
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 1,162円～1,162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

2人 1,400円～1,400円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 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

時給

5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)10時30分～16時30分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16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
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)17時00分～ 7時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～19時00分 就業場所

時給

1人 770円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～21時00分 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時00分～17時00分 就業場所

10人 03-5281-0371

不問
606人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

13010-12318791

平成31年2月12日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 1896291

ガソリンスタンド給油ス
タッフ／秋田市

・給油補助
・簡単な商品（カーケア用品）販売

不問

他 マルネン　株式会社
毎　週

東京都千代田区神田駿河台二丁目２
番地　御茶ノ水杏雲ビル９階

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

31人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1879891

鮮魚担当【秋田市】

○当社派遣先事業所において、次の業務に従事していただき
ます。
・鮮魚コーナーにてお魚をさばく作業
・パック詰め

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

配車係

○タクシーの配車業務を担当して頂きます。
・無線によるタクシーの配車
・電話による受付
・その他付随する業務

＊ＧＰＳ（パソコン）を使っての業務となります。
＊３名交替のシフト制

不問

他 浮田産業交通　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋町字渋谷地９６－
１４

31人 018-888-9600

不問

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
平成31年2月1日～平成
31年3月31日 雇用・労災

05010- 1921391

平成31年2月14日～平
成31年3月29日 雇用・公災

05010- 1910591

事務補助（２／１～３／
３１）

○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

＊更新の可能性あります。（当初２ヶ月で最長通算５ヶ月）

不問

土日祝他 東北電力　株式会社　秋田電力セン
ター毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－１１

毎　週
秋田県秋田市土崎港中央６丁目９－
１３

36人 018-845-1161

パソコン操作
＊入力ができる程
度

11,000人 秋田県秋田市

91人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平成
32年3月31日 労災・財形

05010- 1931991

一般事務、パソコンによ
るデータ入力事務

※税務申告時期の増員求人です。
・パソコンでの入力事務
・書類の整理・編てつ
・その他付随する業務

不問

土日祝 秋田北税務署

大学事務（非常勤嘱託）

○進路指導相談室にて学生対応

○求人機関の対応（訪問・電話・郵便物等）

○求人情報の学生への提供

○就職関係各種データのとりまとめ　等

＊詳細はホームページ参照

不問

土日祝他 日本赤十字秋田看護大学
毎　週

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢１
７－３

35人 018-829-4000

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅ
使用できること

17人 018-862-5995

不問
17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- 1905391

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010- 1901291

一般事務（補助）

○営業に関する事務補助業務に従事していただきます。
・来客対応、電話応対
・モデルハウス等での接客
・文書作成（ＰＣ使用）

＊稀に外出用務（買い出し）あり。
　自家用車使用（ガソリン代別途支給）します。
＊１年毎の更新となります。

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

水木他 株式会社　秋田ホーム　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市八橋三和町１７－１５

毎　週
秋田県秋田市卸町三丁目７番３号

64人 018-824-5111

エクセル、イラスト
レーター、フォトショッ
プの基本的操作がで
きる方
ＤＴＰ実務経験者優遇

1,000人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

労災
05010- 1891691

ウェブデザイン補助及び
一般事務

○Ａｄｏｂｅ　Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ
　Ａｄｏｂｅ　ＰｈｏｔｏＳｈｏｐを使用したポスター、販促物のデザイ
ンおよび印刷・加工作業
○その他Ｅｘｃｅｌを使用した集計作業、書類整理、電話応対等
の一般事務作業

＊就業時間は相談に応じます

＊年度契約（更新制度あり）

不問

土日祝 株式会社　ソユー

歯科衛生士（パート）

○衛生士業務（ＰＭＴＣ、スケーリング、ＴＢＩ等）に従事していた
だきます。

※衛生士専門個室ユニット完備

＊研修制度あり。
＊制服貸与します。

歯科衛生士免許

木日祝他 アルヴェたかのはし歯科
毎　週

秋田県秋田市東通仲町４番１号　秋
田拠点センターアルヴェ４階４－６

6人 018-837-1280

不問

74人 0185-45-2026

パソコン操作（ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌなど）

457人 秋田県南秋田郡大潟村
平成31年4月1日～平成
32年3月31日 雇用・労災

05011-  136291

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

保健師、又は看護師

○大潟キャンパスで保健業務に従事していただきます。
＊学生などの健康管理、生活指導業務
・教職員などの健康診断業務
・衛生管理
・保健室での保健業務など

※勤務は、月曜日から木曜日までの週４日間です。
※行事により休日出勤の場合があります。（年数回程度）


保健師免許、又は
看護師免許

不問

金土他 生活協同組合　コープあきた
毎　週

秋田県秋田市土崎港北６丁目１－３０

平成31年1月29日発行（平成31年1月28日受付分)　Ｎｏ．１

金土日祝他 秋田県立大学　大潟キャンパス
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村字南２－２

120人 018-846-2515

不問
400人 秋田県秋田市

冷蔵室内での商品箱詰
め作業

【主な仕事の内容】
１．共同購入セットセンターのセット室（冷蔵室）内で、コンベア
で流れてくる箱（発泡容器）へ、機械の指示通りに該当の商品
を入れ込んでいきます。
２．上記作業に伴う商品の点検、補充作業を行います。
３．作業前準備・後片付け、共同購入セットセンター館内の清
掃を行います。
　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

12ヶ月
雇用・労災

05010- 1922691

℡ 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～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～13時00分 就業場所
(2)13時00分～18時00分

時給

1人 762円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)13時00分～19時00分 就業場所
(2)17時00分～19時00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～ 9時00分 就業場所
(2)11時15分～13時15分
(3)17時15分～19時15分

時給

1人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時30分～14時30分 就業場所
(2)17時30分～22時00分

時給

3人 840円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 950円～950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)20時00分～22時00分 就業場所
(2) 9時30分～17時30分
(3) 9時30分～15時30分

時給

10人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所

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) 7時00分～10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) 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 不問 (1) 9時00分～10時30分 就業場所
(2)17時00分～18時00分

時給

1人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)18時00分～20時00分 就業場所

2人 秋田県秋田市

労災
05010- 1924491

清掃と犬の散歩

・会社内の清掃と犬の散歩をしていただきます。
・朝、清掃後、犬の散歩
・夕方、犬の散歩 不問

他 ペットサロン　あんでるせん
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目７番２２号

2人 018-862-1481

不問

1人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

平成31年2月1日～
労災

05010- 1908491

平成31年2月1日～
労災

05010- 1907991

清掃スタッフ「秋田ペッ
トプラザ　絆」

○ペット施設の日常清掃業務
・事務所、応接室、会議室、廊下、トイレ、給湯室、外部通路
等の日常清掃全般 不問

木他 株式会社　友愛ビルサービス
その他

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

24人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1884991

清掃スタッフ「秋田
ショッピングセンター」

○館内の日常清掃全般
・トイレ、売り場、階段、バックヤード等、
拭く、掃く等日常清掃全般
・ゴミ回収、機械操作による作業

不問

他 株式会社　友愛ビルサービス

客室清掃

○客室内清掃業務全般に従事していただきます。
・シーツの取り換え、ベッドメイク
・風呂、トイレ、洗面台の清掃
・室内の掃除機掛けなど
・その他付随する業務を担当していただきます。

不問

他 株式会社　イーホテル秋田
毎　週

秋田県秋田市大町２丁目２－１２

30人 018-865-7111

不問

35人 018-829-4000

不問
91人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 労災

05010- 1928591

雇用・労災
05010- 1904091

警備（非常勤嘱託）

○学内の巡回

○学内の戸締り

○受付窓口対応　等


＊詳細はホームページ参照

不問

祝 日本赤十字秋田看護大学
その他

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
１７－３

その他
秋田県秋田市山王中島町１番２号
秋田県児童会館内　ＮＰＯ法人あき

15人 018-865-1161

パソコン操作できる
方（入力程度）

18人 秋田県秋田市

0人 秋田県秋田市

05010- 1909791

子育て支援事業スタッ
フ

○子育て支援業務を担当していただきます。
・レクホール、図書室等の管理
・来館者への声掛け、見守り
・保護者の話し相手
・イベント補助
・その他、付随する業務

平成３１年３月２０日ころからの雇用となります。

不問

月他 特定非営利活動法人　あきた子ども
ネット

ホール接客係（イタリア
料理レストラン）

イタリア料理レストランのホール業務全般を担当していただきます。
・開店、閉店準備（清掃、テーブルセット、片付け等）
・お客様のご案内、お見送り
・注文を伺いキッチンに伝える
・飲物や料理の提供
・テーブルの片づけ
・レジ業務
・食器洗い（手作業後に食洗機を使用）
＊金、土、日、祝日勤務可能な方（週２～３日程度）
＊席数数１８

不問

水他 ＦＲＵＴＴＯ
毎　週

秋田市中通４－１７－３０　
フォレストワンビル１Ｆ

0人 018-838-5815

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・健康・厚生

05010- 1919291

労災
05010- 1878791

調理員（勝平幼稚園）

○幼稚園において、仕込み、調理、盛付け、配膳等の調理業
務全般に従事していただきます。
　
＊１４０食程度を４～５名体制で提供しております。
＊保育園も併設となっておりますので、土曜日も稼働してい
ます。また、離乳やアレルギー食にも対応していただきます
＊制服貸与あります。

※契約は１年毎の更新予定です。

栄養士又は調理師

日祝他 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

その他
秋田県秋田市上新城道川字愛染５８
番地

51人 018-870-2001

不問
160人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市

労災
05010- 1915991

介護補助（一つ森）

○主に食事の介助補助業務を担当していただきます。
　食器類の後片付け、食器類の下洗い等もあります。


＊現在、入所者５０名、ショート利用者１０名がおられます

※勤務日数および勤務時間帯は相談に応じます。
＊未経験の方、歓迎します。


不問

他 社会福祉法人　愛染会

生花販売（グランマート
タカヤナギ外旭川店）

○「グランマートタカヤナギ外旭川店内」のフラワーショッ
　プ「花みづき」にて生花販売業務を担当
・生花、観葉植物、鉢花、雑貨の販売
・フラワーアレンジメント、花束の制作
・商品、季節に合わせたディスプレイ　等
＊初めての方でも、親切丁寧に指導致します。
＊就業時間、曜日等は相談に応じます。
＊学生アルバイト≪短期≫も可能です。
≪お花に囲まれながら感性が磨かれます。花を通してたくさ
　んの人に幸せを届けることが出来るお仕事です≫

不問

他 有限会社　花みづき
毎　週

秋田市八橋新川向　９－１６

2人 018-866-9007

3人 018-866-9007

不問

不問
7人 秋田県秋田市

生花販売（いとく秋田東
店）

○「いとく秋田東店内」のフラワーショップ「花みづき」に
　て生花販売業務を担当
・生花、観葉植物、鉢花、雑貨の販売
・フラワーアレンジメント、花束の制作
・商品、季節に合わせたディスプレイ　等
＊初めての方でも、親切丁寧に指導致します。
＊就業時間、曜日等は相談に応じます。
＊学生アルバイト≪短期≫も可能です。
≪お花に囲まれながら感性が磨かれます。花を通してたくさ
　んの人に幸せを届けることが出来るお仕事です≫ 労災

05010- 1914691

不問

他 有限会社　花みづき
毎　週

秋田市八橋新川向　９－１６

平成31年1月29日発行（平成31年1月28日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

3人 018-888-1333

不問
15,000人 秋田県秋田市

2ページ中 2ページ

12ヶ月
労災

05010- 1916491

食器洗浄員（御所野
ショートステイ）

○福祉施設において給食提供後の食器洗浄業務および片付
け、清掃等に従事していただきます。

＊制服貸与あります。
※契約は１年毎の更新予定です。

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



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 900円～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

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～12時30分 就業場所
(2)14時30分～18時00分

時給

1人 1,420円～1,420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 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

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 2,830円～2,830円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給

1人 2,830円～2,830円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 就業場所

月給（時給換算）

2人 815円～1,062円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～15時00分 就業場所

時給

3人 880円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

158人 018-862-6581

不問
178人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 公災

05010- 1994591

雇用・労災
05010- 1961091

書信業務補佐員（非常
勤職員）

・被収容者の書信整理業務
・決裁文書の運搬及び整理
・その他関連業務（清掃等を含む）

＊週１９時間の勤務です。

不問

土日祝他 秋田刑務所
毎　週

秋田県秋田市川尻新川町１番１号

毎　週
秋田県秋田市山王５丁目５－２３

5人 018-863-3223

不問
5人 秋田県秋田市

750人 秋田県秋田市

雇用・労災
14090- 1591091

社会保険事務、行政書
士補助事務（許認可事
務）

・社会保険事務（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
給与計算等の事務）
・行政書士と補助事務（建設業許可、経営事項審査申請、産
業廃棄物収集運搬業許可申請等の事務手続き）
・接客、電話応対等
・その他、付随する業務


普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
パソコン（エクセル）各
種検定２級以上（同
等以上でも可）

土日祝他 根田労務管理センター

カルチャーセンターの
受付及び教室準備（秋
田駅前）

カルチャーセンター内での受付業務及び教室セッティングの
お仕事です。（土、日、祝日は交替勤務あり）

＊具体的には、
　・受講生の入金管理、出金管理
　・講師との連絡等

講座内容等は、ホームページをご覧ください。

不問

他 株式会社　カルチャー
毎　週

相模原市南区相模大野３－１－７　カ
ルチャービル４Ｆ

8人 042-746-9212

ＰＣ基本操作（エク
セル、ワード）

8人 042-746-9212

ＰＣ基本操作（エク
セル、ワード）

750人 秋田県秋田市

雇用・労災
14090- 1590191

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 公災

05010- 1996091

カルチャーセンターの
受付及び教室準備（秋
田キャッスル）

カルチャーセンター内での受付業務及び教室セッティングの
お仕事です。（土、日、祝日は交替勤務あり）
＊具体的には、
　・受講生の入金管理、出金管理
　・講師との連絡等


講座内容等は、ホームページをご覧ください。

不問

他 株式会社　カルチャー
毎　週

相模原市南区相模大野３－１－７　カ
ルチャービル４Ｆ

毎　週
秋田県秋田市川尻新川町１番１号

158人 018-862-6581

不問
178人 秋田県秋田市

178人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 公災

05010- 1995191

就労支援スタッフ（非常
勤職員）

・受刑者に対する就労の動機付け
・雇用主との調整業務
・観察所との調整業務
・その他、就労支援に関連する業務等

＊勤務時間は週１５時間です。

※求人条件特記事
項参照（１）～（４）

土日祝他 秋田刑務所

社会福祉士（非常勤職
員）

・特別調整に関する業務
・刑事施設における釈放時保護業務で、社会福祉士及び介
護福祉士法第２条に定める業務に該当するもの及びそれに
関連する付随業務。


＊勤務時間は週１５時間です。


社会福祉士（「社会福
祉士及び介護福祉士
法（昭和６２年法律
第３０号）」に定める国
家資格）

土日祝 秋田刑務所
毎　週

秋田県秋田市川尻新川町１番１号

158人 018-862-6581

社会福祉士として
実際に活動した経
験

12人 019-601-8018

不問
60人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
03010- 2607491

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- 1992891

保育士・保育補助／み
んなのみらいメルシティ
潟上園「保育」

○保育業務全般の業務をお願いいたします。
　・０歳児～５歳児（定員１９名）の保育業務
　・書類作成や付随する業務
　　（みんなで分け合って行いますので負担が少ないです。
　　　残業や持ち帰り業務もありません。）


＊園児・保護者・地域の皆さま・職員同士と寄り添い、
　ひとりひとりに温かく心のこもった保育をいたします。

保育士

他 株式会社　みんなのみらい計画
毎　週

岩手県盛岡市西青山３丁目３６－３６

毎　週
秋田県秋田市川尻新川町１番１号

158人 018-862-6581

不問
178人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市

労災
05010- 1998691

管理栄養士（非常勤職
員）

・被収容者の栄養状態、生活習慣等を把握した上での献立
　作成及び栄養管理
・炊事場の衛生管理
・食材の発注、受入れ確認及び管理
・医療上の食事療法のアドバイス等

＊勤務時間は週２９時間以内です。
＊雇用期間　平成３１年４月１日～平成３２年３月３１日
　　　　　　契約更新の可能性なし

管理栄養士の資格
（国家資格）

土日祝他 秋田刑務所

歯科衛生士

○主として、歯科衛生士業務全般に従事していただきます。
・受付業務
・その他付随する業務 歯科衛生士

日祝 白石歯科医院
隔　週

秋田県秋田市飯島道東二丁目１－１
７

7人 018-846-4545

歯科衛生士業務経
験者

不問
60人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
03010- 2609891

看護師（正看護師）

他 株式会社　みんなのみらい計画
毎　週

岩手県盛岡市西青山３丁目３６－３６

12人 019-601-8018

平成31年1月30日発行（平成31年1月29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（みんなのみら
いメルシティ潟上園）
「看護」

『みんなのみらいメルシティ潟上園』において下記の業務に
従事して頂きます。
・保育園児の健康管理
・日常のけがの対応、投薬、健康診断等
・０歳児～５歳児（定員１９名）の保育業務


＊園児・保護者・地域の皆さま・職員同士と寄り添い、
　ひとりひとりに温かく心のこもった保育をいたします。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

4人 880円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時45分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時55分～16時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2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～12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 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) 8時00分～13時00分 就業場所
(2) 9時00分～14時00分
(3)10時00分～15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)12時00分～18時00分 就業場所

時給

3人 830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 就業場所9,200人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
04010- 6831591

ランチ　ホール・キッチ
ンスタッフ［居酒屋　寧
／秋田泉店］

〈ホール〉
接客　　清掃　　準備
〈キッチン〉
ランチ調理
仕込み準備
＊未経験者も可
＊６ヶ月毎契約更新（基準日：　４／１、１０／１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【画像情報あり】

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部
その他

宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

20人 022-266-5802

不問

19人 018-863-6868

不問
21人 秋田県秋田市

労災
05010- 1971691

～平成31年12月20日
労災

05010- 1967891

調理補助・盛付（パー
ト）

○入居者（２０名）の食事調理補助等に従事していただきま
す。
・調理された食事の盛付
・一部きざみ食の簡単な調理
・後片付け、食器洗い（手洗い）

＊就業は１日６時間で月１０日勤務です。

不問

他 有限会社　おーがすと
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目３－２０

その他
秋田県秋田市金足吉田字浅田１－１

65人 018-873-3824

不問
65人 秋田県秋田市

9,200人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
04010- 6830291

調理補助

○ゴルフ場内レストランでの調理補助
　＊土・日・祝日勤務出来る方
　＊休日は応相談
　＊～１２月中旬までの雇用です。
　（天候により若干前後する場合があります。）
　＊就業時間は８時～１６時の間の５時間程度で、（１）～
（３）は最短の時間です。
＊雇用期間は３月上旬～１２月２０日を予定しています。

不問

他 株式会社　南秋田カントリークラブ

仕込み・清掃スタッフ
［居酒屋　寧／秋田駅
前店］

仕込み
ホール清掃

＊未経験者も可
＊６ヶ月毎契約更新（基準日：　４／１、１０／１）
【画像情報あり】
ハローワークの求人検索パソコンで画面下の『事業所情報表
示』をクリックすると、画像情報をご覧いただけます。

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部
その他

宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

21人 022-266-5802

不問

768人 018-823-4171

簡単なパソコン操
作

768人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010- 1979091

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2007491

検査助手（臨床検査
科）

○臨床検査科において、補助業務を行って
　いただきます。
・受付（患者さんの誘導及び案内）
・機器の準備や片付け
・簡単なパソコン操作
・電話応対
・検体運搬等
・その他、検査科における補助業務

不問

土日祝他 地方独立行政法人　市立秋田総合
病院毎　週
秋田県秋田市川元松丘町４－３０

毎　週
秋田県秋田市外旭川字四百刈２９

23人 018-868-2171

不問
51人 秋田県秋田市

2,208人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2005691

スーパーのレジ（事務
主体）・商品補充等（生
鮮いちばん）

○伝票仕分等の簡単な事務
○レジチェッカー
○商品補充
○発注業務

＊経験者優遇します。

不問

他 秋田青果　株式会社

銀行本部業務（ダイレク
トバンキングセンター）

○ダイレクトバンキングセンター業務
・ＩＢ新規申込および解約処理手続き
・ＩＢ契約先の諸届手続き（住所変更等）
・為替オペレーション（他行照会の回答処理等）
（注）ＩＢ　インターネットバンキング
＊勤務時間、勤務日数とも相談可
＊契約更新となった場合は６ヶ月。その後に契約更新する場
合は１年毎。

不問

土日祝 株式会社　秋田銀行
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目２－１

9人 018-863-1212

パソコン入力程度
（特別なスキルは
必要ありません）

17人 018-863-1212

不問
2,208人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 1977591

雇用・労災
05010- 1969591

銀行後方事務（秋田市
役所支店）

○銀行後方事務
・預金・為替事務
・諸届け事務
・文書整理事務　等

＊月１５日勤務です。

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

不問

土日祝 株式会社　秋田銀行
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目２－１

毎　週
秋田県秋田市豊岩小山字狐森３２３
－２

3人 018-853-1323

パソコン操作（エク
セル・ワード）

49人 秋田県秋田市

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

05010- 2006991

経理事務

○経理事務全般に従事していただきます。
・経理全般（入出金管理）
・従業員の給与計算（給与奉行）
・社会保険・雇用保険管理
・請求書発行（商奉行）
・支払処理
・電話対応　等

不問

土日祝 秋田総合ビル管理　株式会社

事務系スタッフ（医事課
病歴室）

医事課病歴室において次の業務に従事していただきます。

・病歴、診療情報管理に関する統計情報入力、資料作成
・病歴室でのメンテナンス立会
・各診療科等からの問い合わせ、照会への対応

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

診療情報管理士資格
を有する方もしくは医
療事務の経験がある
方

土日祝 秋田大学医学部総務課
毎　週

秋田県秋田市本道１－１－１

950人 018-884-6010

・ワード、エクセル、パ
ワーポイントでのデータ
入力、グラフ作成等がで
きること。※免許・資格
欄も参照

不問
178人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 公災

05010- 1993291

不問

他 秋田刑務所
毎　週

秋田県秋田市川尻新川町１番１号

158人 018-862-6581

3ページ中 2ページ

平成31年1月30日発行（平成31年1月29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

矯正業務補佐員（電話
受付業務）

・電話受付業務　
　　　平日　１７：００～２２：００（休憩３０分）
　　土日祝　　８：３０～２２：００（休憩６０分）

・その他、付随する業務

＊勤務時間は週１９時間以内です。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～13時00分 就業場所
(2) 9時00分～14時00分
(3)10時00分～15時00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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～14時30分 就業場所
(2)11時00分～16時00分
(3)16時00分～21時00分

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所

時給

1人 900円～1,125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 970円～970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) 8時00分～17時00分 就業場所1,800人 秋田県秋田市
平成31年2月1日～平
成32年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

04010- 6872891

（派）社会福祉施設の
送迎車両運転業務［秋
田市］

・ワゴン車による施設利用者の送迎
・車両点検、清掃、給油等


＊１年毎契約更新


　　　　　　　＊＊＊　急募　＊＊＊

大型一種免許

他 日本総合サービス　株式会社　仙台
支店毎　週
宮城県仙台市青葉区二日町１１－１
１　ＡＮＤＯビル２階

3人 022-224-6901

不問

42人 018-833-5036

不問
42人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1958791

雇用・労災
05010- 1997391

デリカ部門スタッフ

・電気フライヤーを使用しての調理
・接客販売（コロッケ等のお惣菜）
・お弁当作り補助、後片付け　等

＊就業時間は８：００～２０：００の３～７時間勤務
　（時間帯は相談に応じます）
＊土・日勤務出来る方（土・日どちらか勤務出来る方も可）
　勤務時間・日数はご相談に応じます。
＊正社員登用あり


不問

水他 株式会社　笹川商店（肉のわかば）
その他

秋田県秋田市広面字小沼古川端４４
６

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町４－４６

15人 018-828-6221

不問
15人 秋田県秋田市

23人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1988391

食肉加工処理

○食肉加工場にて加工処理に従事していただきます。
・牛肉や豚肉の骨抜き
・業務用の包丁で部位ごとに分け、整形する
・立ち仕事になります。

不問

土日他 株式会社　肉の若葉

ホールスタッフ・洋菓子
の販売（秋田市中通）

○ホール業務全般
・オーダー受付、後片付け、会計

○洋菓子の販売
・タルトの陳列、包装、お客様への接客、電話対応、レジ業務


＊土・日勤務可能な方を希望します。
＊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

10人 018-893-5085

不問

不問
65人 秋田県秋田市

～平成31年12月20日
労災

05010- 1966791

不問

他 株式会社　南秋田カントリークラブ
その他

秋田県秋田市金足吉田字浅田１－１

65人 018-873-3824

平成31年1月30日発行（平成31年1月29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

ホールサービス係

○ゴルフ場内レストランでのホール係

　＊土・日・祝日勤務出来る方
　＊休日は応相談
　＊～１２月中旬までの雇用です。
　（天候により若干前後する場合があります。）
　＊就業時間は８時～１６時の間の５時間程度で、（１）～
（３）は最短の時間です。
＊雇用期間は３月上旬～１２月２０日頃を予定しています。

℡ 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。

　　　　●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．　１月３０日　㈱虹の街【訪問介護員、施設介護員、機能訓練指導員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　２．　１月３１日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員、平ボデー乗務員　他】
　３．　２月　１日　㈱りんどうの里・湯の越の里㈱【介護職員】
　４．　２月　４日　社会福祉法人　晃和会【介護職員、看護師又は准看護師】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　５．　２月　５日　西武　秋田店　【化粧品販売】
　６．　２月　６日　あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱秋田支店【ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ・ﾌﾟﾛ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ社員（営業）】
　７．　２月　７日　大東建託㈱秋田支店【建築営業課員、技術職（設計、工事）】
　８．　２月　８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　９．　２月１２日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護員】
１０．　２月１３日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員、平ボデー乗務員　他】
１１．　２月１４日　㈱プレステージ・インターナショナル【受付ｽﾀｯﾌ、ﾘｰﾀﾞｰ候補、経理担当、保育士　他】

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 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 793円～793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

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)10時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 1,147円～1,147円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時15分 就業場所

時給

1人 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15分～16時00分 就業場所

時給

1人 770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 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

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

1人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)18時00分～22時00分 就業場所

雇用・労災
05010- 2049991

な　し
秋田県秋田市中通４丁目１４－３０

26人 018-807-4388

不問
26人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

雇用・労災
05011-  143891

厨房スタッフ

・調理補助
　盛付、調理のサポート、食材のカット　等

・食器洗浄
　手洗い、食器洗浄機　両方あり

・清掃

不問

他 株式会社　ぐらんたん

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

28人 018-880-5115

不問
28人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2043291

12ヶ月
雇用・労災

06030-  943591

介護パート職員（日中
勤務）

・介護有料老人ホーム「ヴィレージュ」　において、各種介護業
務に従事します。
・入浴、食事、排泄、通院、買い物代行、清掃、服薬支援等
・レクリエーション、施設行事の企画運営

＊未経験の方、丁寧な指導体制があります。
　安心して応募ください。

不問

他 株式会社　ヴィレージュ
毎　週

秋田県秋田市外旭川字大谷地１６３
番２７　２Ｆ

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 秋田県潟上市

1,543人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2044591

受付（マックスバリュ天
王店）

◎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
＊雇用期間は以下の１年毎の契約更新となります。
・１月２１日～翌年１月２０日
☆あなたの働いてみたい時間・曜日・回数をご相談ください☆

不問

他 ロイヤルネットワーク株式会社

普通銀行業務（茨島支
店）

○銀行業務全般、その他内部事務、外訪
・一定期間経過後に必要な資格を取得していただきながら、
　窓口業務や外訪をしていただきます。
＊当初は平成３１年３月３１日までの契約
（以後６ヶ月毎の契約更新です）
働き方改革関連認定企業【くるみん】
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

土日祝他 株式会社　北都銀行
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目１－４１

7人 018-833-4211

不問

秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

2,334人 秋田県秋田市
平成31年3月13日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 2039691

117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- 2023491

事務系スタッフ（理工学
研究科）

所属先：理工学研究科
・文書、郵便物等の接受、教職員・学生への諸連絡
・予算管理及び物品購入に関する諸手続き
・教員の出張、研修、休暇の申請、勤務時間管理に係る諸手
続き
・外国人の研究員等の受け入れ手続き
・その他一般事務補助、学術書類の複写作業

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

事務補佐員


　○　本の貸出・返却、書架整理等の図書館業務。
　○　物品等の発注
　○　電話対応

　　その他、学術情報係における一般事務補助などに従事し
ていただきます。



不問

土日祝他 秋田工業高等専門学校
毎　週

秋田県秋田市飯島文京町１番１号

117人 018-847-6006

＊ワード及びエクセ
ルを使用できること

763人 018-889-2215

パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ等）
が出来ること。

2,334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- 2020391

労災
05010- 2026291

事務系スタッフ（学生支
援・就職課）

所属先：学生支援・就職課（就職情報室）

・学生対応（個別相談を含む）
・教育文化学部各種就職資料の作成
・面接指導等のための教員との連絡・調整
・教育文化学部就職行事の補助
・来訪企業・団体の対応、企業・団体からの情報収集

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

秋田県秋田市手形学園町１－１

秋田県秋田市新屋鳥木町１－６４

81人 018-828-1011

不問
520人 秋田県秋田市

秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2021691

事務員

・独自システムを使用して、商品コードおよび伝票入力業務

＊外出用務はありません


不問

日他 丸大堀内　株式会社　秋田支店
毎　週

・経理事務、集金管理
・伝票管理、
・パソコン操作（ワード、エクセル）
・来客対応・電話対応
・外出用務（社用車使用）
・その他、付随する業務

普通自動車免許Ａ
Ｔ限定可

土日祝他 有限会社　庄司畳店
毎　週

秋田県秋田市外旭川字堂ノ前４６－
１５

2人 018-863-5435

一般事務経験
2人

・ＰＣ操作全般（Ｅｘ
ｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、電子
メール等）が出来る
こと【必須】・外国人
と英語によるコミュ
ニケーションがと
れ、また、企業等へ
の就業経験があれ
ば尚可。

平成31年1月31日発行（平成31年1月30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

一般事務

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

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 就業場所

時給

1人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)16時00分～23時00分 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)14時00分～22時00分 就業場所

時給

1人 870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)13時00分～17時30分 就業場所

時給

1人 860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～18時00分 就業場所

時給

1人 860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～18時00分 就業場所

時給

1人 870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) 7時00分～11時00分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3)13時00分～20時00分

時給

1人 762円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 60歳以上 (1) 7時00分～ 9時00分 就業場所
平成31年2月1日～平
成31年3月15日 労災

05010- 2029091

毎　週
秋田県秋田市東通３丁目６－８

28人 018-837-4152

不問
28人 秋田県秋田市

5,200人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2041791

用務員（主に除雪作業）

○冬期間の保育園園舎前駐車場の除雪作業全般を担当して
いただきます。
＊園児は８０名です。

＊勤務時間数は相談に応じます。

＊雇用期間終了後、本人の勤務状況等により更新の可能性
があります。（条件あり）

不問

土日祝他 社会福祉法人　さわらび会　秋田駅
東保育園

清掃業務員（リバーサ
イド秋田ビル）

○建物内の清掃業務全般に従事します。
・トイレ、廊下、階段他


＊制服貸与

不問

土日祝他 キョウワプロテック　株式会社　秋田
事業所毎　週
秋田県秋田市中通４丁目１－２　秋
田スクエアビル３Ｆ

1人 018-801-0911

不問

9人 018-865-0601

不問
320人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2022991

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

14040- 2034291

クリーンスタッフ（秋田
市役所）

○建物内のフロア、トイレ等の清掃作業に従事していただき
ます。

・ごみ回収、その他付随する業務
＊制服貸与します。
＊未経験者入社時研修とその他研修があります。

【６０代の方も応募可能です】

不問

他 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

毎　週
神奈川県川崎市幸区塚越３丁目３８
０番地

39人 044-555-7111

不問
46人 秋田県秋田市

46人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
14040- 2033891

梱包・出荷・引取り業務
（秋田工場／契約社
員）

部品の梱包・出荷作業
外注先への部品等の引取り（社有車にて）
・難しい作業はありません。
　マニュアルがあり先輩もいるので安心してご応募下さい。
就業曜日：火・水・木・金・土（月日祝休み）
　　　　　＊土曜日は会社カレンダーによる
　　　　　（年２４日程度出勤）
◆新規受注に伴う増員募集◆

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月日祝他 株式会社　土佐製作　【画像情報あ
り】

梱包・出荷・引取り業務
（秋田工場／契約社
員）

部品の梱包・出荷作業
外注先への部品等の引取り（社有車にて）
・難しい作業はありません。
　マニュアルがあり先輩もいるので安心してご応募下さい。
就業曜日：月・火・木・金・土（水日祝休み）
　　　　　＊土曜日は会社カレンダーによる
　　　　　（年２４日程度出勤）
◆新規受注に伴う増員募集◆

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水日祝他 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

39人 044-555-7111

不問

22人 052-671-2112

不問
5,585人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

23030- 2758591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2050891

医薬品ルート配送【秋
田支店】

＊未経験者大歓迎
＊地域医療に貢献できるやりがいのあるお仕事です。
＊医療機関・調剤薬局へ医薬品を配送するお仕事です。
＊軽自動車で１日約１５～２０軒訪問します
＊検品作業、伝票整理など、配送に付随する作業があります
が、新規開拓や飛び込みなどの営業はありません。
　
＊応募希望の方は、ハローワークから「紹介状」の交付をうけ
てください。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　エス・ディ・ロジ
その他

愛知県名古屋市熱田区神戸町１０１
番地

毎　週
秋田県秋田市中通４丁目１４－３０

26人 018-807-4388

不問
26人 秋田県秋田市

26人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2051291

ホールスタッフ及び衛
生管理業務

・ホール業務
　配膳、下膳、レジ操作、オーダー取り
＊リーダー的立場となっていただきます。

・いずれは衛生管理に関する指導等も担当していただきま
す。

不問

他 株式会社　ぐらんたん

調理及びホール係

・調理業務
　仕込み、調理、盛り付け、片付け
　食品管理
　食器洗浄（食洗機使用）
・ホール業務
　配膳、下膳、レジ操作、オーダー取り
・店内清掃

不問

他 株式会社　ぐらんたん
な　し

秋田県秋田市中通４丁目１４－３０

26人 018-807-4388

不問

不問
26人 秋田県秋田市

労災
05010- 2048691

不問

日他 株式会社　ぐらんたん
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目１４－３０

26人 018-807-4388

2ページ中 2ページ

平成31年1月31日発行（平成31年1月30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

清掃係

・開店前の店内清掃等準備
・フロアの清掃
・いすやテーブルの整理

＊金・土曜日に出勤できる方を希望
（時間は応相談）



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時00分 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

雇用期間の定めなし 不問 (1)12時00分～18時00分 就業場所

時給

1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 (1) 8時30分～16時00分 就業場所

時給

1人 780円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～16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

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) 7時30分～11時30分 就業場所
(2)16時00分～20時00分
(3)17時00分～21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 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 就業場所

時給

3人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 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

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

平成31年2月1日発行（平成31年1月31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

一般事務

・一般の事務
・登記書類を指導のもと作成
・登記書類の管理・保管
・書類等の発送
・関係取引会社へ書類を届ける
・市役所等の住民票関係の申請

＊外出時は社用ＡＴ車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 加藤総合企画　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山王中園町９番２７号
山王ＹＫビル１０３

7人 018-865-4855

経理事務経験
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2084891

医療事務（東通店）≪
急募≫

○調剤薬局での医療事務と売場での作業を担当して頂きま
す。
【主な担当業務】
・患者対応
・レセコン入力
・保険請求事務
・お客様対応
・レジ会計等

＊人事異動の為

不問

他 株式会社　ツルハ　ツルハドラッグ東
通店毎　週
秋田県秋田市東通８丁目１－３１

22人 018-887-3922

不問
8,472人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2064691

事務員（～Ｈ３１．８．３
１）

○一般事務及び営業事務として勤務していただきます。
【主な仕事内容】
＊総務経理事務全般
＊電話応対、受付接客
＊請求書、領収書管理
＊住宅ローン借入手続き補助
＊銀行等外出用務あり
＊移動の際は、自家用車を使用します。
（会社規程により、ガソリン代の支給あり）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水日祝他 三光不動産　株式会社（Ｓａｎｋｏ）
毎　週

秋田県秋田市保戸野千代田町２－４
３

12人 018-824-0021

不問
38人 秋田県秋田市

～平成31年8月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2068891

事務員（期間の定めな
し）

○一般事務及び営業事務として勤務していただきます。
【主な仕事内容】
＊総務経理事務全般
＊電話応対、受付接客
＊請求書、領収書管理
＊住宅ローン借入手続き補助
＊銀行等外出用務あり
＊移動の際は、自家用車を使用します。
（会社規程により、ガソリン代の支給あり）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水日祝他 三光不動産　株式会社（Ｓａｎｋｏ）
毎　週

秋田県秋田市保戸野千代田町２－４
３

12人 018-824-0021

不問
38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2069291

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
14,000人 秋田県秋田市

平成31年2月18日～平
成31年3月31日 労災

05010- 2055391

商品の陳列【秋田市】

○秋田市のスーパー内の青果コーナーで、商品のパック詰め
や品出し、片付け、清掃などの作業をしていただきます。

※その他付随する作業あり

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
14,000人 秋田県秋田市

平成31年2月18日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 2061191

リユースショップ店員

○店内作業全般
・商品の陳列
・接客
・レジ
・買い取り業務（査定業務あり）
・お客様から持ち込まれた商品のクリーニング
　（バッグ、洋服、楽器、家電など）
＊ベテランスタッフが親切、ていねいに指導いたしますので
　安心して応募下さい。

不問

他 ハードオフ・オフハウス秋田店（株式
会社エコプラス）毎　週
秋田県秋田市八橋南１丁目３－２４

12人 018-883-0811

不問
270人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2081991

販売員補助

○店内での販売員補助をお願いします。
・婦人服、服飾雑貨、器などの販売
・値札付け、カフェスペースでのドリンク提供、片付けほか
＊経験のない方にも丁寧に指導しますので、未経験の方も遠
慮なくご応募ください。
＊マイカー通勤の場合、駐車料金は当店で負担いたします。
＊土・日・祝は休みです（ただし月１回土・日曜出勤あり）
＊お盆休暇・年末年始休暇があります。
※学校行事等のお休みにも対応しますのでご相談ください。

不問

土日祝他 有限会社　コルチカム
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目１１－３１
エムドウビル１Ｆ

3人 018-824-3566

不問
3人 秋田県秋田市

労災
05010- 2088091

リサイクルショップ店員

○リサイクルショップでの業務全般に従事していただきます
［主な業務内容］
・お客様から持ち込まれた商品クリーニング
・販売業務　
・買取りの業務（馴れてきてから）
・店内、外清掃（ディスプレイなども含む）
＊初めての方でも丁寧に指導しますので安心して応募してく
ださい。
＊雇用期間：勤務状況等により１年毎の更新あり

不問

他 ハードオフ・オフハウス・ホビーオフ秋
田広面店（株式会社　エコプラス）毎　週
秋田県秋田市広面字樋ノ沖４６

25人 018-884-7421

不問
270人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 2082491

スクールバス運転手

○スクールバス運転業務（ノースアジア大学・明桜高校）
　
・送迎を行わない時間は、洗車・車内清掃・簡単なメンテナン
スを行っていただく場合があります。
・就業時間はシフトにより変動します。

大型自動車運転免
許（第一種）

他 学校法人　ノースアジア大学
その他

秋田県秋田市下北手桜字守沢４６－
１

90人 018-836-3319

バスの運転経験が
ある方

248人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災

05010- 2059791

℡ 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 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 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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所

2ページ中 2ページ

平成31年2月1日発行（平成31年1月31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

清掃（秋田東中学校）
≪急募≫

・トイレの床掃き、水拭き
・衛生陶器類の洗浄
・トイレの間仕切り、窓、台、扉の清掃
・トイレおよび水飲み場の洗面台の洗浄、鏡を拭く
・トイレのごみ箱、汚物等の収集処理
・自家用車使用の場合あり
＊女子トイレの清掃あり
＊急な退職者ありのための急募です。～平成33年3月31日

労災
05010- 2067791

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水土日祝他 タクス秋田　株式会社
毎　週

秋田県秋田市川尻御休町８－１６

1人 018-838-6940

な　し
秋田県秋田市仁井田字古川向２２－
４

2人 018-874-9371

不問

不問
44人 秋田県秋田市

68人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010- 2073991

建物清掃員「金寿園」

○施設の日常的清掃全般に従事していただきます。
・床面の清掃
・トイレ・洗面台の清掃
・その他清掃業務全般


不問

日祝 株式会社　エフシービルテック

　　　　●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　１日　㈱りんどうの里・湯の越の里㈱【介護職員】
　２．　２月　４日　社会福祉法人　晃和会【介護職員、看護師又は准看護師】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　３．　２月　５日　西武　秋田店　【化粧品販売】
　４．　２月　６日　あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱秋田支店【ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ・ﾌﾟﾛ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ社員（営業）】
　５．　２月　７日　大東建託㈱秋田支店【建築営業課員、技術職（設計、工事）】
　６．　２月　８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　７．　２月１２日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護員】
　８．　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】
　９．　２月１４日　㈱プレステージ・インターナショナル【受付ｽﾀｯﾌ、ﾘｰﾀﾞｰ候補、経理担当、保育士　他】
１０．　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】

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 1,250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)13時00分～19時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

時給

1人 800円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 770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 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) 7時00分～13時45分 就業場所
(2)12時00分～17時30分

時給

2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) 9時00分～16時00分 就業場所
(2)16時00分～20時30分
(3)14時00分～20時30分

日給（時給換算）

1人 823円～823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45分 就業場所
(2)10時15分～19時00分

時給

1人 777円～777円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～12時30分 就業場所

時給

3人 900円～1,300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 18歳以上 (1) 8時10分～16時40分 就業場所
(2)12時00分～20時15分
(3)16時20分～ 0時15分

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～ 9時00分 就業場所

時給

3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 就業場所

4人 018-893-3571

不問
7人 秋田県秋田市

労災
05010- 2148891

労災
05010- 2117091

美容師

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

・シャンプー、パーマ、カラー、カット、ヘアエステ等
・ホームケアの指導


美容師免許

月日他 ＰＥＣＯＴ株式会社（ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ
ＣＲＥＯ・ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＡＰＯＬＬ毎　週
秋田県秋田市御野場新町４丁目１－
１１

毎　週
秋田県秋田市広面字板橋添３１１

32人 018-884-0717

不問
80人 秋田県秋田市

80人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2115591

清掃スタッフ

○ホール全般の清掃作業に従事していただきます。
・業務用掃除機やモップを使用しての床掃除
・男女トイレの掃除
・喫煙場所に設置された灰皿の掃除

不問

他 株式会社　ＭＱ６

ホール・カウンタース
タッフまたはコーヒース
タッフ（広面）

○ホールおよび景品カウンターにおける接客業務を担当しま
す。
・玉箱の上げ下ろし
・玉の交換作業
・店内アナウンス　等
＊コーヒースタッフも同時募集（時間給９００円～）
＊未経験者へは丁寧に指導いたします。
＊制服貸与
＊通勤手当は１キロ以上に支給。
＊実働６時間４５分

不問

他 株式会社　ＭＱ６
毎　週

秋田県秋田市広面字板橋添３１１

32人 018-884-0717

不問

768人 018-823-4171

不問
768人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010- 2093591

～平成31年3月31日
雇用・公災・健康・厚生

05010- 2092291

パート清掃員

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

＊雇用期間：本人の勤務状況により１年毎の更新あり

不問

他 地方独立行政法人　市立秋田総合
病院毎　週
秋田県秋田市川元松丘町４－３０

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

4人 018-888-5429

市民活動や活動支
援、相談指導等に
関する知識及び経
験

2,532人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2146491

専門職（市民活動支援
アドバイザー）

○市民活動支援業務に従事していただきます。
　・市民活動支援各種講座等の企画、開催
　・市民活動に関する情報提供、アドバイス
　・パソコンでの資料作成、インターネット、ホームページ作成
等
＊原則、週５日以内の勤務となります（ローテーションにより
土日休日勤務あり）
＊お休み等、シフトは希望により調整します
＊雇用期間：　～平成３１年３月３１日
（１年毎の更新あり）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 秋田市役所

カフェ調理接客業務「カ
レッジカフェ」

○国際教養大学内にあるオープンキッチンのカフェで、
　学生・職員・ビジターの方々にカフェドリンク、ホット
　ドッグ、ランチなどを提供していただきます。
・レジ業務　・清掃等店内作業全般
・仕入作業（マイカー使用）
＊制服貸与
＊就業時間（１）（２）両方勤務できる方、
　　　　　（２）のみの勤務も可。（休憩なし）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 有限会社　Ｌｉｆｅ　Ｓｔｙｌｅ
毎　週

秋田県秋田市牛島東７－５－６０

5人 018-831-9997

不問

9人 018-874-3843

不問
9人 秋田県南秋田郡井川町

12ヶ月
労災

05010- 2136691

雇用・労災
05010- 2133191

送迎運転手兼事務職
員

○送迎の運転業務に従事していただきます。
・通所利用者様の送迎〈社用車使用（ＡＴ車）〉
・送迎に伴う介助
・その他、付随する業務
＊送迎地域は南秋・潟上・三種です。
○送迎業務の合間は、事務業務に従事していただきます。
・利用者様の利用料金受け取り業務
・必要書類作成業務
・利用者様の飲み物、簡単な食事準備
・施設内の整備・準備

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊ヘルパー２級また
は介護職員初任者研
修修了者は尚可

他 株式会社　リハネットワーク
毎　週

秋田県南秋田郡井川町今戸字カチ
田２９－４

秋田県南秋田郡井川町今戸字カチ
田２９－４

9人 018-874-3843

9人 秋田県南秋田郡井川町

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護職員初任者研
修またはヘルパー
２級以上が望まし
い
※今後取得予定が
ある方も可

100人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2123291

介護員【パート】

○短時間デイサービスでの利用者様への入浴介助や軽介
助、送迎運転、運動中の見守り等の業務に従事します。

＊送迎時、社用車使用（ＡＴ車）


※就業時間は、基本、週２５～３０時間未満の勤務ですが、
勤務日数・時間については　相談可能です。


他 株式会社　リハネットワーク
毎　週

指導員

○就労継続支援Ａ型事業所の勤怠管理等事務及び一般就
労への支援全般
・勤怠管理等事務（一部関数ありＥｘｃｅｌ入力）
・支援記録への入力（Ｅｘｃｅｌ表への文字入力）
・業務指導（インターネット販売を行う利用者の方への指導）
・秋田市内の施設外就労先等への送迎業務（車で１０分程
度）
・その他（電話対応、Ｗｏｒｄでの文書作成）
＊送迎時には、社用車使用（ＡＴ車）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ＨＳＳ　秋田事業所
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目２番１７号
１階

32人 018-853-6264

パソコン（エクセル・
ワード）の操作可能
な方

＊パソコン操作可
能な方

77人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2137991

＊幼稚園教諭又は
保育士免許
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 学校法人　伊藤学園
その他

秋田県秋田市中通４丁目３－１１

23人 018-832-6548

平成31年2月4日発行（平成31年2月1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

学童保育担当教諭
　（秋田東幼稚園）

○秋田東幼稚園において、学童保育担当教諭としての業務
全般に従事していただきます。
・保護者への連絡文書作成等
・パソコンを使用しての各種文書作成
・幼児教育・遊びの見守り　など
＊勤務時間中、概ね午後２時から４時の間、小学校（児童館）
に学童児童を迎えに行く業務があります。
（桜、広面、明徳の３カ所になります。）
　※社用車使用

℡ 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

雇用期間の定めなし 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 1,100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～17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 (1) 8時30分～15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～17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
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所
(2)13時30分～16時30分

時給

1人 893円～893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

時給

3人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時00分 就業場所
(2) 9時30分～16時00分
(3) 9時30分～14時00分

時給

3人 820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00分～13時00分 就業場所
(2) 9時00分～16時00分
(3)15時00分～20時00分

時給

5人 820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)10時00分～15時00分 就業場所
(2)14時00分～17時00分
(3)16時00分～19時00分

時給

2人 820円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 820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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)10時30分～19時30分
(3)11時00分～20時00分

60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2218491

生花等の加工及び陳
列（週４日）

○秋田西武地下１階『花のブルーパレット』にて生花等の
　加工、陳列を担当していただきます。
・切り花の水あげ、水替え
・花束作り
・接客、販売　など

＊就業時間、休日等は相談に応じます。
＊長期勤務できる方大歓迎。

不問

他 株式会社　みづき
毎　週

秋田県秋田市外旭川字待合２８　秋
田市中央卸売市場内　花き棟２Ｆ

3人 018-869-5780

不問

25人 018-884-7979

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2169391

12ヶ月
労災

05010- 2168091

事務

○冠婚葬祭関係の仕事です。
・事務室の電話対応
・簡単なパソコン入力
（パソコン操作の経験のない方は指導いたします）
・ホール内での葬儀施行の補助業務
・ホール内清掃補助
・発注
＊営業活動はありません。
＊就業場所の相談も可能です。

不問

他 オフィス　斉藤
その他

秋田県秋田市広面糠塚１０７－１

毎　週
秋田県秋田市広面糠塚１０７－１

25人 018-884-7979

不問
25人 秋田県秋田市

25人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010- 2167191

配膳係（ホール）

○葬祭の会食においての配膳・ホール係に従事していただき
ます。
・料理、飲み物の運搬
・冷蔵庫への飲み物在庫補充
・ホール内掃除
・その他付随業務

＊制服は二部式の着物を支給します。着用がとても簡単です

不問

他 オフィス　斉藤

葬祭ホール係

○冠婚葬祭関係の仕事です。
・朝食出し係
・ご葬儀、お通夜、ご出棺、ご法事の案内
・電話応対

＊制服貸与します。
＊就業日数、就業時間は相談に応じます。
＊空いた時間、都合の良い時間を有効に活用しませんか。
＊ダブルワークも可能です。

不問

他 オフィス　斉藤
その他

秋田県秋田市広面糠塚１０７－１

25人 018-884-7979

不問

0人 018-888-1333

不問
15,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 2160691

雇用・労災
05010- 2158591

調理員（第二聖和）

○多機能型障害福祉施設において調理全般に従事していただきま
す。
・食材の検品、下処理、調理、盛付け、配膳、下膳、洗浄、清掃など
の業務となります
＊初年度は１５食程度を見込んでおり、２名体制で調理する予定で
す。
＊契約は１年毎の更新予定です。
※２０１９年４月１日にオープンする新しい施設です。
　オープン前の採用者については、近隣事業所にて研修していただ
きます。

不問

日他 株式会社　メフォス北日本　北東北
事業部　秋田支店その他
秋田県秋田市大町３－３－１５　ユニ
バースビル６Ｆ

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－６４

17人 018-828-1555

不問
206人 秋田県秋田市

15,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 2157291

配達

○県南地区のスーパーへ冷凍食品の配達を担当します。

・１日４～５店舗の配達
・積み下ろし作業は主に手作業となります。
・２ｔトラックを使用
・その他付随する業務
＊最初は２人体制で作業しますが、慣れてきたら１人で担当
していただきます。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　丸大冷蔵　秋田営業所

調理師（勝平幼稚園）

○幼稚園・保育園事業所において、調理業務全般のお仕事
になります。
・１日約１２０食程度提供しております。
・主に、調理、盛付け、配膳、洗浄のお仕事となります。

＊１日４名体制で調理します。
＊契約は１年毎の更新予定です。

調理師免許

日祝他 株式会社　メフォス北日本　北東北
事業部　秋田支店毎　週
秋田県秋田市大町３－３－１５　ユニ
バースビル６Ｆ

5人 018-888-1333

不問

211人 018-868-5511

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- 2153991

雇用・労災
05010- 2152691

介護福祉士〈外旭川病
院〉

○患者の入浴、食事、排泄等の介助、環境整備、日常生活
のお世話等の看護補助業務全般を担当していただきます。

※看護師の指示による看護補助業務となります。
※外旭川病院では、介護職員６９名のうち介護福祉士は６２
　名在籍しております。

※未経験の方には、マンツーマンによる１年間の指導体制が
　あり、安心して就業できます。

介護福祉士

他 医療法人　惇慧会
毎　週

秋田県秋田市外旭川字三後田１４２

毎　週
秋田県秋田市仁井田字新中島８２６
－１２２

6人 018-892-6050

＊パソコン操作が
できる方
＊建設関係事務経
験あれば尚可

6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・健康・厚生
05010- 2151391

建設経理事務

○建設経理事務全般に従事していただきます。
主にパソコンを用いて次の業務を行います。
・入金・出金帳簿管理
・銀行振り込み
・給料計算
。請求書発行
・電話応対
・その他、付随する業務


不問

土日祝他 株式会社　イーグル社

准看護師（外旭川病
院）

○病棟内における看護業務全般
○与薬業務（点滴・注射・与薬など）
○処置業務（ガーゼ交換・チューブ類交換）
○食事介助や入浴介助、清潔ケアなどの日常生活動作援助
＊ホスピス医療に興味がある方、緩和ケアの経験がある方、
お気軽にお問合せください。
＊配属先は「療養病棟」か「ホスピス病棟」のどちらか。
（面接時に経験年数と本人の希望を考慮して検討）


准看護師

他 医療法人　惇慧会
毎　週

秋田県秋田市外旭川字三後田１４２

211人 018-868-5511

不問

不問
15人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災
05010- 2149291

不問

土日祝他 有限会社　秋田トランス製作所
毎　週

秋田県南秋田郡井川町北川尻字中
村４６－６

15人 018-874-2302

3ページ中 2ページ

平成31年2月4日発行（平成31年2月1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

巻線作業

○卓上において、巻線および配線作業等を担当します。
　（樹脂の部品に銅線を巻付けてコイルを製造します。）
・その他　付随する作業
　（出来上がった製品の目視や拡大鏡による検査など）

＊椅子に座っての作業となります。



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 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)10時00分～18時00分 就業場所

時給

3人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～12時00分 就業場所
(2)14時00分～19時00分

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 就業場所

時給

2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)17時00分～23時00分 就業場所

時給

3人 755円～755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

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) 9時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)14時00分～19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
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～21時30分 就業場所
(2) 7時30分～17時30分

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～16時30分 就業場所
(2)16時00分～ 0時30分

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～16時30分 就業場所
(2)16時00分～ 0時30分

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～16時30分 就業場所
(2)16時00分～ 0時30分

30人 03-5221-7974

不問
13,000人 秋田県秋田市

2ヶ月
労災

13010-15747091

2ヶ月
労災

13010-15526591

茨島店／パチンコ店・
ホール・カウンタースタッ
フ

・パチンコ店カウンターホールでの接客作業（長時間の立ち仕
事）
・ＰＯＰの作成（ＰＣを使った簡単なＰＯＰ作成）
・入れ替え作業および出玉の運搬

※土曜ｏｒ日曜日出勤できる方優遇。

※研修期間は入社日から１２５～２５０時間

不問

他 株式会社　マルハン
毎　週

東京都千代田区丸の内１－１１－１
パシフィックセンチュリープレイス丸の

毎　週
東京都千代田区丸の内１－１１－１
パシフィックセンチュリープレイス丸の

30人 03-5221-7974

不問
13,000人 秋田県秋田市

519人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010- 2284791

パチンコ店・ホール・カ
ウンタースタッフ／追分
店

・パチンコ店カウンターホールでの接客作業
（長時間の立ち仕事）
・ＰＯＰの作成（ＰＣを使った簡単なＰＯＰ作成）
・入れ替え作業および出玉の運搬


※研修期間は入社日から１２５～２５０時間

不問

他 株式会社　マルハン

＜急募＞接客（フロント
受付）

○スイミングスクールにおける接客業務（フロント受付）及び事務全
般を担当していただきます。
・パソコン操作（ワード、エクセル）
・簡単な経理　　・電話対応等
＊１日４時間、週２０時間程度の勤務です。時間はご相談に応じま
す。　（週４０時間勤務も可）
＊１７時～２１時３０分勤務可能な方、特に歓迎します
＊接客であり、笑顔や子供から親しまれることが望まれます＊長期
勤務できる方
＊６ヶ月毎の契約更新（更新時期は３月末、９月末時）

不問

水日他 株式会社ＪＳＳ　秋田スイミングスクー
ル毎　週
秋田県秋田市外旭川字四百刈２５－
１

15人 018-868-5200

不問

5人 018-853-9341

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2248091

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010- 2247191

歯科助手兼受付事務
（パートタイマー）

患者さんへの診療介助補助、衛生指導補助、器具洗浄、受付
事務、患者誘導等を行っていただきます。その他付随する業務
もあります。全員での歯科医院運営を目指します。

＊平日午後のみの勤務です。
＊終業時間は１９時ですが、始業時刻は相談に応じます。

不問

火土日祝他 下北手かねた歯科クリニック
毎　週

秋田県秋田市下北手松崎字家ノ前１
８２－３

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目２－３２　山
二ビル５階

25人 018-832-0401

不問
530人 秋田県秋田市

7,500人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 2228891

客室清掃係（秋田キャッ
スルホテル）

○ホテル内客室清掃係の業務を担当していただきます。
・客室清掃
・ベッドメイク
・バスルーム内の清掃
・トイレ清掃等

＊実働４．５時間勤務です。

＊雇用期間は、年度毎の更新予定あります。

不問

他 株式会社　秋田東北ダイケン

総務代行及びレジ係

〇会計に関する業務補助
○レジ業務の応援

・その他付随する業務

＊制服貸与します。
　働き方改革関連認定企業
　【くるみん】【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マック
スバリュ泉店毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１１－７

89人 018-888-3222

不問

89人 018-888-3222

不問
7,500人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 2226491

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2224691

レジ担当（１７時～２３
時）

〇レジ業務とサービスカウンター業務を担当していただきま
す。
その他付随する業務あり。

＊制服貸与します。

働き方改革関連認定企業
【くるみん】【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マック
スバリュ泉店毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１１－７

毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１１－７

89人 018-888-3222

不問
7,500人 秋田県秋田市

7,500人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2222091

レジ担当（９時～２０時
の間の７ｈ勤務）

〇レジ業務とサービスカウンター業務を担当していただきま
す。
その他付随する業務あり。

＊制服貸与します。

　働き方改革関連認定企業
　【くるみん】【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マック
スバリュ泉店

販売（惣菜部門）

〇惣菜の加工・販売業務に従事していただきます。
・商品管理
・その他付随する業務

＊制服貸与します。

　働き方改革関連認定企業
　【くるみん】【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マック
スバリュ泉店毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１１－７

89人 018-888-3222

不問

89人 018-888-3222

不問
7,500人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2221191

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

雑貨商品の商品管理

〇雑貨商品の品出し、陳列、商品管理及び商品カード作成を
していただきます。
・発注業務及び返品処理等
・その他付随する業務あり

　＊制服貸与します。
　働き方改革関連認定企業
　【くるみん】【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

毎　週
東京都千代田区丸の内１－１１－１
パシフィックセンチュリープレイス丸の

30人 03-5221-7974

不問

平成31年2月4日発行（平成31年2月1日受付分)　Ｎｏ．３

他 マックスバリュ東北　株式会社　マック
スバリュ泉店毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１１－７

13,000人 秋田県秋田市
2ヶ月

雇用・労災
13010-16057291

外旭川店／パチンコ店・
ホール・カウンタースタッ
フ

・パチンコ店カウンターホールでの接客作業（長時間の立ち仕
事）
・ＰＯＰの作成（ＰＣを使った簡単なＰＯＰ作成）
・入れ替え作業および出玉の運搬

※土曜ｏｒ日曜日出勤できる方優遇。

※研修期間は入社日から１２５～２５０時間

不問

他 株式会社　マルハン

℡ 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。



4ページ中 4ページ

●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!!

                　　　　　　ハローワーク秋田２階大会議室において、下記日程で開催します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加希望者は直接会場へお入りください。
　
　
　　１．　２月　４日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：㈱全建　【大型ウイング・トレーラー乗務員、平ボデー乗務員　他】＞

　　２．　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㈱＞

『会社説明会』のご案内

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

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!


