
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 60歳以上 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 1,500円～2,700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 1,466円～1,466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 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 就業場所

月給（時給換算）

1人 1,120円～1,120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
(2)10時00分～16時45分

日給（時給換算）

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～16時00分 就業場所

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

6人 765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) 9時30分～13時30分 就業場所
(2)13時00分～17時00分
(3)15時00分～19時00分

時給

6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)15時00分～19時00分 就業場所
(2)17時00分～22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

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)18時00分～23時00分 就業場所
(2)19時00分～23時00分

68人 018-835-6111

不問
393人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010- 3673491

～平成31年3月31日
労災

05010- 3679091

ナイトマネージャー（お
のば店）

○夜間の現金、従業員、商品の管理を中心とした仕事です。
　・レジの売上管理
　・従業員の勤怠管理
　・商品の値引シール貼り、商品補充、整理など　
　・外出用務の場合もあり。（マイカー使用）

普通自動車免許
（ＡＴ可）

他 株式会社　マルダイ
毎　週

秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６
号

毎　週
秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６
号

76人 018-835-6111

不問
393人 秋田県秋田市

393人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010- 3674791

レジ担当（牛島店）

○レジカウンター全般業務に従事していただきます
　・お買上げ商品の会計業務（レジ操作による）
　・お客様のご案内等接客に関する業務　
　・その他、付随する業務　
　レジ機の取扱いの経験がなくても大丈夫です。

不問

他 株式会社　マルダイ

レジ担当（おのば店）

○レジカウンター全般業務に従事していただきます
　・お買上げ商品の会計業務（レジ操作による）
　・お客様のご案内等接客に関する業務　
　・その他、付随する業務　
　レジ機の取扱いの経験がなくても大丈夫です。

不問

他 株式会社　マルダイ
毎　週

秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６
号

68人 018-835-6111

不問

13人 018-866-7115

不問
131人 秋田県秋田市

～平成31年3月29日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3659891

平成31年3月1日～平
成31年8月31日 労災

05010- 3628591

作業補助【パート】

１．資料作成（エクセル等）
２．スキャニングデータの整理、登録作業

※基本的なパソコン操作ができる方であれば大丈夫です。作
業については指導いたします。

＊採用日については、相談のうえ決定します。

不問

土日祝 株式会社　ナカノアイシステム　秋田
支店毎　週
秋田県秋田市八橋本町５丁目８－３
１

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（ワード・エ
クセル）の使用経
験がある方

6,707人 秋田県潟上市

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

05010- 3625791

事務補助（職業訓練）

○施設内における事務補助（職業訓練に関する事務補助）
　業務を担当していただきます。
・書類整理
・パソコン入力
・その他付随する業務

＊月１４日の勤務です。

不問

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

事務員

非常勤職員として業務に従事していただきます。
○県の総務事務をコンピュータシステムにより処理。
・職員給与事務及び諸手当の認定事務、年末調整事務等。
・電話応対、接客対応等有り

不問

土日祝他 秋田県出納局総務事務センター
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１　秋
田県庁６階

45人 018-860-1060

パソコン（一太郎、
エクセル、ワード）
操作出来る方

20人 018-845-1197

パソコン操作（打ち
込み程度）

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3619291

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- 3623991

総務事務（補助）

○事務全般に従事していただきます。
・伝票入力
・書類作成（ワード、エクセル定型フォーム入力）
・電話、接客応対
・事務所内の清掃　など
・書類整理

　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

土日祝 旭建設　株式会社
毎　週

秋田県秋田市将軍野南４丁目８－２
５

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１－１

43人 018-860-1721

・用地の登記業務に
関しての実務経験
・パソコン操作（一太
郎、エクセル、ワード）

3,500人 秋田県秋田市

1人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 3622691

国有農地管理嘱託員

○国有農地の管理に関する業務に従事していただきます。
・法務局や市町村農業委員会を訪問しての図面や書類の調
査
・農地の現地調査
・登記関係資料の収集および調査
・パソコンでの報告書や資料作成　等

＊外出は原則ＡＴ公用車使用（１～２名で行動）
＊エリアは秋田県内全域

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田県農林水産部農林政策課

こども英会話、英語保
育、小学校国語、プロ
グラミング各講師

○新規事業拡大に向け共に高みを目指していける同志を探していま
す。
○主に小学生以下を対象とした英語レッスンの講師、新規で小学国
語とプログラミング講師を募集します。担当は掛け持ちも可能です。
＊子どもが好き、歌やダンスが好きな方
＊子どもの成長に関わる仕事がしたい方
＊英語のスキルを生かしたい方
＊大手教室では実現できないような有意義な仕事がしたい方
＊長期勤続できる方
＊外国人の方も歓迎します。

不問

月日他 ＡｔｏＺ　Ｌａｂ
毎　週

秋田県秋田市茨島４丁目３－３６（秋
田アスレティッククラブ内）

1人 018-827-3969

英会話担当の場合
は日常会話程度の
英語力が必要

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3693291

普通自動車運転免
許（通勤用）
看護師または准看
護師

日祝他 株式会社　秋田温泉さとみ
毎　週

秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

26人 018-833-7171

平成31年2月19日発行（平成31年2月18日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師（福祉事業部）

○旅館施設を利用した通所介護事業（デイサービス）の
　看護・介護業務に従事していただきます。
（看護業務）
・利用者のバイタルチェック、健康管理  ・緊急時の対応
（介護補助）
・レクリエーションの補助
＊１日当たりの平均利用者３８名、スタッフ１４名体制
＊制服貸与
　働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)18時00分～23時00分 就業場所
(2)19時00分～23時00分

時給

1人 780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)15時00分～19時00分 就業場所

時給

2人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～15時00分 就業場所
(2)11時00分～18時00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) 7時30分～14時30分 就業場所

時給

3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) 7時00分～11時00分 就業場所
(2)14時00分～18時00分

時給

2人 870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 18歳以上 (1)18時30分～22時30分 就業場所

時給

2人 860円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)18時30分～22時30分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～11時30分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～14時30分 就業場所

時給

3人 762円～862円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～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～12時00分 就業場所9人 秋田県秋田市

労災
05060- 1126691

高級納豆の販売【秋田
市】

○秋田市直営店「二代目福治郎」における納豆等の商品の
販売、商品の陳列、ギフト包装、商品説明などの接客業務。

　電話対応、メールでの問い合わせの応対等のほか、開店及
び閉店業務、清掃業務等店舗運営の付帯業　あります。


不問

日祝他 有限会社　ふく屋
毎　週

秋田県横手市大雄字田根森４７－１
６

3人 0182-52-3070

不問

9人 082-420-0100

不問
16,000人 秋田県南秋田郡五城目町

6ヶ月
労災

34020- 3086391

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3706891

販売（ダイソーイオン
スーパーセンター五城
目店）

店舗の運営に関わる、レジ接客・ご案内・品出し・商品整理な
どをスタッフ全員で協力して行います。
店舗毎に勤務時間の詳細が異なります。応募時にお問合せく
ださい。
就業場所：秋田県南秋田郡五城目町大川西野字田屋前１３８
イオンスーパーセンター五城目店内
　　　　　ダイソーイオンスーパーセンター五城目店
＊応募を希望される方は必ずハローワークの窓口で、紹介状
の交付を受けてください。

不問

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

その他
秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

135人 018-896-0077

不問
2,600人 秋田県秋田市

2,600人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010- 3705791

鮮魚部門

○鮮魚部門における業務全般です。
・商品陳列
・値付け
・パッケージ販売
・発注など
＊土、日、祝祭日も勤務できる方
＊初めての方でも研修指導致しますので、ご安心ください。
＊１年ごとの契約更新

不問

他 株式会社　伊徳　川尻店

鮮魚部門

○鮮魚部門における業務全般です。
・商品陳列
・値付け
・パッケージ販売
・発注など
＊土、日、祝祭日も勤務できる方
＊初めての方でも研修指導致しますので、ご安心ください。
＊１年ごとの契約更新

不問

他 株式会社　伊徳　川尻店
その他

秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

135人 018-896-0077

不問

135人 018-896-0077

不問
2,600人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010- 3704491

12ヶ月
労災

05010- 3703991

販売（夜間スタッフ）【４
時間】

○スーパーにおいて夜の売り場の管理（値段ラベル貼り付け
商品管理）及び閉店作業等を行っていただきます。
・店舗内における付随する業務もあり 不問

他 株式会社　伊徳　川尻店
その他

秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

その他
秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

135人 018-896-0077

不問
2,600人 秋田県秋田市

2,600人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010- 3702691

販売（サポート部門）【４
時間】

　○スーパーマーケットサポート部門におけるレジ操作、
　接客、包装、お客様をお迎えするＰＯＰ作成等を行って
　いただきます。
・店舗内業務における各種付随作業もあります。

＊週２０時間未満の労働時間です（月８０時間程度）

不問

他 株式会社　伊徳　川尻店

販売（惣菜部門）【４時
間】

○スーパーマーケット惣菜部門における加工やパック詰め、
値付け、商品陳列、発注等の作業を行っていただきます。
・店舗内業務における各種付随作業もあります。 不問

他 株式会社　伊徳　川尻店
その他

秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

135人 018-896-0077

不問

135人 018-896-0077

不問
2,600人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3701391

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3700091

販売（青果部門）【６時
間】

○スーパーマーケット青果部門における野菜のカットや
　パック、袋詰め、陳列等の作業を行っていただきます。

＊店舗内における付随する業務もあります。

＊１年ごとの契約更新

不問

他 株式会社　伊徳　川尻店
その他

秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

その他
秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

135人 018-896-0077

不問
2,600人 秋田県秋田市

2,600人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010- 3699991

販売（ベーカリー部門）
【６時間】

○スーパーマーケットベーカリー部門におけるパンの製造、
商品陳列、値付け、接客（レジ）等の作業を行っていただきま
す。
・店舗内業務における各種付随作業もあります。

不問

他 株式会社　伊徳　川尻店

販売（ベーカリー部門）
【４時間】

○スーパーマーケットベーカリー部門におけるパンの製造、
商品陳列、値付け、接客（レジ）等の作業を行っていただきま
す。
・店舗内業務における各種付随作業もあります。

不問

他 株式会社　伊徳　川尻店
その他

秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

135人 018-896-0077

不問

不問
393人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010- 3681491

普通自動車免許
（ＡＴ可）

他 株式会社　マルダイ
毎　週

秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６
号

76人 018-835-6111

4ページ中 2ページ

平成31年2月19日発行（平成31年2月18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

ナイトマネージャー（牛
島店）

○夜間の現金、従業員、商品の管理を中心とした仕事で　
　　す。
　・レジの売上管理
　・従業員の勤怠管理
　・商品の値引シール貼り、商品補充、整理など　
　・外出用務の場合もあり。（マイカー使用）



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 780円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

3人 900円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時15分 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

雇用期間の定めなし 18歳～64歳 就業場所

時給

1人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～13時00分 就業場所
(2)13時00分～18時15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

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6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

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

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

3人 770円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～21時00分 就業場所
(2) 9時30分～16時00分

時給

2人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

23人 018-881-3171

不問
530人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
労災

05010- 3682791

労災
05010- 3658791

調理補助【国際教養大
学】

○調理補助業務に従事していただきます。
・食事の準備、後片付けが主たる業務となります。
・食事提供の準備、食器洗浄、炊飯など
＊勤務する曜日等相談可能
＊制服貸与
＊原則、年度契約ですが、今在籍している従業員は契約を
　複数回更新しています。
＊請負ではあるが１０年以上続いている職場です。

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

毎　週
秋田県秋田市中通４丁目１６－９　ナ
イスビル２階

11人 018-884-3275

不問
30人 秋田県秋田市

38人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010- 3636591

調理補助（和食）

○郷土料理鉄板焼「扇屋」での調理業務に従事していただきま
す。
・仕込み
・調理
・料理の提供　等


＊制服貸与

不問

日他 合名会社　扇屋

調理補助　保育所（城
南園）

○調理補助業務
・野菜切り、盛り付け、配膳
・食器洗い、
・厨房内掃除
＊７０食程度を３名で対応

＊４月１日から採用予定（相談可）

調理師

月金土日祝他 社会福祉法人　秋田婦人ホーム
毎　週

秋田市楢山古川新町４１－２

13人 018-831-1467

不問

8人 018-888-1333

不問
15,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 3698691

12ヶ月
労災

05010- 3695191

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
・厨房内の清掃等
・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
支店その他
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

2人 018-888-1333

不問
12,000人 秋田県秋田市

85人 秋田県潟上市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010- 3657491

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

調理員（パート）

○特別養護老人ホームの調理業務全般

・特養８０床（多床室５０床、ユニット３０床）、
　ショートステイ１４床の利用者の食事調理業務他
　となります。
＊８人でシフト制です。

・食器洗い、食品の選別、調理、盛り付け
・調理場の清掃

不問

他 社会福祉法人　昭和ふくし会　特別養
護老人ホーム昭寿苑その他
秋田県潟上市昭和大久保字北野海
老漉沼端７４－３

72人 018-877-6411

病院・福祉施設の
調理業務経験

14人 018-893-5085

調理経験者
25人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010- 3709191

労災
07040- 3891891

調理業務（パート）

○ランチで提供する食事の調理業務全般に従事していただき
ます。
・洋食がメインになります。
・新メニューの作成をしていただきます。

＊就業時間は相談可能です。

不問

他 株式会社　ジェー・ユー
毎　週

秋田県潟上市飯田川飯塚字家ノ越４
７－３

その他
福島県郡山市富久山町久保田字宮
田２７－１

9人 024-941-2012

不問
131人 秋田県秋田市

200人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3632491

ラーメン店の接客・調理
（秋田市）

ホールを中心とした接客業務
＊接客業務
　・お客様の案内、オーダー受け
　・テーブルへの配膳、片づけ
　・レジ業務、ホール内外の清掃
＊簡単な調理補助
※未経験者大歓迎
※未経験の方にも丁寧に指導しますので、安心してご応募くだ
さい。

不問

他 アルトルイズム　株式会社

美容師（パート）

○２０１９年春オープン予定のカットカラー専門店です。
　カット、カラー等の美容師業務全般を担当していただきます。

＊子育て中の方、子育てが一段落したものの、ブランクにより
復帰に踏み切れない方など、それぞれの事情に合わせた研修
を実施し、自信をつけてから職場復帰できるように
　サポートいたします。

美容師免許

日祝他 株式会社　ＲＢ　ａｄｖａｎｃｅ
毎　週

秋田県秋田市中通一丁目３－２４

0人 018-853-9174

不問

2人 018-853-8270

接客販売経験者
（小売店での販売
経験２年以上）

2人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010- 3665491

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

販売員

○洋菓子（ケーキ、焼き菓子等）の販売業務全般
・接客業務（レジ会計、包装等）
・商品の陳列、補充
・その他、付随する業務

不問

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 おそうじ本舗　秋田山王店
毎　週

秋田県秋田市千秋矢留町２番１１号１
３０６

平成31年2月19日発行（平成31年2月18日受付分)　Ｎｏ．３

水他 パティスリー　ハラタ
毎　週

秋田県潟上市天王字追分５０－４

0人 018-853-4177

不問
0人 秋田県秋田市

ハウスクリーニング

・一般家庭のハウスクリーニング
・アパート、マンション等の空き室クリーニング
・エアコン、カーペット、窓ガラス、浴室、キッチン等のクリーニン
グ

＊作業場所までは本人の自家用車で直行していただきます。
作業終了後は現場にて解散となります。

労災
05010- 3696091

℡ 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～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 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

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)10時00分～14時00分 就業場所
(2)17時00分～22時00分

時給

3人 850円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 790円～830円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時50分 就業場所

時給

4人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所
(2) 7時30分～11時30分

時給

4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) 7時00分～11時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)20時00分～ 2時00分 就業場所
(2)20時00分～ 4時00分

時給

5人 1,000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 不問 (1)11時20分～17時30分 就業場所
(2)11時20分～19時40分
(3)11時20分～20時30分

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～12時00分 就業場所

時給

2人 765円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～12時00分 就業場所

607人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

労災
05010- 3712491

清掃員４Ｈ（細谷病院）
週３日

○「細谷病院」での日常清掃業務です。
・男女トイレ清掃
・通路等のモップ掛け
・床の拭き、掃き等
＊１日４時間、週３日の勤務です。
＊勤務開始日は相談に応じます。
＊雇用期間は、年度毎の契約更新です。

不問

月木土日 厚生ビル管理　株式会社
毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

2人 018-823-4061

不問

0人 06-6952-2550

運転経験３年以上
30人 秋田県秋田市

労災
27020-13959991

労災
05010- 3630691

運送業務（取集ドライ
バー）　秋田市

軽自動車バンを使用したルート取集業務です。

ポストや郵便局からの荷物の取集

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　ビクトリー物流
毎　週

大阪市旭区高殿４－２２－３３　マン
ション京街道６０２

毎　週
秋田県秋田市茨島六丁目２２－６３

8人 018-823-3928

不問
8人 秋田県秋田市

393人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010- 3680991

代行運転（２種）

○お客様とお客様の車を、ご自宅まで届ける仕事に従事して
いただきます。
・お客様の車を運転していただきます。

＊初心者歓迎。親切に指導します。
＊お客様の状況により就業時間が前後する場合があります。
＊週２～３日の勤務です。

普通自動車運転免
許（２種）

他 ニューポート代行

惣菜担当（牛島店）

　惣菜加工業務全般
　・寿司、弁当の製造
　・揚げ物、焼き物などの製造
　・パック作業及び値付け
　・商品の品出し及び陳列

　家庭でも役立つ様々な調理も覚えることができます。


不問

他 株式会社　マルダイ
毎　週

秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６
号

76人 018-835-6111

不問

68人 018-835-6111

不問
393人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010- 3675891

12ヶ月
雇用・労災

05010- 3612091

惣菜担当（おのば店）

　惣菜加工業務全般
　・寿司、弁当の製造
　・揚げ物、焼き物などの製造
　・パック作業及び値付け
　・商品の品出し及び陳列

　家庭でも役立つ様々な調理も覚えることができます。


不問

他 株式会社　マルダイ
毎　週

秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６
号

その他
秋田県秋田市泉南１丁目４－３９

32人 018-823-0247

不問
47人 秋田県秋田市

50人 秋田県秋田市

労災
05030-  993791

こんにゃく製造

○こんにゃく製造補助
・コンテナに入れた商品移動
・コンテナ洗浄、その他

＊１２か月の契約（更新予定あり）

＊週５日程度の勤務

不問

日他 株式会社　マルイシフーズ

ホール係【錦秋田分店】

◆当店（錦　秋田分店）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：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
その他

秋田県大館市字谷地町９－７

4人 0186-44-6250

不問

32人 018-834-5625

不問
84人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3716591

労災
05010- 3678191

ホール係　【大漁丸】（１
７：００～２３：００）

○ダイワロイネットホテル内の大漁丸において、ホール業務
全般に従事していただきます。
・オーダー取り、料理提供
・後片付け　等


不問

他 株式会社　水屋　光琳
その他

秋田県秋田市中通１－３－５
秋田キャッスルホテル　オフィス３０９

毎　週
秋田県秋田市中通４丁目１６－９　ナ
イスビル２階

11人 018-884-3275

不問
30人 秋田県秋田市

50人 秋田県秋田市

労災
05030-  996591

ホール係

○郷土料理鉄板焼「扇屋」でのホール業務を担当していただ
きます。
・オーダー注文取り
・お客様の接客案内
・料理の提供、片づけ、レジ操作等


＊制服貸与

不問

日他 合名会社　扇屋

仕込み及びホール係
【うるとらＴＳＵＣＨＩＺＡＫ
Ｉ】

◆当店（麺屋　うるとらＴＳＵＣＨＩＺＡＫＩ）において、下記業務に
従事していただきます
・ラーメンの調理補助
・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
◎学生アルバイト可

不問

他 有限会社　ニシキダイナー
その他

秋田県大館市字谷地町９－７

6人 03-5646-6777

5人 0186-44-6250

不問

不問
2,000人 秋田県秋田市

【急募】調理・接客　（秋
田県・秋田市）

・オープンキッチン内での調理、接客サービス
・うどん、そば、ラーメン、カレー、丼物、定食などの調理
・店舗運営補助
☆土、日、祝日、早番、遅番勤務可能な方大歓迎
＊仕事は働きながら、覚えられます。
＊未経験の方にも丁寧に指導しますので、安心してご応募い
ただけます。
【画像情報あり】4ヶ月

労災
13130- 6760291

不問

他 株式会社　マルハンダイニング
毎　週

東京都江東区深川２－８－１９　さくら
いビル４階

平成31年2月19日発行（平成31年2月18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

68人 018-835-6111

不問
393人 秋田県秋田市

4ージ中 4ページ

～平成31年3月31日
労災

05010- 3676291

青果担当（おのば店）


・野菜、果物のパック、袋詰め、値付け、陳列、補充
・商品の加工、盛りつけ
・売場やバックヤードの清掃等

不問

他 株式会社　マルダイ
毎　週

秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６
号



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 890円～920円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所

時給

5人 890円～920円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 9時30分～16時00分 就業場所

時給

1人 890円～920円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 9時30分～16時00分 就業場所

時給

1人 800円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時30分 就業場所

時給

1人 970円～970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
(2)13時00分～18時00分

時給

1人 810円～810円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 780円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 762円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)16時30分～ 8時30分 就業場所

時給

2人 1,100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 就業場所

4人 018-845-2774

不問
4人 秋田県秋田市

労災
05010- 3839691

3ヶ月
雇用・労災

05010- 3770491

ホームヘルパー

○訪問介護業務全般のお仕事です。
・食事の介助、排泄介助、入浴介助、移動介護等の身体介護
・買い物、食事の準備、掃除、洗濯、整理整頓等の生活援助

＊自家用車使用（移動距離に応じてガソリン代支給）
＊通勤は不要。訪問直行直帰が基本となります。


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

他 株式会社　ラック
毎　週

秋田県秋田市将軍野東４丁目１番１
４号

毎　週
秋田県秋田市土崎港東１丁目２－８

14人 018-827-3732

不問
14人 秋田県秋田市

55人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3755891

介護員（有料老人ホー
ム結）　【パート・夜勤】

○自身にて生活される事が困難な高齢者様の生活援助
（介護業務全般）に従事していただきます。
・入浴介助、食事介助、排泄介助
・身体介護　・介護記録の記入　・環境整備
・その他、付随する業務

＊入居定員１５名の施設です。


介護職員初任者研
修（ヘルパー２級）
以上

他 柿崎ケアシステム　株式会社

介護員「グループホー
ムゆず」【パート】

○認知症高齢者の介護業務に従事していただきます。
・利用者の入浴、排泄介助及び生活全般の介護
・朝（１８名）昼（２３名）夕食（２０名）の給食調理（勤務時間により異
なる）を２名で対応
・その他付随する介護業務全般
＊経験のない方でも安心して勤務できます。
＊調理が苦手な方でも指導します。
＊正社員登用制度有
＊５～８時間の勤務可能な方を希望しています。なお、５時間勤務の
場合は週５日勤務でも可

不問

他 株式会社　ブリング　グループホーム
ゆず毎　週
秋田県秋田市仁井田本町３丁目１０
－１８

17人 018-874-8905

不問

3人 018-862-2512

不問
11人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 3774591

6ヶ月
雇用・労災

05010- 3758191

婦人服販売（マリナ　西
武店）

○婦人服販売および商品管理などの業務に従事していただ
きます
・４０代以上の女性をターゲットに、お手頃価格の品揃えをし
たレディースアパレルショップです。

＊フルタイム勤務希望の方もご相談ください。

不問

他 株式会社　モード馬里奈
毎　週

秋田県秋田市大町１－２－２０

毎　週
秋田県秋田市東通８丁目２－１

90人 018-884-3755

不問
800人 秋田県秋田市

47人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 3845191

惣菜作業員

○惣菜部門における作業全般に従事していただきます。
・商品の品出し
・簡単な調理および食材カット
・パック詰め
・接客
＊軽作業です。
＊６ヶ月毎の契約更新あり
＊未経験の方でもＯＫ

不問

他 ビフレ東通店

営業事務（パート）

○主に営業事務及び点呼補助業務に従事していただきま
す。
・電話、来客応対
・請求業務、伝票処理、帳票作成及び整理
・点呼補助業務
・その他付随する業務

＊パソコンを使用しての業務となります。

不問

日祝他 秋田港北トラック　株式会社
毎　週

秋田県秋田市土崎港西４丁目６－４
４

47人 018-845-0711
＊パソコン（ワード・
エクセル・メール
等）
＊運送業営業事務
経験あれば尚可

8人 018-824-8846

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

540人 秋田県秋田市
36ヶ月

雇用・労災
05010- 3844591

平成31年4月1日～平
成31年4月26日 公災

05010- 3768391

経理事務

○経理事務全般に従事していただきます。
・パソコンへの入力・照合作業
・伝票、書類整理
・来客、電話応対
・帳簿の整理　
・その他付随する業務

＊デスクワーク業務となります。

不問

土日祝他 株式会社　アジマックス
毎　週

秋田県秋田市大町３丁目２－３０

毎　週
秋田県秋田市中通５丁目５－２

131人 018-832-4121

パソコン操作の可
能な方
＊ワード及びエクセ
ル

131人 秋田県秋田市

131人 秋田県秋田市

公災
05010- 3767091

一般事務、データ入力
事務等

○特別調査官（資産税）部門において事務業務を担当して頂
きます。
・パソコンへのデータ入力
・書類の仕分けや編てつ　等　　　　　　　　　　　　　　
＊通勤に当たっては、庁舎敷地内駐車場は利用できません。
※雇用期間等は、下記のとおり
　　平成３１年４月１日～平成３１年４月２６日　

不問

土日祝 秋田南税務署

一般事務、受付事務、
データ入力事務等

○管理運営第一部門において事務業務を担当して頂きま
す。
・来署者からの書類受付、案内・パソコンへのデータ入力等
・書類の仕分けや編てつ　等　　　　　　　　　　　　　　
＊通勤に当たっては、庁舎敷地内駐車場は利用できません。
※雇用期間等は、下記参照（応相談）
１）平成３１年４月１日～平成３１年４月１２日
　　採用人数　３人
２）平成３１年４月１日～平成３１年４月２６日
　　採用人数　２人

不問

土日祝 秋田南税務署
毎　週

秋田県秋田市中通５丁目５－２

131人 018-832-4121

パソコン操作の可
能な方
＊ワード及びエクセ
ル

パソコン操作の可
能な方
＊ワード及びエクセ
ル

131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- 3766191

不問

土日祝 秋田南税務署
毎　週

秋田県秋田市中通５丁目５－２

131人 018-832-4121

平成31年2月20日発行（平成31年2月19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

一般事務、受付事務、
データ入力事務等（～３
２．３．３１）

○管理運営第一部門において事務業務を担当して頂きま
す。
・来署者からの書類受付、案内・パソコンへのデータ入力等
・書類の仕分けや編てつ　等　　　　　　　　　　　　　　
＊通勤に当たっては、庁舎敷地内駐車場は利用できません。

℡ 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。



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 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) 9時00分～14時30分 就業場所

時給

1人 765円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

10人 800円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

日給（時給換算）

5人 1,083円～1,083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～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所
(2)13時30分～17時30分
(3)14時00分～18時00分

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

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) 7時00分～11時00分 就業場所
(2) 7時30分～11時30分

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～ 9時30分 就業場所
(2)14時00分～16時00分

時給

1人 920円～920円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時15分 就業場所

時給

1人 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30分～12時00分 就業場所
(2) 8時00分～16時00分

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～11時15分 就業場所320人 秋田県秋田市

労災
05010- 3795991

クリーンスタッフ（秋田
県商工会館）

・館内清掃（トイレ、廊下、階段、事務所等）の掃除機掛け、掃
き、拭き
・ゴミの回収（各ゴミ箱から回収し台車で集積所へ運ぶ）
・制服貸与します
・入社時、その他研修あります

不問

土日祝 大洋ビル管理　株式会社
毎　週

秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

2人 018-865-0601

不問

3人 018-865-0601

不問
320人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3794691

平成31年4月1日～平
成33年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3810191

クリーンスタッフ（東北
森林管理局）

・館内清掃（トイレ、廊下、階段、事務所等）の掃除機がけ、掃
き、拭き
・ごみ回収（各ごみ箱から回収し台車で集積所へ運ぶ）
・定期清掃（月１回、館内ワックス掛け作業あり、基本第３土
曜日）

＊制服貸与

＊入社時、その他研修あり

不問

日祝他 大洋ビル管理　株式会社
その他

秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

毎　週
秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

・自動車運転業務
経験３年以上

2,334人 秋田県秋田市

77人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3785391

技能系スタッフ（自動車
運転手）【総務企画課】

所属先：総務企画課

・公用車運転業務　※本道地区との書類搬送含む
（普通自動車使用、基本的にはＡＴ車限定で問題ないが、ＭＴ
車もあるためＡＴ限定以外尚可）
・構内の草刈り作業及び冬期間の除雪作業

働き方改革関連認定企業【くるみん】

・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可（ＭＴ運転可
能であれば尚可））
・大型特殊免許があ
れば望ましい

土日祝他 国立大学法人　秋田大学

園バス運転手（秋田東
幼稚園）

○秋田東幼稚園における、園児の送迎用バス運転手業務に
従事していただきます。　　

＊就業時間について
・午後２時～４時は学童保育の子供を迎えに行きます。

※午前・午後の両方勤務できる方が望ましいですが、どちら
か一方でも勤務可能です。

大型自動車免許

土日祝他 学校法人　伊藤学園
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目３－１１

23人 018-832-6548

不問

79人 018-835-6111

不問
393人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010- 3746791

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- 3769691

惣菜担当（八橋店）

　惣菜加工業務全般
　・寿司、弁当の製造
　・揚げ物、焼き物などの製造
　・パック作業及び値付け
　・商品の品出し及び陳列

　家庭でも役立つ様々な調理も覚えることができます。

不問

他 株式会社　マルダイ
毎　週

秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６
号

その他
秋田県秋田市手形住吉町４－２６

21人 018-832-2534

不問
21人 秋田県秋田市

10人 秋田県潟上市

雇用・労災
05011-  281891

専任当直員（非常勤職
員）

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

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


不問

他 秋田県女性相談所

児童指導員（保育士）

○障害のある児童に対する指導全般を担当します。
・日常生活の指導や支援
・児童の送迎（普通車、軽自動車、ＡＴ車を運転）
・余暇活動の提供など
※正社員希望の方は相談に応じます。
※就業時間（土曜、祝日、学校の長期休み期間中）
　（シフト制、休憩事時間、６０分）
（４）０８：００～１７：００
（５）０８：３０～１７：３０

保育士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　Ｋ＆Ｋ
毎　週

秋田県潟上市天王字長沼６４－１２

5人 018-893-5801

保育士の経験

46人 018-863-6541

不問
46人 秋田県秋田市

平成31年3月10日～平
成31年11月30日 労災

05010- 3786691

雇用・労災
05010- 3857991

ゴルフ場キャディ

○ゴルフプレーヤーの進行補助。
・コース内でのプレーヤーに　対するクラブの受け渡し及び
ボールの方向確認やアドバイス業務。
・玄関でのゴルフバッグ降ろし（車から）。
・ゴルフバッグを積んだカートをスタート地点まで移動。
＊制服貸与あり
＊カートを運転し入出庫作業あり
※コース内の移動等によっては歩きますので、ある程度体力
が必要と思われます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 秋田観光開発　株式会社　秋田カン
トリー倶楽部その他
秋田県秋田市新屋町字砂奴寄５－１

その他
秋田県秋田市川元むつみ町７－２１

0人 018-864-1112

不問
70人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

雇用・労災
05011-  280791

ホール接客及び調理

○唐揚げ専門店　まつむら商店　山王店
（３月４日ＯＰＥＮ）での調理、接客に従事していただきます。

＊接客（レジ、引渡、配膳、注文受付）など
＊唐揚げの調理
＊調理経験がまったくない方もＯＫです。

不問

他 有限会社　マックエンタープライズ

接客および調理補助
（社員食堂）

○工場の社員食堂内での業務全般です。
・接客、調理補助などが主な仕事です。
・昼食メニューを提供、４０～５０食
・食堂営業時間は、１１：３０～１３：３０
・営業時間以外は、仕込み作業や片付け、清掃作業など
○所内の事業所への弁当配達
・秋田火力発電所の構内、社有車（軽ＡＴ）を運転

※昼食付きです。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ひろまる食品工房
毎　週

秋田県男鹿市船川港船川字片田７１
－２６

4人 0185-27-8385

不問

不問
77人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010- 3765591

不問

水土日祝他 学校法人　伊藤学園
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目３－１１

23人 018-832-6548

3ページ中 2ページ

平成31年2月20日発行（平成31年2月19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

給食室調理スタッフ（秋
田東幼稚園）【急募】

○秋田東幼稚園において、調理を担当して頂きます。
・園児２００名分を、スタッフ４名で担当します。

＊調理が好きで、スピーディーな対応が求められます。

＊１年更新となります。



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 880円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時30分～11時30分 就業場所

時給

2人 880円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時30分～11時30分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時30分～11時30分 就業場所

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所

日給（時給換算）

5人 966円～1,006円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～15時45分 就業場所
(2) 6時00分～14時45分

46人 秋田県秋田市
平成31年3月10日～平
成31年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3784091

ゴルフ場コース整備員

○ゴルフ場のコース整備員
・コース内の芝の刈り込み
・コース内の環境美化（ゴミ、松葉等の回収　等）
・その他、付随する業務
＊屋外での作業です。
＊芝の刈り込みは機械を使用しますので、未経験の方には
　丁寧に指導いたします。
＊移動時に社用車（２ｔ車、軽トラ、ＭＴ車）を使用します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 秋田観光開発　株式会社　秋田カン
トリー倶楽部な　し
秋田県秋田市新屋町字砂奴寄５－１

46人 018-863-6541

不問

79人 018-835-6111

不問
393人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010- 3747891

労災
05010- 3809891

グロサリー担当（八橋
店）

　調味料、お菓子、米、雑貨、日配品等の商品の陳列、
補充、発注作業を担当していただきます。
 不問

他 株式会社　マルダイ
毎　週

秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６
号

毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

1人 018-862-3251

不問
476人 秋田県秋田市

476人 秋田県秋田市

労災
05010- 3803091

清掃業務（秋田銀行新
屋支店・割山支店）

○「秋田銀行新屋支店・割山支店」の清掃業務に従事してい
ただきます
・ロビー、廊下、食堂
・男女トイレ等

＊月・水・金曜日に新屋支店、火・木曜日に割山支店の清掃
を行います。
＊４月からの勤務となります。
＊就業中は、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

清掃業務（秋田ペットプ
ラザやすらぎ）（週３日
勤務）

○秋田市河辺に開業するペット葬祭場の清掃業務です。
・玄関、火葬ホール、廊下、男女トイレ等館内全体の清掃

＊２人体制で、火曜日を除く週６日のうち、シフトにより週３日
の勤務をします。

＊３月中旬からの勤務になる予定です。

不問

火他 株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズな　し
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

1人 018-862-3251

不問

不問
476人 秋田県秋田市

労災
05010- 3796491

不問

火他 株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズな　し
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

1人 018-862-3251

平成31年2月20日発行（平成31年2月19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

清掃業務（秋田ペットプ
ラザやすらぎ）（週６日
勤務）

○秋田市河辺に開業するペット葬祭場の清掃業務です。
・玄関、火葬ホール、廊下、男女トイレ等館内全体の清掃

＊１人体制で、火曜日を除く週６日の勤務となります。

＊３月中旬からの勤務になる予定です。

℡ 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！

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　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





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～1,300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～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～17時00分 就業場所

月給（時給換算）

13人 856円～856円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時15分 就業場所
(2)15時15分～22時00分
(3)11時30分～18時15分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)14時30分～20時00分 就業場所

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所

時給

1人 775円～775円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～13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～15時00分 就業場所

日給（時給換算）

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～16時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 888円～888円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 950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 不問 (1)17時00分～20時30分 就業場所
(2)13時00分～16時00分

12人 018-892-6622

医療事務経験者
基本的なパソコン
操作ができる方

12人 秋田県秋田市

労災
05010- 3905891

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- 3925191

医療事務（１７：００～２
０：３０）

・窓口での受付及び会計業務
・レセプトコンピューターや電子カルテの操作及び入力
・電話応対、予約の受付
・医療事務　等

＊医療事務は今回の応募者（採用者）を含め２名体制で業務
を行います。
＊終業時刻に変動あり
＊終業時刻まで勤務できる方を希望

不問

水日祝他 耳鼻咽喉科おのば能登医院
毎　週

秋田県秋田市仁井田字中新田６６－
１

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１－１

3人 018-860-1223

パソコン操作できる
方（エクセル、ワー
ド、一太郎）

10人 秋田県秋田市

6,707人 秋田県潟上市
平成31年3月18日～平
成31年8月17日 労災

05010- 3912791

事務補助員

○事務補助業務に従事していただきます。
・公開講座の運営補助（受付・機材の設置等）
・事務補助業務
・電話応対　等

＊講座の実施状況により、開館時間を９：００～２０：００
　とする場合もあります。
　（通常の開館時間：１０：００～１８：００）

不問

他 秋田県あきた未来創造部　あきた未
来戦略課　高等教育支援室

事務補助（求職者支援
訓練）

○施設内における事務補助（求職者支援訓練に関する事務
　補助）業務を担当していただきます。
・書類整理
・パソコン入力
・その他付随する業務

＊月１４日の勤務です。

不問

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（ワード・エ
クセル）の使用経
験がある方

2人 018-836-2304

基本的なパソコン
操作（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅ
ｌ）

2人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災

05010- 3896391

6ヶ月
雇用・労災

05010- 3895091

事務補助（パート）

○事務補助業務に従事していただきます。
・新聞の公正販売に関する届出書類の整理とＰＣへの入力
・支払関係の伝票作成と帳簿記入
・新聞購読者からの電話相談の受付

＊雇用期間：本人の勤務状況等により１年毎の更新あり

不問

土日祝他 秋田県支部新聞公正取引協議会
毎　週

秋田県秋田市中通６丁目７－９　秋
田県畜産会舘３階

その他
秋田県秋田市広面字堤敷１９

130人 018-834-2828

不問
4,600人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災

05010- 3931291

総務担当（８：００～１３：
００）

○店舗の経費等をデータ処理、電話応対等事務作業全般。
・その他、付随する業務



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　マッ
クスバリュ広面店

保育補助（カナリヤ保
育園・カナリヤベビー
園）≪急募≫

○カナリヤベビー園において、０～２歳乳幼児の身の回りの
お世話をしていただきます。
定員１９名の小規模保育です。
・食事補助、授乳、オムツ交換、着替えなど
※許可外保育（同敷地内：カナリヤ保育園）に異動の可能性
あり。
３～５歳までが対象となります。
＊雇用期間は年度更新となります。（原則更新）
※体制拡充のための≪急募≫です。

保育士資格

日祝他 有限会社　又井学園
毎　週

秋田県秋田市千秋北の丸５－６４

14人 018-835-8312

不問

14人 018-835-8312

不問
14人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3933191

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- 3865991

放課後児童支援員（カ
ナリヤ保育園）《急募》

○小学校１年～６年生までの児童の放課後保育及び長期休
み（春・夏・秋・冬）の長時間保育を行っていただきます。
・宿題を終わらせた後にホールで体を使って一緒に遊びます

＊児童を学校に迎えに行く場合もあります。（秋田市内）

※１月末退職者の補充による《急募》です。


＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
　支援員の資格あ
れば尚可

日祝他 有限会社　又井学園
毎　週

秋田県秋田市千秋北の丸５－６４

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１番５号

21人 018-863-1111

不問
秋田県秋田市

8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- 3900391

少年の健全育成と安全
確保を目的とする指導
員兼相談員

・少年相談への対応
・駅周辺の巡回
・県内学校等における非行防止活動
・各種キャンペーン
＊就業時間は（１）～（３）のシフト制。
【必要な経験等】
・少年との関わりを持った仕事やスポーツ、ボランティアの経
験。（これらの経験がなくとも、少年の健全育成に知識、関
心、熱意のある方）

不問

他 秋田県警察本部

相談員

○「男女共同参画センター」での相談員業務に従事していた
だきます。
・相談室において電話相談を受ける（生き方やＤＶについての
相談など）
・必要に応じて面接相談もあります

＊男女共同参画について関心がある方
＊相談経験のある方

不問

日祝他 ＮＰＯ法人　いきいきＦネット秋田
毎　週

秋田市中通２丁目３－８　アトリオン
ビル６Ｆ

8人 018-836-7853

・パソコン操作（ワー
ド・エクセル）
（パワーポイント操作
可能な方尚可）
・相談経験

不問
77人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3883791

正看護師または准
看護師

日祝他 株式会社　プライムハウス
その他

秋田県秋田市仁井田本町３－１２－
３２

10人 018-893-4466

平成31年2月21日発行（平成31年2月20日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師【泉】（デイサー
ビス）

○機能訓練専門のデイサービスでの看護師業務を行って頂
き
ます。
・午前・午後の半日型デイサービスですので、入浴介助や食
事介助、排泄介助はございません。
・ご利用者様のバイタルチェックや運動の見守りを行って頂
きます。（利用者は２０～２５名程度）
＊医療行為はありません。
【詳しくはこちらをご覧ください】ｈｔｔｐ：／／ｋｉｔａｅｒｏｏｍ．ｃｏｍ
／ｒｅｃｒｕｉｔ／

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 775円～775円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 1,050円～1,150円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～17時30分 就業場所
(2)11時30分～19時30分

日給（時給換算）

1人 1,250円～1,250円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)20時00分～ 6時00分 就業場所

時給

1人 1,050円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)17時00分～20時30分 就業場所
(2)13時00分～16時00分

時給

1人 900円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 0時00分～ 5時30分 就業場所
(2)23時00分～ 5時30分

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時00分～12時00分 就業場所

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 不問 就業場所6人 秋田県秋田市

雇用・労災
05040- 1137691

調理補助（トピコ店／
パート）

＊『麺屋　十郎兵衛　トピコ店』での調理業務全般
　◇調理業務…麺茹で、具材の盛り付け、器の用意など
　◇後片付け…食べ終わった食器の片付け、テーブル拭き
　◇洗い物…食器類の洗い物
　◇その他付随する業務

※勤務時間・日数等のご要望についてはご相談ください。

＊独立支援制度あり

不問

他 株式会社　十郎兵衛
その他

秋田県大仙市大曲上栄町１４－１４
Ａ－１

2人 0187-63-5933

不問

21人 018-862-4338

不問
45人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3904791

6ヶ月
雇用・労災

05010- 3932591

調理補助（パート）


・仕出し料理及び惣菜の調理補助を担当します。
・その他付随する作業
＊制服（白衣）は貸与いたします。

＊１日６．５～７時間、週４～５日程度のパート

不問

他 株式会社　味しん
毎　週

秋田県秋田市山王２丁目７－１９

毎　週
秋田県秋田市東通７丁目４－１１

23人 018-834-8122

不問
23人 秋田県秋田市

23人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 3930891

調理師（５Ｈ）

○園での調理業務全般を担当していただきます。
・給食の調理、配膳
・食器や調理器具の洗浄
・厨房内の清掃、消毒
・その他付随する業務全般


＊園児は定員６０名です

不問

土日祝他 株式会社ＬＢＫ　愛美保育園

調理師（４Ｈ）

○園での調理業務全般を担当していただきます。
・給食の調理、配膳
・食器や調理器具の洗浄
・厨房内の清掃、消毒
・その他付随する業務全般


＊園児は定員６０名です

不問

土日祝他 株式会社ＬＢＫ　愛美保育園
毎　週

秋田県秋田市東通７丁目４－１１

23人 018-834-8122

不問

105人 018-825-5411

不問
12,970人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 3868891

雇用・労災
05010- 3885291

深夜清掃温浴スタッフ

○清掃スタッフとして、ホテル及び併設する日帰り温泉施設
　の清掃に従事していただきます。
・温泉に関する機械の操作
・整頓作業
・リネン庫の片付け・準備作業等
・その他付随する業務


不問

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

毎　週
秋田県秋田市旭南３丁目２－７３

11人 018-827-5427

エステ・マッサージ
業務経験者

11人 秋田県秋田市

12人 秋田県秋田市

労災
05010- 3907591

エステティシャン

○デンタルエステを担当していただきます。
・近赤外線療法、酸素カプセル、水素バーなど
　機械を用いた簡単な施術が中心です。初めての機械でも使い方を
丁寧に指導します。
○空き時間には歯科助手業務のお手伝いをお願いすることがありま
す。
・診療準備、診療補助、器具管理
・その他付随する業務
　清掃など
＊デンタルエステについては当院ホームページをご参照ください。【ｈ
ｔｔｐｓ：／／ｔａｍａｋｉ‐ｄ．ｃｏｍ／】

不問

日祝他 医療法人　慶尊会　玉木デンタルクリ
ニック

看護助手

○耳鼻咽喉科無床診療所の外来看護助手として以下の業務
に従事していただきます。
・患者様の誘導、診療補助
・機器・器具の準備、片付けなど
＊就業時間：（１）月・火・木・金
　　　　　　（２）土（交代で隔週）
＊終業時刻に変動あり
＊終業時刻まで勤務できる方を希望

不問

水日祝他 耳鼻咽喉科おのば能登医院
毎　週

秋田県秋田市仁井田字中新田６６－
１

12人 018-892-6622

不問

18人 018-827-3911

不問
38人 秋田県秋田市

労災
05010- 3927391

平成31年3月18日～平
成31年10月31日 労災

05010- 3899491

介護員（夜勤パート）

○高齢者むけ住宅にて介護業務に従事していただきます。
・入居者様の排泄介助業務
・食事誘導
・その他付随する業務
＊２名体制で行います。

＊月４日～６日の勤務です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

不問

他 株式会社　いわま薬局　ひとむすび
泉毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１３－５


毎　週
秋田県秋田市山王臨海町１－１
秋田魁新報社ビル　２Ｆ

0人 018-838-0350

不問
3人 秋田県秋田市

28人 秋田県秋田市

労災
05010- 3911491

受付・接客販売（中通・
パート）

○受付カウンターでの接客

○コーヒー・チケットなどの販売 不問

他 株式会社　さきがけプラスＡ

販売（店舗）スタッフ【急
募】

○店頭でのお菓子の販売とそれに付随する業務
・ケーキや和菓子の販売　
・店内の飾りつけ
・笑顔での接客
・商品開発
・販売促進

＊試用期間１ヶ月（この間、時給　７７０円）
＊急な退職者ありの為、急募です。

不問

他 株式会社　塚本商店　旭南高砂堂
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目１８－２５

3人 018-823-4021

不問

不問
4,600人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 3893591

不問

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

130人 018-834-2828

4ページ中 2ページ

平成31年2月21日発行（平成31年2月20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

花売場担当　９：００～１
４：００

○スーパーマーケットにおける商品補充に従事していただき
ます。
・商品陳列、値付け、レジ等
・店内清掃
・その他、商品整理や買い物カゴ回収等の付随業務


働き方改革関連認定企業【くるみん】



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 800円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時45分～12時00分 就業場所
(2) 5時15分～12時00分

時給

1人 780円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～10時00分 就業場所
(2)16時30分～21時30分

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)14時30分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分
(3)14時00分～18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 就業場所

時給

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時15分～ 9時00分 就業場所

時給

6人 1,010円～1,010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15分 就業場所

時給

5人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時30分～11時30分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)16時00分～22時00分 就業場所
(2)16時30分～22時30分

時給

3人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所

105人 018-825-5411

不問
12,970人 秋田県秋田市

労災
05010- 3871391

12ヶ月
雇用・労災

05010- 3867791

客室清掃

○ホテル客室清掃全般
・ベッドメイク、ユニットバス清掃を含む客室管理・清掃

＊試用期間中は指導員と一緒に担当しますが、その後は１
人での対応となります。
＊平均して１０～１３室の清掃です。

不問

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

毎　週
秋田県秋田市中通５丁目２－１

105人 018-825-5411

不問
12,970人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3894191

遅番清掃温浴スタッフ

○ホテル内スーパー健康ランド「華のゆ」での清掃業務に従
　事していただきます。
・脱衣所、浴室、トイレ、廊下等の清掃業務
・整頓作業
・お客様の接客案内
・その他付随する業務

＊機械を使用しての清掃はありません。

不問

他 ルートインジャパン　株式会社　ルー
トイングランティア秋田　ＳＰＡ　ＲＥＳ

配達・販売

○青果店における配達業務に従事していただきます。
・秋田市内のお客様（飲食店）への商品配達。
　配達件数は１０件前後。
（使用する社用車は軽ワゴン・ＡＴ車です）
・他に店頭での接客販売
＊荷物の重さは５～１０ｋｇ位ですが、まれに２０ｋｇの物を運
んだりする為、体力を要します。　
＊勤務日数、時間はご相談に応じます
＊勤務状況を見極め、正社員登用の可能性もあります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

水日 あいば商店
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目７－３５　秋
田市民市場内

2人 018-832-7311

不問

55人 018-835-3101

不問
33,153人 秋田県秋田市

～平成31年4月10日
雇用・労災

05010- 3890791

6ヶ月
雇用・労災

05010- 3872691

引越作業助手

○一般家庭の引っ越し作業助手及び会社事務所等の移転作
業を担当していただきます。
・荷物の運び出し、運び込み作業
・職員の指示のもと作業
・後片付け
・作業日報の作成
＊手作業での移動で昇降もあり
＊重量物の運搬もあり
＊作業着貸与、手袋は本人持参

不問

他 日本通運　株式会社　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目４－１５
　秋田朝日生命丸島ビル６Ｆ

毎　週
秋田市向浜１丁目７－１

188人 018-863-0004

不問
220人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

労災
05010- 3873991

組立・梱包（９：００～１
５：１５）

○製品の組立、梱包作業
・１～８キロの製品に附属品（ゴム・ボルト）をセットし梱包する
作業です。

＊ライン作業ではありません。
＊未経験の方でも十分な指導を行います。
＊作業服、安全靴等、仕事に必要な物は会社から支給いた
します。

不問

月土日祝 北光金属工業　株式会社

パンの製造および販売

○パンの製造助手（仕込み等全般的な助手）およびパンの販
売（レジ操作、お客様への対応）を担当していただきます。
このほか、
・配達業務
・商品の包装
・厨房内の清掃業務などの付随する業務があります。

＊配達には社用車（ＡＴ車）を使用していただきます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 ＭＡＬＴＡ　ＢＡＫＥＲＹ（（株）ＭＡＬＴＡ
ＢＡＫＥＲＹ）毎　週
秋田市旭川新藤田東町５－４

5人 018-834-3830

不問

27人 018-882-3471

不問
27人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3897691

雇用・労災
05010- 3874491

鶏卵の検査ライン作業

〇洗卵選別マシーンでパッキングされた鶏卵のライン作業
・販売先に応じて、鶏卵の箱詰めを行う作業です。

不問

他 株式会社　中条たまご　秋田農場
毎　週

秋田県秋田市河辺大張野字堤下５２

その他
秋田県秋田市桜３丁目１－４１
グラディート１２　１階

5人 018-853-8865

不問
5人 秋田県秋田市

12,970人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 3870091

学童保育指導員

・秋田市桜・御所野地区にて「あきた学童さくら教室」「あ
きた学童ごしょの教室」を開所。
・秋田市立桜小学校・御所野小学校児童生徒の放課後保
育。
・長期休校期間中の保育を行う。

＊秋田市放課後児童健全育成事業

不問

日祝 任意団体　あきた学童保育

駐車場・送迎

・駐車場内の管理、誘導
・お客様の送迎（秋田駅定期便）
　　　　　　　（宴会送迎）
　　＊ワゴン車使用
・その他付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

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

105人 018-825-5411

不問

不問
12,970人 秋田県秋田市

～平成31年12月31日
雇用・労災

05010- 3869291

不問

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

105人 018-825-5411

平成31年2月21日発行（平成31年2月20日受付分)　Ｎｏ．３
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レストラン朝食スタッフ

○朝食レストランでの接客及び調理
・ホール接客
・調理、盛付け、配膳、洗浄等

＊和洋食バイキングスタイルでの料理の提供
＊朝食時間６：４５～９：００（３～５名での対応）
＊調理担当、ホール接客担当は交替制シフト

＊１年毎の契約更新制（更新月：１月）

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 762円～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) 8時00分～12時00分 就業場所

時給

10人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～ 9時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～12時00分 就業場所
6ヶ月

雇用・労災
05010- 3906291

その他
秋田県秋田市中通６丁目１－５８

270人 018-833-1131

不問
1,591人 秋田県秋田市

180人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
12010- 8020691

≪急募≫給食食器洗
浄員（午前）

○「中通リハビリテーション病院」での給食食器洗浄業務全
　般を担当していただきます。
＊午前のみ３．５時間の勤務です。
＊６ヶ月毎の契約更新あります。
＊制服貸与します。
＊この求人の他午後のみ、夕方～、フルタイムも募集中です

不問

他 社会医療法人　明和会　中通リハビ
リテーション病院

商品補充スタッフ

大手ドラッグストアにて商品補充を行う仕事です。朝だけの短
時間のお仕事となります。

不問

他 エイジスマーチャンダイジング　サー
ビス　株式会社その他
千葉市花見川区幕張町３－７７２７－
１

30人 043-213-2006

不問

不問
600人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・労災

05010- 3934091

不問

他 厚生ビル管理　株式会社
な　し

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

14人 018-823-4061

4ページ中 4ページ

平成31年2月21日発行（平成31年2月20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

清掃員（アトリオンビル）

○「アトリオンビル」内での日常清掃業務をお願いします。
・男女トイレ、通路、オフィスフロアなどの清掃


＊午前４時間・週６日程度のお仕事です。

＊雇用期間は、年度毎の契約更新があります。

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

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　
　１．　２月２１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】
　３．　２月２５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　４．　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】
　５．　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】
　６．　２月２８日　㈱秋田温泉さとみ(福祉事業部)【看護師、介護職員】
　７．　３月　１日　㈱イースリー【電気工事及び設備工事補助】
　８．　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】
　９．　３月　５日　池田ライフサポート＆システム㈱【訪問看護師】
１０．　３月　６日　㈲コリウス「ショートステイ千乃恵」【介護職員】
１１．　３月　７日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
１２．　３月　８日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ショートステイ介護職員、栄養士】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,500円～1,700円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～12時00分 就業場所
(2)15時00分～17時30分

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～14時00分 就業場所
(2) 6時30分～15時30分
(3)10時30分～19時30分

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 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 762円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 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

雇用期間の定めなし 不問 (1)15時00分～20時00分 就業場所
(2) 9時30分～13時30分

時給

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～16時30分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14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
～平成31年6月20日

労災
06030- 1968391

その他
山形県酒田市浜田１丁目７－２０

13人 0234-21-1888

不問
2,750人 秋田県秋田市

160人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災
05010- 3962491

工場仕上げ（秋田泉工
場）（期間限定６／２０
まで）

◎クリーニング工場内生産補助作業
・クリーニング品の仕分、仕上及びその補助
・梱包
・出荷準備作業

＊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

業務補助（ショートステ
イあきた中央）【夜勤な
し】

○ショートステイ利用者の洗濯業務全般

＊初めての方でも丁寧に指導いたします。
※安心してご応募下さい。
＊定員６０名（１フロア２０名×３フロア）　
＊職員退職に伴う募集
＊雇用期間は１年更新

不問

他 社会福祉法人　秋田中央福祉会　ケ
アプラザあきた中央毎　週
秋田県秋田市外旭川字三千刈１１４
－１

45人 018-803-9011

不問

8人 018-893-6888

不問
8人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010- 3947791

労災
05010- 3973591

介護職員（パート）

○「デイサービス真心」において、介護業務に従事していただ
きます。
・デイサービス（定員１５名）の介護業務
（食事・入浴・排泄介助、見守り　等）
・年間行事に伴う外出時の付添
・その他、デイサービスに付随する業務



普通自動車免許
（ＡＴ限定可）


日他 株式会社　大地
毎　週

秋田県潟上市天王字追分西２－１１
５

その他
秋田県秋田市大町３丁目５－８
ウィング・グラン４Ｆ

10人 018-874-7547

不問
25人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3996791

スイーツ販売、レジ業
務

○平成３０年９月オープンのテイクアウト専門スイーツ店にて
・スイーツの販売
・簡単な調理
・お客様対応
・その他付随する業務
＊エプロン貸与いたします。

※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

不問

他 ノリット・ジャポン　株式会社

受付業務及び施術サ
ポート

○整骨院の受付業務及び施術サポートに従事して頂きます。
・来院者の受付
・施術の際の補助
＊仕事柄、明るく元気な対応が求められます。
＊制服貸与します。
＊業績により正社員登用も検討。
※美容部門の業務拡大を検討しており、美容に興味のある
方歓迎します。
※学生バイトも可

不問

他 スッキリ本舗はりきゅう　秋田中央整
骨院その他
秋田県秋田市広面小沼古川端４４１

5人 018-874-8740

不問

秋田県秋田市中通４丁目１－５１

4人 018-832-4290

4人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010- 3981591

1,400人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成33年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3988791

薬局における事務
（パート）

○調剤薬局において受付業務全般に従事していただきます。
・レセコン入力　・受付業務
・レジ会計業務
・一般医薬品の販売、管理
・パソコンでの文書作成
・清掃

＊白衣貸与

他 株式会社　Ｃ＆Ｃ　生々堂薬局
毎　週

事務系スタッフ（輸血
部）

輸血部において次の業務に従事していただきます。
・血液製剤発注・調整業務
　　日赤製剤のＦＡＸ注文、医師への入手状況連絡
・血液製剤搬送引渡し業務
　　血液製剤手術部搬送、出庫時確認など
・アルブミン製剤引渡し業務
　　アルブミン製剤入出庫、診療部門への引渡し
・血液製剤使用後の使用記録確認
・検査助手   血液型、交差適合試験など輸血検査検体の受取
※手順については採用後指導します。

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

不問

0人 090-2270-4948

不問
0人 秋田県秋田市

05010- 3992391

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010- 5219191

支援員（パートタイ
マー）

○就労継続支援事業所において、下記のような業務を行って
いただきます。
・利用者への作業支援
・利用者の送迎補助
・技能習得支援
・積極的な対応ができる方を希望します。
＊就労日や時間は相談に応じます。
＊障がい者の応募も可能です。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 合同会社テラシア
毎　週

秋田県秋田市東通仲町９－１１

岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

9人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

秋田県秋田市

労災
05010- 4000691

栄養士（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入居者様への食事提供業務
  調理、盛付、献立、帳票作成
　栄養管理業務全般　　　　　　　
入居者数：１５０名程度　　　　　　　
・雇用について　　　　　　　　　　≪　急　募　≫
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

栄養士免許

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週

○当クリニックにおける看護業務全般
・内科外来
・消化器科外来
・医師診療の補助

＊採用日は平成３１年４月１日を予定しています。

正看護師・准看護
師

日祝他 桑原内科クリニック
その他

秋田県秋田市楢山登町５－２８

7人 018-884-7772

不問
7人

薬局におけるレセ
コン入力ができるこ
と
レセプト請求業務
ができること
パソコン操作可能
な方（ワード・エクセ
ル）

平成31年2月22日発行（平成31年2月21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

正・准看護師（パート）

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 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 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

時給

1人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

時給

1人 770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00分～14時00分 就業場所
(2) 6時30分～15時30分
(3)10時30分～19時30分

時給

1人 765円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～14時00分 就業場所
(2) 6時30分～15時30分
(3)10時30分～19時30分

時給

1人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

時給

1人 762円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時45分～16時15分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,250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 就業場所

時給

1人 770円～770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～14時00分 就業場所
(2)10時45分～19時15分

292人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3990191

調理員

○入院患者の給食調理の仕事です。
【仕事内容詳細】
・入院患者１５２名の給食調理業務
・食器洗浄機による洗い等の後片付け
・調理場の清掃等

＊管理栄養士３名、調理員常勤１２名、非常勤１名の体制で
す。

不問

他 医療法人　正観会　御野場病院
その他

秋田県秋田市御野場２丁目１４－１

244人 018-839-6141

不問

0人 018-888-5803

エクセル操作
集団給食の管理運営や
調理業務経験のある方
（資格があれば経験不
問）＊特記事項参照

3,496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・労災

05010- 3960691

2ヶ月
雇用・労災

05010- 3953991

学校給食支援員（秋田
市）

○学校給食に関わる事務および、食物アレルギーのある児
童生徒への安全な給食提供のための支援を行います。

・長期休業および給食を実施しない日は休日となります。
　年間１９０日以内の勤務日数となります。
・基本は１日４時間で週５日勤務です。

栄養士、または調理
師免許のある方（経
験があれば資格不
問）
＊特記事項参照

土日祝他 秋田市教育委員会
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

毎　週
秋田県潟上市天王字追分西２９－７
６　秋田県総合教育センタ－内

7人 018-873-7871

不問
10,000人 秋田県秋田市

45,000人 秋田県南秋田郡井川町
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010- 5222491

調理補助【将軍野中学
校】

○給食センターでの給食調理補助業務に従事していただきま
す。
・下準備、配食　等
・食器洗浄（食洗機を使用）
・その他、付随する業務
＊約８００食を７名で調理していただきます。
＊２ヶ月契約後１０ヶ月契約、その後１年毎契約となります
＊制服貸与
＊平成３１年４月からの受託
　勤務開始４月１日以降

不問

土日祝他 一冨士フードサービス　株式会社　秋
田事務所

調理員（井川町）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入所者様への食事提供業務
　調理・盛付け・食器洗浄など
　
入所者数：７０名程度

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

不問

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

7人 019-629-2384

不問

9人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010- 5221991

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010- 5220691

調理員（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入居者様への食事提供業務
  調理、盛付、食器洗浄
　厨房内での業務全般　　　　　　
入居者数：１５０名程度
・雇用について　　　　　　　　　　≪　急　募　≫
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

不問

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

毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

9人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

45,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010- 5217291

調理師（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入居者様への食事提供業務
  調理、盛付、食器洗浄
　厨房内での業務全般　　　　　　
入居者数：１５０名程度
・雇用について　　　　　　　　　　≪　急　募　≫
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

調理師免許

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店

調理員（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛り付け、食器洗浄
  厨房業務全般　　　　　　　　　　　　　　　　　　
入所者数：９５名程度
雇用について
１年毎の契約更新有り
（但し、勤務内容に問題が無い限り）

不問

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

7人 019-629-2384

不問

7人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010- 5216891

～平成31年6月20日
労災

06030- 1973291

調理師（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛り付け、食器洗浄
  厨房業務全般　　　　　　　　　　　　　　　　　　
入所者数：９５名程度
雇用について
１年毎の契約更新有り
（但し、勤務内容に問題が無い限り）

調理師免許

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

その他
山形県酒田市浜田１丁目７－２０

8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- 1972891

工場仕上げ（将軍野工
場）（期間限定６／２０
まで）

◎クリーニング工場内生産補助作業
・クリーニング品の仕分、仕上及びその補助
・梱包
・出荷準備作業

＊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

工場仕上げ（秋田南工
場）（期間限定６／２０
まで）

◎クリーニング工場内生産補助作業
・クリーニング品の仕分、仕上及びその補助
・梱包
・出荷準備作業

＊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

15人 0234-21-1888

不問

不問
2,750人 秋田県秋田市

～平成31年6月20日
労災

06030- 1971791

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

15人 0234-21-1888

3ページ中 2ページ

平成31年2月22日発行（平成31年2月21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

工場仕上げ（秋田第２
工場）（期間限定６／２
０まで）

◎クリーニング工場内生産補助作業
・クリーニング品の仕分、仕上及びその補助
・梱包
・出荷準備作業

＊雇用期間は２０１９年６月２０日までとなります。




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 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 6時00分～14時30分 就業場所
(2)14時00分～22時30分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～19時30分 就業場所

時給

1人 900円～1,350円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～16時00分 就業場所

時給

2人 780円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所
6ヶ月

雇用・労災
05010- 3979491

毎　週
秋田県秋田市外旭川字鳥谷場１６５

8人 018-868-5535

不問
8人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3967191

かりんとう・せんべい製
造補助

○自社工場にてかりんとう等の製造補助、袋詰めや箱詰め
作　業を担当していただきます。
・揚げバットや鍋、ボールなどの洗浄
・その他　付随する業務
＊月～土曜までの週３～５日程度の勤務です。
　繁忙期は、週の労働日数が増える場合があります。
＊お子様の発熱等による急なシフト変更など、優先に対応し
　ます。

不問

日祝他 有限会社　かなえや　秋田営業所

自動車洗車及び雑用

○自動車鈑金塗装業務の補助業務に従事していただきま
す。

・依頼先への引き取り、納車
・塗装後の洗車作業
・その他付随する作業（雑用）

＊意欲のある方歓迎　未経験者、シニア世代の方も歓迎しま
す。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 株式会社　タムラボデー
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１７－１５

4人 018-838-4441

不問

30人 018-845-7510

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3939791

12ヶ月
労災

05010- 3997891

麺製造


○機械を使用して麺製造に従事していただきます。

・その他、付随する業務もあります。


＊未経験の方でもマニュアル通りに作業してもらうことで、安
心して働ける環境です。



不問

他 竹本食品　株式会社
毎　週

秋田県秋田市土崎港西２丁目４－３
６

その他
秋田県秋田市泉中央３丁目５－１２

15人 018-896-5911

不問
2,900人 秋田県秋田市

24,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3950091

駐車場スタッフ（マルハ
ン外旭川店）

○パチンコ店駐車場での清掃及び巡回業務をお願いします　
・ゴミの回収
・他県ナンバーのチェック
・駐車場内巡回　など

＊未経験の方でも指導しますので、安心して応募ください。
＊１年更新となります。（条件あり）

不問

他 中越クリーンサービス　株式会社　秋
田営業所

駐車場管理員

〇秋田空港駐車場の管理業務
・自動精算機売上回収集計
・自動精算機釣銭補充
・駐車台数のチェック、日計表作成提出
・到着便立会
・駐車場内の巡回

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

10人 018-874-7622

不問

不問
0人 秋田県秋田市

05010- 3948891

不問

他 Ｓｉｌｖｅｒ　ｊｅｗｅｌｒｙ　＆　雑貨　Ａｎｄｈｙ’
ｓ毎　週
秋田県秋田市泉菅野１丁目１２－１７

0人 090-2023-0739

平成31年2月22日発行（平成31年2月21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

会員制ダイニングバー
スタッフ

・カクテル作り
・調理補助
・配膳、下げ膳
・皿洗い
・清掃
・その他付随する業務

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。

●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





職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 1,200円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 1,100円～1,300円
就業場所

パート労働者 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

時給

1人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

時給

4人 900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00分～14時00分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

月給（時給換算）

1人 925円～925円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～18時00分

月給（時給換算）

3人 925円～925円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～15時30分 就業場所
(2)11時00分～16時30分
(3)13時00分～18時00分

時給

1人 777円～922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

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～15時30分 就業場所
(2)10時15分～17時15分
(3)14時15分～19時15分

12人 018-845-0572

エクセル・ワード操
作可能な方

12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・労災

05010- 4045891

平成31年4月2日～平
成31年9月30日 雇用・労災

05010- 4065191

図書館業務

○図書館業務全般を担当していただきます。
・カウンターでの貸出、返却、図書の整理等

＊契約は年度ごとの更新予定です。
＊週５日程度の勤務（週２９Ｈ）
（１）～（３）のシフト制（土、日、祝日出勤あり）

図書館司書（必須）

他 秋田市立　土崎図書館
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央六丁目１６
番３０号

な　し
秋田県秋田市河辺北野田高屋字上
前田表６８－１

14人 018-882-3056

不問
260人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4057091

保育補助「雄和中央保
育所」
（４Ｈパート）

・乳幼児（０～６歳）の保育業務です。
・園内の環境整備（清掃等）
・その他付随する業務

＊園児　２５名　　保育士　５名

＊資格は問いませんが、資格の有無で時給額が異なります。
＊雇用期間：６ヶ月毎の契約更新になります


不問

日祝他 河辺保育所（秋田市役所　子ども育
成課）

保育士

○保育士業務全般に従事して頂きます。
・施設運営にかかわる業務
・記録物・連絡帳の記入

○乳幼児（０歳～２歳）の保育業務

＊平成３１年４月より、定員３０名の認可保育園へ移行予定


保育士

日祝 小規模保育事業所　ぱんだ保育園
毎　週

秋田県秋田市泉中央４丁目１番１号

10人 018-893-5858

不問

6人 018-838-6090

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4020291

平成31年4月2日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4040391

生活支援員

○自閉症スペクトラム障害に特化した生活介護（デイサービ
ス）において、利用者様への付添い、見守り、食事等の日常
生活でのサポート業務です。

＊初心者の方でも安心して仕事が出来るシステムとフォロー
体制を保障いたします。
＊送迎業務あり、社用車使用


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 株式会社　ＯＨＡＮＡ
毎　週

秋田県秋田市仁井田本町１丁目１９
－２７

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

・簡単なＰＣ操作
（文字、数字入力程
度）
＊特記事項欄参照

2,545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・労災・健康・厚生

05010- 4031091

秋田市家庭相談員（嘱
託職員）

○子どもの基本的な生活習慣に関することや教育相談・養育
困難・児童虐待に関する問題について、電話や面接および訪
問により相談を受け、助言・指導を行う。

＊訪問相談（社用車使用：ＡＴ車）

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）　　　　
＊特記事項欄参照

日他 秋田市子ども未来センター

秋田市ファミリーサポー
トセンターアドバイザー
（嘱託職員）


ファミリー・サポート・センターの周知及び会員の募集・登録、
会員が行う相互援助活動の調整、会員に対する講習会・交
流会の開催等に関する事務を行います。

＊会員との事前打ち合わせ等により外出用務もあります。
（社用車使用：ＡＴ車）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

（保育士等の資格が
あればなお可）

日他 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

育児、保育等に関し
て相当の知識及び経
験を有し、家庭児童
福祉の増進に熱意を
持っている方

10人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010- 5331091

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010- 5327491

栄養士（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと利用者様への食
事提供業務
　調理、盛付、帳票、献立作成
　栄養業務全般　
　入院患者数：１６０名程度
　利用者数：１００名程度
＊雇用について　
　１年毎の契約更新有り（但し、勤務内容に問題が無い限り）

栄養士免許

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

毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

8人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4078491

栄養士（秋田市）

請負先事業所において、責任者の指示のもと
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄　献立、帳票作成
　栄養管理業務全般　など
＊入所者数：１００名程度
＊雇用について
　　１年毎の契約更新有り
（但し、勤務内容に問題が無い限り）

栄養士免許

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店

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
＊これらのことは、何よりも困っている患者さんがいないか、
つらい思いをしている患者さんがいないか、常に気にすること
を最優先に仕事をしていただきます。その次に同僚を大事に
し、最後に医師を大事にしていただければ言うことはありませ
ん。

看護師又は准看護
師免許

日祝他 かがや内科医院
毎　週

秋田県秋田市旭川南町１３－１８

8人 018-834-0145

不問

不問
25人 秋田県秋田市

労災
05010- 4036791

看護師または准看
護師

月火水木金祝他 医療法人　ソレイユ　いなみ小児科
ファミリークリニック毎　週
秋田市保戸野中町１－４５

19人 018-893-3955

平成31年2月25日発行（平成31年2月22日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師または准看護師
【土曜、日曜日のみ】

○いなみ小児科ファミリークリニックでの看護業務全般を担当
していただきます。
・診療の介助
・採血、注射　等

＊制服貸与します。
＊土曜日、日曜日のみの勤務ですが、勤務日数については
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

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 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)14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

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

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 1,042円～1,042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
(2) 8時30分～15時30分

月給（時給換算）

1人 875円～875円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時15分 就業場所
(2)10時30分～17時15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～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～16時00分

時給

1人 850円～870円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)14時00分～19時00分

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

6人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所
(2)16時00分～20時00分
(3)13時00分～20時00分

14,000人 秋田県秋田市
平成31年3月12日～平
成31年4月30日 労災

05010- 4056191

レジ業務【秋田市】

○秋田市内の派遣先において、レジ業務に従事していただき
ます。

※制服貸与。初心者の方へも丁寧に指導します。

不問

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

0人 0120-709-707

不問

12人 018-883-1888

ワード、エクセル基
本操作
損害保険代理店事
務経験者優遇

22人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4080591

～平成31年6月30日
雇用・労災

05010- 4072591

営業事務＜急募＞

○主に損害保険事務に従事していただきます。
・電話応対・来客対応
・損害保険満期管理
・損害保険設計作業
・契約計上作業
・営業サポート業務
・その他、付随する業務
＊外出業務あり（マイカー使用）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　北日本ベストサポート
毎　週

秋田市高陽幸町８番１７号

毎　週
秋田県秋田市寺内字イサノ１９－１

0人 018-862-3639

不問
50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- 4093991

受付パート（泉南２丁目
店）

○直営店でのクリーニング受け渡し業務に従事していただき
ます。
・商品整理
・受付商品へのタグ付け
・仕上り品の顧客ごとの整理
・店内の装飾
・その他付随する業務
【平成３１年６月３０日までのアルバイト雇用】

不問

他 株式会社　スカイランドリー（ホワイト
急便）

一般事務補助（嘱託職
員）

○生涯学習講座の運営等に従事していただきます。
・資料作成、講座の進行、窓口対応等
・その他付随する業務

＊外出用務の際は、公用車使用
＊原則。週４日の勤務となります。
＊雇用期間：平成３１年４月２日～平成３２年３月３１日
　　　　　　１年毎の更新あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

4人 018-888-5429

ワード、エクセルの
操作ができること

15人 018-873-7100

パソコン操作（一太
郎、エクセル、ワー
ド）

3,000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- 4079791

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- 4022191

事務補助（非常勤職
員）

○研修教材作成等事務補助業務
○宿泊棟寝具等の管理業務
○研修の準備、受付
○簡単なパソコン入力


不問

土日祝他 秋田県自治研修所
毎　週

秋田県潟上市天王字追分西２９－７
６

毎　週
秋田市仁井田字新中島７７０－１

28人 018-839-2244

パソコン操作できる
方（一太郎、エクセ
ル、ワード）

3,000人 秋田県秋田市

71,871人 秋田県秋田市
2ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4052791

一般事務

○非常勤職員として従事していただきます。
・財務会計システムにより各種伝票の作成
・物品の調達、在庫管理等
・文書作成、文書整理
・電話対応、来客対応等
・その他職員の指示による業務

＊雇用期間は、年度更新となります。（条件あり）　　　　　

不問

土日祝他 秋田県産業労働部　秋田発電・工業
用水道事務所

一般事務

○一般事務
　端末操作あり
 不問

土日祝 日本生命保険相互会社秋田支社
毎　週

秋田市中通４丁目２－７　日本生命
秋田中央通ビル４階

58人 018-833-5171

不問

18人 018-875-2058

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）可能
な方

32人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4049091

雇用・労災
05010- 4047591

一般事務（飯島店）

○書類作成および申請業務が主な仕事となります。
・書類作成は車検証の更新、名義変更などです。
・申請業務は外出となりますが社用車を使用します。
・その他来店されたお客様の受付や、見積り作成、修理の受
付、電話応対などです。
・受付などは、「車検のコバック」に加盟していますのでわかり
やすいマニュアルがある為、基本的なことはすぐに覚えること
ができます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

木祝他 松田自動車興業　株式会社
毎　週

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地３０９－２

毎　週
秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地３０９－２

18人 018-875-2058

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）可能
な方

32人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市

労災
05010- 4037891

一般事務（飯島店）

・来店されたお客様の受付や、見積もり作成、修理の受付や
電話応対などです。
・受付などは、「車検のコバック」に加盟していますのでわかり
やすいマニュアルがある為、基本的なことはすぐに覚えること
ができます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

木祝他 松田自動車興業　株式会社

車検業務補助

・車検代行業務（お客様からお預かりした車を秋田運輸局へ
移送し車検の手続きをします）
・洗車、タイヤ交換等の軽作業など

＊男女とも活躍できる仕事です

＊正社員登用の可能性あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　池田自動車鈑金塗装
毎　週

秋田県秋田市仁井田蕗見町１０－９

7人 018-839-2613

不問

ワード・エクセルの
基本操作

200人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4025691

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 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

0人 018-862-3267

4ページ中 2ページ

平成31年2月25日発行（平成31年2月22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

事務員（外旭川）

平成３１年４月　新規開設施設の求人です。

〇経理事務、庶務事務に従事していただきます。
・会計ソフトへの入力
・電話、来客対応　
・他に付随する業務
・外出用務の際は公用車使用（ＡＴ車）



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 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) 6時30分～13時30分 就業場所
(2)13時00分～20時00分

時給

4人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 780円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所
(2)10時30分～16時30分

時給

1人 850円～870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

2人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～14時00分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

時給

1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～14時30分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

時給

4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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～14時00分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

12人 018-888-8201

不問
111人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010- 4028791

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010- 5334991

調理員

○小規模多機能ふれ愛の里の利用者１５名程度の食事の調
理業務全般を２名体制で行います。



【若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業】
※働き方改革関連認定企業

不問

他 社会福祉法人　豊生会　ふれ愛の里
毎　週

秋田県秋田市豊岩小山字中山２１６
－２７

毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

3人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

45,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010- 5332391

調理師（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄等
　厨房内業務全般
＊入所者数：５０名程度
＊雇用について
　　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題が無い限り）

調理師免許

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店

調理師（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
利用者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄など
　厨房業務全般
　入院患者数：１６０名程度
　利用者数：１００名程度
＊雇用について　
　１年毎の契約更新有り　　（但し、勤務内容に問題が無い限
り）

調理師免許

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

10人 019-629-2384

不問

8人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010- 5329891

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010- 5328791

調理員（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄等
　厨房業務全般
　入所者数：１００名程度
＊雇用について
　　１年毎の契約更新有り　　（但し、勤務内容に問題が無い
限り）

不問

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

毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

8人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

45,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010- 5333691

調理師（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄等
　厨房業務全般
　入所者数：１００名程度
＊雇用について
　　１年毎の契約更新有り　（但し、勤務内容に問題が無い限
り）

調理師

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店

調理員（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務　　　　　　　　　　　　
　調理、盛付、食器洗浄など
　厨房業務全般
＊患者数１６０名程度
　利用者数：１００名程度
＊雇用について　
　１年毎の契約更新有り　（但し、勤務内容に問題が無い限
り）

不問

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

10人 019-629-2384

不問

16人 018-862-3639

不問
50人 秋田県秋田市

～平成31年6月30日
雇用・労災

05010- 4071291

6ヶ月
雇用・労災

05010- 4077991

工場内作業員

○当社クリーニング工場内での各種業務に従事します。
・プレス作業、アイロンがけ
・商品の区分け、梱包作業
・その他付随する業務

＊週の労働時間は３０時間未満で調整。１ヶ月のシフト表に
　より調整致します。
【平成３１年６月３０日までのアルバイト雇用】

不問

日祝他 株式会社　スカイランドリー（ホワイト
急便）毎　週
秋田県秋田市寺内字イサノ１９－１

毎　週
秋田県秋田市大町１－２－２０

4人 018-862-2512

不問
13人 秋田県秋田市

2,600人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010- 4048191

婦人服販売（マリナ　イ
オン土崎店）

○婦人服販売および商品管理などの業務に従事していただ
きます
・４０～６０代中心としたレディース・アパレルショップです 不問

他 株式会社　モード馬里奈

惣菜部門（６：３０～１２：
００）

○惣菜部門における商品管理全般です。

・商品陳列　　・パッケージ販売
・値付け　　　・揚げ、焼き、お弁当加工
・野菜カット
　　などの作業です
＊土、日、祝祭日も勤務できる方
＊初めての方でも研修指導致しますので、ご安心ください。
＊１年ごとの契約更新です。

不問

他 株式会社　伊徳　秋田東店
毎　週

秋田県秋田市広面字家ノ下７２－３

170人 018-884-1109

不問

不問
2,600人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 4046291

不問

他 株式会社　伊徳　秋田東店
毎　週

秋田県秋田市広面字家ノ下７２－３

170人 018-884-1109

平成31年2月25日発行（平成31年2月22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

精肉部門（６時間勤務）

○精肉部門における商品管理全般です。

・商品陳列
・値付け
・スライス
　　などの作業です
＊土、日、祝祭日も勤務できる方
＊初めての方でも研修指導致しますので、ご安心ください。
＊１年ごとの契約更新です。

℡ 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。



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 777円～777円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時00分 就業場所
(2) 9時30分～16時00分
(3) 8時30分～12時30分

時給

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2)16時00分～19時00分

月給（時給換算）

3人 1,364円～1,364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

時給

1人 1,000円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2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 不問 (1) 9時00分～13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) 8時00分～12時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分
(3) 8時00分～17時00分

月給（時給換算）

1人 1,042円～1,042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

時給

5人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 850円～870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

16人 018-862-3639

不問
50人 秋田県秋田市

～平成31年6月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 4070891

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4039591

ルート配送（パート）「ホ
ワイト急便本社工場」

・工場から取次所間の商品の回収及び配送業務
（配送業務の中には積み込み作業もあります）
・工場内商品の包装
・ワゴン車使用（ＭＴ車）


【平成３１年６月３０日までのアルバイト雇用】

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝 株式会社　スカイランドリー（ホワイト
急便）毎　週
秋田県秋田市寺内字イサノ１９－１

毎　週
秋田県秋田市桜二丁目２７番３０号

15人 018-832-7140

不問
15人 秋田県秋田市

1,003人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 4038291

配達作業員

・医療用材料・医薬品のルート配達
・採用後、一定期間先輩社員と同行し業務習得をしてもらい
ます。
・配達は、社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝 有限会社　オルガンメディカル

構内作業スタッフ

○大手スーパー向け商品を取り扱う物流センターでの構内業
　務に従事して頂きます。
・特定の種別に商品を仕分る作業
・配送用の什器へ積み付ける作業
＊重いもので１０Ｋｇ程度です。
＊試用期間：２ヶ月　
＊６ヶ月毎の契約更新で、長期勤続できる方を希望
＊就業時間等については相談に応じますので、お問い合わせ下さ
い。
＊正社員登用の可能性あり

不問

他 ジェイロジスティクス　株式会社
毎　週

秋田県秋田市御所野湯本４丁目２－
１

178人 018-826-1002

不問

28人 018-839-2244

車両整備、自動車
運転業務等

3,000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- 4023091

6ヶ月
労災

05010- 4091391

公用車管理及び運転
業務

○公用車管理及び運転業務（非常勤職員）として下記の業務
に従事していただきます。
・事務所所有公用自動車４台の管理
・県内水力発電所等への運転
【県内６発電所】
　萩形発電所、杉沢発電所、岩見発電所、大松川発電所、板
戸発電所、皆瀬発電所

＊雇用期間は、年度更新となります。（条件あり）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

金土日祝他 秋田県産業労働部　秋田発電・工業
用水道事務所毎　週
秋田市仁井田字新中島７７０－１

毎　週
秋田市千秋明徳町１－２１

8人 018-832-3415

不問
17人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4021591

氷の袋詰め

○氷（完成品）を袋に詰め冷蔵庫に運ぶ作業です。
・袋の大きさは市販サイズ（１ｋｇ～）から飲食店へ納める大き
さ（～２０ｋｇ）まで。

＊勤務日数・時間は相談に応じます。

＊Ｗワーク・学生・フリーター歓迎します。

出来る限りご相談に応じますのでお気軽にお問合せください

不問

日祝他 北斗製氷　株式会社

食肉加工処理

○食肉加工場にてハンバーグ作り、整形作業の補助に従事
していただきます。
・その他付随する業務
・立ち仕事になります。

＊作業着等は貸与します。

不問

土日他 株式会社　肉の若葉
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町４－４６

15人 018-828-6221

不問

39人 044-555-7111

機械加工の実務経
験ある方

46人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
14040- 3943391

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- 4068691

機械オペレーター（秋田
工場／契約社員）

汎用旋盤、フライス盤、ボール盤、マシニングセンター等の工
作機械による、プラント機械用部品、ポンプ系部品等の加工
のお仕事です。
・当社では多品種少量の部品加工を行っております。
◆新規受注及び新設備導入に伴う増員募集◆
◆汎用旋盤、フライス、マシニング等の
　実務経験ある方歓迎◆
◆６０歳以上の方歓迎

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

毎　週
秋田県秋田市浜田字神坂１６０

9人 018-828-6561

不問
3,500人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 4073191

動物飼養管理等の業
務補助

・収容された犬、猫の飼養管理
・迷い犬の保護、管理
・引き取り当による犬猫の受理
・動物適性飼養の啓発及び相談対応
・動物収容、処分施設及び庁舎の管理
・公用車の運転及び管理
・その他、関係業務

動物取扱責任者の
資格要件を満たす
方
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 秋田県動物管理センター

調理補助

○宴会料理の調理補助
（仕上げ、盛付け、後片付け　など）

＊（１）（２）とも時間が変動する可能性あり

＊１年毎の契約更新あります。

不問

他 株式会社　ホテル大和
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央１丁目６－
３３

6人 018-845-0151

不問

不問
260人 秋田県秋田市

平成31年4月2日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4063291

不問

日祝他 河辺保育所（秋田市役所　子ども育
成課）な　し
秋田県秋田市河辺北野田高屋字上
前田表６８－１

38人 018-882-3056

4ページ中 4ページ

平成31年2月25日発行（平成31年2月22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

給食補助業務「河辺保
育所」
（５．５Ｈパート）

○保育施設での給食調理業務に従事していただきます。
・調理スタッフ５名で乳幼児（０～６歳）１５０名の食事や
　おやつを調理します。
・食器及び調理器具等の洗浄作業あり。
・厨房内の清掃など付随する業務あり。

※６ヶ月毎の契約更新


