請求書の作成
・お客さまからの電話応対
　主に工事日の変更依頼の受付

不問

土日祝他 東部ガスリビングサービス株式会社
秋田支社毎　週
秋田県秋田市楢山川口境１－１

9人 018-834-0533

パソコン（ワード、エ
クセル）の操作必
須

1人 018-838-0350

不問
3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

05010- 3595891

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3546891

受付・案内（パート）

・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

水木他 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
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

278人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災
05010- 3555291

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

社会福祉士または保健
師または主任ケアマ
ネージャー

　○高齢者に関する総合相談
  ○介護保険等の事務手続き
  ○介護予防支援業務
  ○講演、介護予防事業等の企画、運営
  ＊その他、高齢者支援に関すること　　　　　　　　　　　

　＊外出は社有車ＡＴ車使用　


社会福祉士または保
健師または主任ケア
マネジャーのいずれ
か普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 医療法人　惇慧会
毎　週

秋田県秋田市外旭川字三後田１４２

5人 018-868-5511

不問

不問
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- 3603191

保健師

土日祝他 公立学校　共済組合秋田支部
毎　週

秋田市山王３丁目１－１

16人 018-860-5221

平成31年2月18日発行（平成31年2月15日受付分)　Ｎｏ．１

3ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

保健師

○公立学校共済組合秋田支部にて次のような業務に従事し
ていただきます。
・メンタルヘルス（健康相談）事業に関すること
・特定健診事業に関すること
・特定保健指導に関すること
・その他保健事業に関すること


℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

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30分 就業場所

時給

1人 820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) 6時00分～14時30分 就業場所
(2)11時00分～19時30分

時給

3人 850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) 5時30分～12時00分 就業場所
(2)14時00分～19時30分

時給

2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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時00分～10時30分 就業場所
(2) 6時00分～10時30分

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～14時30分 就業場所

時給

2人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
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～10時30分 就業場所
(2) 6時00分～10時30分

時給

2人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時00分～15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

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)21時00分～ 5時00分 就業場所30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3543991

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（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

30人 018-869-5488

不問

28人 018-864-3117

不問
768人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3573091

労災
05030-  991991

製造補助スタッフ
「クレアシオン」

○「Ｔ－ｃｏｍｆｏｒｔ」内にある「クレアシオン」での製造の補助を
していただきます。
・サンドウィッチ、パンの製造補助
・パンやケーキの陳列
・商品の梱包
・その他付随する業務

＊多忙時販売補助作業あり。
＊ユニフォーム貸与

不問

他 株式会社　たけや製パン
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－６０

その他
秋田県大館市字谷地町９－７

9人 0186-44-6250

不問
50人 秋田県秋田市

55人 秋田県秋田市

労災
05010- 3554891

ホール係【秋田本店】

◆当店（錦　秋田本店）において、下記業務に従事していた
だきます
・ホールを中心としたお客様へのサービス
・食器の準備、片付け、ラーメン等の配膳など

※試用期間（研修期間）３ヶ月間あります
（その間、時給＠８５０円）
◎制服は貸与します
◎学生アルバイト歓迎します

不問

他 有限会社　ニシキダイナー

ホール接客【唐橋茶屋】
（１１：００～１５：００）

○唐橋茶屋においてホールでの接客業務をお願いします。
・お客様のご案内、注文取り
・ドリンク、デザート等の簡単な調理
・料理、ドリンク等の提供　等

＊週１日から相談に応じます。就業日数、時間等についてお
気軽にご相談ください。

不問

他 有限会社　あべ乃グループ
毎　週

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

14人 018-893-4675

不問
55人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3552491

雇用・労災
05010- 3565091

ホール接客【唐橋茶屋】

○唐橋茶屋でのホール接客業務に従事していただきます
・ホテル宿泊客の朝食提供
・洗い物　等


＊週一日から相談に応じます。勤務日数等お気軽にご相談く
　ださい。

＊６０歳以上の方歓迎します

不問

他 有限会社　あべ乃グループ
毎　週

秋田県秋田市仁井田目長田１丁目１
６－７－１０６

毎　週
秋田県秋田市中通６丁目１５－１８

6人 018-831-3838

不問
43人 秋田県秋田市

55人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3556591

調理補助・ホールスタッ
フ（遊学舎ゆとり庵）

○厨房、ホールスタッフとして勤務していただきます。
・調理補助業務
・オーダー取り
・出来上がった料理をお客様に提供
・片づけ

＊未経験の方でも、専属スタッフがサポートします。
＊就業時間、休日等ご相談に応じます。
＊長期勤務できる方希望

不問

月他 有限会社　桃山

調理補助【唐橋茶屋】

○唐橋茶屋において調理補助業務に従事していただきます。
・食材の仕込み、調理の補助
・盛付、洗い物　等

＊週一日から相談に応じます。勤務日数等お気軽にご相談く
　ださい。

＊６０歳以上の方歓迎します

不問

他 有限会社　あべ乃グループ
毎　週

秋田県秋田市仁井田目長田１丁目１
６－７－１０６

14人 018-893-4675

調理補助経験者

6人 018-888-1333

不問
15,000人 秋田県南秋田郡八郎潟町

12ヶ月
雇用・労災

05010- 3560791

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3557191

調理員（ショートステイ
のぞみ
）

○ショートステイ施設における調理作業全般を担当していた
だきます。
・下処理、調理、盛付け、配膳、洗浄
・その他、付随する業務

＊食数６０～６５食程度、２名体制で勤務

不問

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

毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバースビル６Ｆ

3人 018-888-1333

不問
15,000人 秋田県潟上市

406人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3562291

調理員（ショートステイ
かたがみ）

○ショートステイ施設における調理作業全般を担当していた
だきます。
・下処理、調理、盛付け、配膳、洗浄
・その他、付随する業務

＊食数２５～３０食程度を１名～２名体制で対応

不問

他 株式会社　メフォス　東北事業部秋
田支店

訪問入浴サービスオペ
レーター

○これから介護業界にチャレンジしていきたい方、キャリアの
第一歩として下記の仕事をしていただきます。
・入浴車の運転業務全般
・お客様の入浴介助　
・入浴サービスのオペレーション

※【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

無資格から応募可。
ホームヘルパー２級
以上あれば尚可。
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

日他 株式会社　虹の街　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市牛島西１丁目３－８

42人 018-831-5652

不問

不問
70人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010- 3592991

不問

他 ショートステイ　とまと（株式会社トワ・
プール）その他
秋田県秋田市八橋イサノ１－１３－１
７

20人 018-866-4445

3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

介護職

・１０名の利用者様に７名の職員で介護にあたります。
＊勤務日数・曜日・時間すべてご相談に応じます。ライフスタ
イルに合わせてお仕事をしていただけます。
＊土日のみ、夜勤のみ、週１回なども対応可能です。
＊短い時間からでも働けますのでご相談ください。




職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

3人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所

時給

3人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所

時給

3人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所

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)10時30分～12時30分 就業場所

22人 018-874-7622

不問
24,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010- 3539291

6ヶ月
雇用・労災

03070- 1183991

客室整備（リネン品回
収：ホテルα－１）

○ホテル内のリネン品の回収作業に従事していただきます。
・退室後のリネン品回収、専用袋へ分別、袋詰め

＊リネン品とは、宿泊者が使用した、タオル類、ガウン、ベッド
シーツなどです

不問

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

毎　週
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

660人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
03070- 1182691

ルームメイク・清掃（ビ
ジネスホテル）秋田市：
週５日

◆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、ルームメイクや清掃のお仕事です。

・ルーム清掃、シーツやタオルの交換
・歯ブラシ等備品の補充
・ワークスケジュールに基づき、職場の清掃
※【週５日勤務】の募集です。
　時間を有効活用し、新しくてきれいな職場で一緒に働きま
しょう！

不問

他 株式会社　みちのくジャパン

ルームメイク・清掃（ビ
ジネスホテル）秋田市：
土日のみ

◆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、ルームメイクや清掃のお仕事です。

・ルーム清掃、シーツやタオルの交換
・歯ブラシ等備品の補充
・ワークスケジュールに基づき、職場の清掃
※【土日のみ週２日勤務】の募集です。
　時間を有効活用し、新しくてきれいな職場で一緒に働きま
しょう！

不問

土日 株式会社　みちのくジャパン
毎　週

岩手県北上市大通り四丁目４－２２
ＭＪビル

21人 0197-63-7878

不問

不問
660人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

03070- 1181391

不問

他 株式会社　みちのくジャパン
毎　週

岩手県北上市大通り四丁目４－２２
ＭＪビル

21人 0197-63-7878
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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

ルームメイク・清掃（ビ
ジネスホテル）秋田市：
週３日

◆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、ルームメイクや清掃のお仕事です。

・ルーム清掃、シーツやタオルの交換
・歯ブラシ等備品の補充
・ワークスケジュールに基づき、職場の清掃
※【週３日勤務】の募集です。
　時間を有効活用し、新しくてきれいな職場で一緒に働きま
しょう！

℡ 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!!




