
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 180,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 171,500円～260,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時40分～17時00分 就業場所
(2) 8時40分～17時40分

日給（月額換算）

1人 192,960円～205,824円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 185,000円～215,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 200,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～140,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 145,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 129,360円～129,360円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

0人 018-874-7670

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1900891

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生・財

形 05010- 1925791

事務員「秋田市内９薬
局」

○薬局内での事務職に従事していただきます。
・窓口業務
・会計業務
・レセプトコンピューター業務
・薬局内清掃業務　　他
＊就業時間は
・月３１日の場合１７７時間、月３０日の場合１７１時間等
　月平均で週４０時間以内（短時間勤務もあり）
※外出用務あり（マイカー使用）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定）

日祝他 株式会社　ピー・アンド・エス
その他

秋田県秋田市仁井田新田１丁目１－
４０

毎　週
秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
１７－３

35人 018-829-4000

大学事務の経験が
あること

91人 秋田県秋田市

29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- 1913391

大学事務（常勤嘱託）

○大学に関する業務を適性やジョブ・ローテーションにより担
当する。
・教育、研究、学生に関する業務
・経理に関する業務
・職員の勤務管理、福利厚生に関する業務
・大学入試に関する業務

＊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

シルバー人材センター
事務

○シルバー人材センターからの作業依頼を受け作業者を配
置する。
・現場確認
・請求書作成、発送
・集金
＊公用車は軽トラックになります。
＊採用は平成３１年４月１日からとなります。
※働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言
事業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 社会福祉法人潟上市社会福祉協議
会毎　週
秋田県潟上市飯田川下虻川字八ツ
口７０

21人 018-877-2677

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

5人 018-863-3223

パソコン操作（エク
セル）

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1877491

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1903191

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）

土日祝他 根田労務管理センター
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目５－２３

毎　週
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（ワード、エクセ
ル、Ｅメール）

18人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1893491

劇場スタッフ

○劇場の管理運営を主体とした業務を担当していただきます
・子どもや親への支援全般
・イベントの企画・打ち合わせ
・予約受付
・照明・音響・舞台装置等、劇場の機材操作
・請求書発行等の事務作業
・その他、付随する業務
＊社用車使用（ＡＴ）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月他 特定非営利活動法人　あきた子ども
ネット

歯科衛生士

○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

8人 018-865-2257

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1880191

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1875691

歯科診療業務（衛生
士）

○歯科診療業務
・診療補助
・歯科衛生指導
・器具洗浄、消毒、管理
・準備のための清掃　等

＊就業時間（２）は土曜日

＊診療の最終受付は１８：３０です

歯科衛生士免許

木日祝他 杉山歯科クリニック
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目５－１５

毎　週
秋田県秋田市川元松丘町４－３０

768人 018-823-4171

不問
768人 秋田県秋田市

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1912091

看護師または准看護師
（臨時職員）

○臨床検査科で採血業務等をしていただきます。

　
※年度毎の更新となります。



看護師または准看
護師

土日祝他 地方独立行政法人　市立秋田総合
病院

産業保健師又は
管理栄養士

・秋田銀行およびグループ各社の職員の健康管理を行う健
康保険組合です。
・各種健康診断、特定健診、特定保健指導、データヘルス計
画などに関連する事務処理を担当します。
・社用車使用の場合あり。

保健師または管理栄
養士の免許
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

土日祝他 秋田銀行　健康保険組合
毎　週

秋田市山王３丁目２－１

11人 018-863-1212

パソコン操作（ワー
ド、エクセルを使って
定型フォームへの入
力等ができること）

平成31年1月29日発行（平成31年1月28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

経営企画部長（候補）

○秋田市内にて、介護施設および葬祭業を運営しており、さ
らなる事業の拡大を目指しています。
○東京で経営コンサルティング会社を営む社長の右腕とし
て、下記業務を担っていただきます。
（１）既存事業の経営管理
（２）新規事業の開発、運営管理
（３）Ｍ＆Ａの推進
（４）会社の経営戦略立案　など

不問

他 カインドスタイル　株式会社
毎　週

秋田県秋田市泉東町１０－２９

11人 018-853-1255

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1923991

℡ 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（月額換算）

1人 140,809円～140,809円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時20分 就業場所

時給（月額換算）

1人 140,000円～140,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 135,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所
(2)11時00分～18時00分

時給（月額換算）

1人 144,280円～159,880円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時45分～20時30分 就業場所
(2)13時15分～21時00分
(3) 8時45分～19時30分

月給

1人 140,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 159,000円～186,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)10時00分～14時00分 就業場所
(2)16時00分～23時00分
(3)11時00分～22時00分

月給

1人 165,000円～190,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2)10時30分～20時00分

月給

1人 172,500円～186,900円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～30歳 (1) 8時50分～17時20分 就業場所
(2)16時50分～ 9時20分

月給

1人 140,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2) 9時30分～18時00分

17人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05040-  543891

ガーデンデザイナー【秋
田本店】（トライアル併
用求人）

＊一般住宅の庭、エクステリア、ガーデンの設計
　・お客様からの要望や予算を聞き取り、ライフスタイルに
　　合わせたガーデンデザイン、見積をします。
　＊お客様との打ち合わせ
　・素敵なガーデン、エクステリアができるように、お客様
　　との打ち合わせを重ねます。
＊ガーデン、エクステリアの学習
　・知識を身につけ、より良いデザインができるように
　　色々な勉強をします。※求める人材：好奇心旺盛で、人と話すの
が好きな方。　　【トライアル雇用以外での応募も出来ます】

普通自動車免許
（業務用：ＡＴ限定
可）

水他 有限会社カントリーガーデン
その他

秋田県仙北郡美郷町本堂城回字新
谷尻２０２－３

9人 0187-85-3959

不問

20人 022-393-8791

不問
400人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010- 6595691

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1917791

高速道路パトロール業
務［秋田市］

高速道路の安全を図るため、パトロール業務
（交通、気象、道路状況等の把握、交通事故、故障車処理、
落下物排除等）を行います。

普通自動車運転免
許取得２年以上（Ａ
Ｔ限定不可）

他 株式会社　ネクスコ・パトロール東北
その他

宮城県仙台市青葉区国分町三丁目
１番２号　アーバンネット定禅寺ビル

その他
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバースビル６Ｆ

3人 018-888-1333

不問
15,000人 秋田県秋田市

3人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災
05010- 1911191

調理員（御所野ショート
ステイ）

○福祉施設において仕込み、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。

＊約４０食程度の調理です。
＊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

寿司、和食の調理（経
験者又は見習い可）

○経験者の場合
・ネタの仕込み
・寿司、にぎり、巻物
・焼物　などの仕事をして頂きます。
＊上記の調理内容で一つでも経験があれば、ご相談に応じますの
で、お気軽にお申し出ください。
○見習いの場合は、上記の仕事の見習いと付属する業務をしてい
ただきます。　　・白衣貸与
・出前（軽ＡＴ車使用）を行っていただく場合があります。（人が少ない
時など）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

木他 沢寿し
その他

秋田県南秋田郡五城目町東磯ノ目２
丁目１－５

3人 018-852-9370

和食や寿司の調理
＊見習いの場合
は、特に必要な経
験はありません。

4人 018-845-6860

不問
24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1956991

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1926891

ルートセールス兼配達


　○ボルト・ナット・機械工具・建設資材などの販売

　＊社用車（軽トラックまたは１ｔ車）を使用します。

　＊当面は秋田市内中心となります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社ヒグチ　秋田営業所
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字沼端
７７－３６

その他
秋田県秋田市旭北錦町２－３６

3人 018-862-5180

不問
19人 秋田県秋田市

1,110人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
13080- 8650791

店舗スタッフ（フォーカ
ス店）

○店内での販売業務他全般を担当して頂きます。
・写真プリントの受付
・カメラ、写真用品販売

＊写真・カメラが好きな方、体力のある方希望


不問

他 株式会社　みどり光学社

きものの販売　イオン
モール秋田店

〇きものの接客販売（外商・歩合給なし）
〇賞与年２回・昇給年１回・各種社会保険完備・社員登用制度（地元
で長く働けます！）
〇年間休日１３１日（プライベートも充実！）
〇着物貸与制度（小物・帯・着物含め２式）
〇マンツーマン制度
〇交通費支給（車通勤要相談）
※９割以上の方が未経験からのチャレンジです。
手厚い研修で未経験＆ブランクのある方をサポートします！

不問

他 株式会社　やまと
その他

東京都新宿区新宿３－２８－１６　コ
ルネビル

6人 0120-27-8010

不問

3人 018-836-0700

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1876991

雇用・労災・健康・厚生
05011-  140991

販売スタッフ

○ジュエリーやウォッチのお買物やお修理を通して、お客さまに喜ん
でいただくお仕事です。
○来店されたお客さまへ接客し、ご購入につなげるお仕事です。
○お客さまのお話をしっかりとお聞きし、お修理やリメイクの受付をし
ます。
・お客さまへのお声がけ、お買物のお手伝い
・レジ業務、伝票記入、ＰＣ打ち込みなど
・商品のチェックや発送、商品の出し入れなど
＊初心者でも大丈夫です。先輩からサポートを受け、徐々に
　マスターしていただきます。

不問

水他 株式会社　時幸堂
毎　週

秋田県秋田市千秋矢留町７－１１

その他
秋田県男鹿市船川港船川字船川１６
８

15人 0185-23-2333

不問
20人 秋田県男鹿市

473人 秋田県秋田市
平成31年3月1日～平
成31年4月30日 雇用・労災・健康・厚生

04010- 6668991

菓子販売員

○お菓子の販売業務全般を担当します。
・店内販売、レジ業務
・商品の陳列、管理
・近隣への商品の配達
・その他、接客など

※店舗によって勤務時間は異なります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 ゴンタロー製菓　株式会社

（派）事務用機器操作
［秋田市］

・社内システムを使用しての売上登録、注文書作成、見積書
作成、請求データ作成
・パンフレット、企画書等の校正業務
・イベント等の対応
・その他付随業務

＊初回、平成３１年４月３０日まで。その後３ヶ月毎更新

不問

土日祝他 株式会社　ＪＲ東日本パーソネル
サービス　東北支店毎　週
宮城県仙台市青葉区中央４丁目１０
－３　仙台キャピタルタワー６階

0人 022-711-6215

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄを使
用した事務経験

不問
80人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1940791

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 日産部品秋田販売　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
３８

38人 018-846-5151

4ページ中 2ページ

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

店頭業務（営業事務）

○店頭業務に従事していただきます。
・接客応対、電話対応
・受注、発注業務
・営業事務全般

＊雇用期間：年度毎の更新有り



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

1人 141,120円～141,120円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 184,800円～184,800円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～14時00分 就業場所

月給

1人 193,000円～203,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

3人 149,600円～149,600円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 7時00分～19時30分
(3)12時00分～21時00分

月給

1人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 172,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 135,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 155,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

7人 018-863-4400

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1888291

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1938091

冷凍・冷蔵設備工事、
空調設備工事

・冷凍冷蔵機器の操作線工事
・空調機器、冷凍機器取付工事
・冷凍機、ショーケース、空調機のメンテナンス
・取扱い機器の納品、搬入出、設置他
※現場は秋田市中心ですが、県内全域に出張します。
※朝は会社に集合してから現場に向かいます（就業時間は
現　場での作業時間です）。
※会社見学可能です。
※無資格者には資格取得を応援します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
電気工事士（第２
種）以上あれば尚
可

日祝他 有限会社　秋田店舗企画
隔　週

秋田県秋田市川尻大川町１０－１６

毎　週
秋田市新屋松美ガ丘東町１－３４

21人 018-864-7348

不問
21人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1939391

電工

○送電設備の建設、保守、点検に従事していただきます。
・送電線鉄塔の建設
・送電用電線工事
・送電線の巡視、点検
＊作業現場は秋田県内全域。現場へは社有車（ワゴン車、２
　ｔトラック）で移動します。
＊資格取得のための支援制度あり（費用全額会社負担）
＊週休二日制です。

＊普通自動車運転
免許（ＡＴ不可）
＊準中型免許

土日祝他 秋田送電工業　株式会社

ボイラー整備士（見習
い可）
及び水処理メンテナン
ス

○各種ボイラー整備等に関する工事全般
○鉄骨、ダクト等、設備機械、据え付けに付帯する工事
○給排水設備メンテナンスに付帯する工事
○各種ボイラーに付帯する工事
○水処理及びそれに附帯するメンテナンス
＊現場は主に秋田市ですが、県内市町村もあります。
＊現場へは社用車（ＭＴ車）で移動
＊先輩社員がしっかりフォローします。
＊未経験でも大丈夫です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　藪崎動力工業
隔　週

秋田市川尻町字大川反１７０－３８

9人 018-823-2423

不問

48人 018-883-3555

不問
61人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1886791

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1881091

牽引運転手（ウイングト
レーラー）

○牽引運転手業務に従事していただきます
［主な仕事内容］
　・大型トレーラーで近距離、中距離に荷物を運搬する
　・積荷は、紙製品、木製品、雑貨　等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大型自動車免許

牽引免許

日祝他 ヤマコ総合物流　株式会社
その他

秋田県秋田市向浜１丁目１－１８５

その他
秋田県秋田市八橋南１丁目１２－２３

4人 018-823-1727

不問
22人 秋田県秋田市

457人 秋田県南秋田郡大潟村
平成31年4月1日～平
成31年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

05011-  137591

大型トラック運転手（ミ
キサー車）

○コンクリートミキサー車にて生コンの運搬作業を行っていた
だきます。
・配送先は秋田市近郊です

＊安全運転できる方

大型自動車免許

日祝他 株式会社　男鹿トラック

スクールバス運転手及
び構内環境整備業務
（期間雇用）

○大型スクールバスの運転
　（主に大潟キャンパス～秋田キャンパス）
○草刈り、除雪等構内環境整備など

※就業時間について
（１）～（３）の交替制
（２）は７：００～１１：００まで、１５：３０～
　　　１９：３０までの８時間勤務
※その他、行事等で変更の場合もあります。

大型自動車運転免
許

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

74人 0185-45-2026

不問

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県南秋田郡五城目町

平成31年2月12日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 1889591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1906691

ハーネス部品の組立・
加工【五城目町】

○車のハーネス部品（配線部分）の組立、加工、検査などの
業務に従事していただきます。
・ライン作業ではありません
・部品が入った箱の移動をお願いすることもありますが、重く
ても５ｋｇ程度です。
・どなたでも出来るお仕事です。

不問

日他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

毎　週
秋田県秋田市雄和椿川字前椿岱４０
８番地１

6人 018-886-5050

不問
6人 秋田県秋田市

14,000人 秋田県秋田市
平成31年2月12日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 1894791

鶏肉加工業

○当社工場にて、鶏肉の原料を専用の機械に投入し、充填、
成型、梱包等の作業を分担して、担当していただきます。
・食品工場未経験者や初心者の方にも丁寧に指導致します。 不問

月日祝他 東秋田食品　株式会社

原材料の機器投入、
データ管理【秋田市】

○派遣先事業所にて、サプリメントの原材料の粉の機械への
投入、機械の掃除、データの管理の仕事に従事していただき
ます。

＊白衣を着ての作業もあります。

不問

日他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成31年2月12日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 1892991

不問

日祝他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

4人 0120-709-707

平成31年1月29日発行（平成31年1月28日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

米袋の検査【秋田市】

○派遣先事業所において、米袋の検査・梱包の業務に従事
していただきます。
・米袋を機械にセットする。
・機械の操作
・製品の検査
・その他付随する業務

＊重い物を持つ作業もございます。
　長期のお仕事になる予定です。

℡ 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。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 180,000円～340,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 44歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 204,000円～224,400円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 136,320円～136,320円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

月給

1人 180,000円～220,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～15時45分 就業場所
(2) 8時05分～16時50分
(3)10時30分～19時15分

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～15時30分 就業場所
(2)11時40分～20時10分

4ページ中 4ページ

平成31年1月29日発行（平成31年1月28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

工事作業員（正）／秋
田市

オール電化・太陽光発電システムに伴う電気工事、設備工事
（住宅用）
＊１日１件の現場作業です
　未経験者でも可能です　
　研修制度あり
＊担当区域：秋田県全域・山形県沿岸部


雇用・労災・健康・厚生
40010- 8014991

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 新エネルギー流通システム　株式会
社その他
福岡県福岡市博多区井相田２丁目１
０－２９

5人 092-558-5110

21人 018-864-7348

不問

不問
91人 秋田県秋田市

不問

日祝他 株式会社　小田島アクティ

土木作業員

○主に送電線用鉄塔基礎工事に従事していただきます。
・基礎工事の土木作業、運搬作業
・重機作業の手元
・作業準備や後片付け

＊作業現場は秋田県内全域。現場へは社有車（ワゴン車、２
　ｔトラックで移動します。
＊週休二日制です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 秋田送電工業　株式会社
毎　週

秋田市新屋松美ガ丘東町１－３４

不問
139人 秋田県秋田市

21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1937191

倉庫内作業（秋田）

◎当社倉庫内において、主に下記の業務に従事していただき
ます。
・倉庫内ピッキング作業（常温・冷凍・冷蔵）
・冷凍・冷蔵庫内作業（２～３時間程度）従事する場合あり

＊取扱い商品：医療用食品、医療用冷凍食品、業務用食材
等
＊取り扱う製品は最大で２０ｋｇ位ですが、常時ではありま
　せん。


学校法人　聖霊学園
その他

秋田県秋田市南通みその町４－８２

その他
岩手県花巻市東町１番５号

16人 0198-21-1036

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1920091

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03040-  454991

用務員

○高校において施設設備の維持管理のため、故障修理の対
応、校舎巡視、施錠、諸行事の準備、冬期間における暖房ボ
イラー運転、校地内の除雪など多岐にわたります。

ボイラー技士２級
以上

日祝他

毎　週
秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
１７－３

35人 018-829-4000

不問

60人 018-833-7311

不問
130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 雇用・労災・健康・厚生・財

形 05010- 1927291

校務（常勤嘱託）

○警備
　（解錠、施錠、学内外巡回、受付窓口対応等）
○運転
　（公用車による送迎等）
○修繕
　（軽微な学内メンテナンス、行事会場設営、環境整備等）

＊詳細はホームページ参照

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 日本赤十字秋田看護大学

　　　　●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２９日　㈱プレステージ・インターナショナル【事故受付、家財保険受付、管理者候補　他】
　２．　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！！
　３．　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】
　４．　２月　１日　㈱りんどうの里・湯の越の里㈱【介護職員】
　５．　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！！
　６．　２月　５日　西武　秋田店　【化粧品販売】
　７．　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）】
　８．　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）】
　９．　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！！
１０．　２月１２日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護員】
１１．　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】

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

1人 160,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 260,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 210,000円～265,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 195,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 215,000円～265,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 198,000円～198,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時05分 就業場所
(2) 9時30分～18時05分

月給

1人 175,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

月給

1人 165,600円～190,200円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 160,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 157,600円～207,200円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 7時45分～16時45分
(3) 9時30分～18時30分

不問
60人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
03010- 2608791

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。


看護師

○集団生活の良さを生かし、個性を大切にし一人ひとりの生
　活リズムを大切にした介護をします。
・利用者の健康管理、バイタルチェック
　（入所者は２４名です）
・薬の管理、処置
・有料老人ホームの中での看護の仕事となります。
・社用車（ＡＴ車）を使います。（病院、薬局等に薬を取りに行く
場合など）


看護師
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 有限会社　おーがすと
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目３－２０

19人 018-863-6868

不問
21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1973491

看護師または准看護師

○内科外来診療における看護師業務に従事していただきま
す
・診療補助
・血液検査
・心電図検査　等
・その他、付随する業務

看護師または准看
護師

日祝他 松岡内科クリニック
その他

秋田県秋田市中通１丁目３－４６
フォートファイン秋田１Ｆ

4人 018-884-7511

看護師業務経験３
年以上

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1975891

看護職員

○ショートステイにおける看護業務全般
・ご利用者様のバイタルチェック
・投薬管理
・健康管理
・その他、付随する業務

正看護師または准
看護師

他 有限会社　福寿の会　シルバーステ
イ福寿その他
秋田県秋田市飯島飯田２丁目９－２
８

24人 018-880-5557

不問
48人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1976291

看護師又は准看護師

○看護業務全般を担当していただきます。
・採血、点滴、注射、レントゲン補助
・電子カルテ入力
・その他付随する業務　等

＊誠実で思いやりのある対応、患者さんに優しく接すること
　が求められます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


看護師又は准看護
師

日祝他 高橋内科医院
その他

秋田県秋田市桜４丁目１－１

7人 018-837-1500

実務経験３年以上
パソコン操作できる
方優遇

7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1987091

看護師（嘱託職員）

○献血会場における採血業務

・採血会場としては、血液センター、中通出張所、献血バスが
あります。　　　　　　　
・献血バスは、毎日県内の各市町村の事業所等を巡回し採
血します。
＊パソコンの使用あり。


看護師（正）

他 秋田県赤十字血液センター
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－１８６

73人 018-865-5541

看護業務経験者
73人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2017891

歯科衛生士（正社員）

○当院において歯科衛生士業務に従事していただきます。
・歯科衛生指導　
・歯科診療補助　等　
・その他、付随する業務


＊就業時間（２）は土曜日の勤務（休憩なし）
＊制服は貸与いたします。

歯科衛生士

日祝他 医療法人　玉木歯科医院
その他

秋田県秋田市旭南３丁目８－３

14人 018-864-6688

不問
14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2002191

相談員（社会福祉士）

○地域包括支援センターで地域の高齢者の方への相談業
務、訪問支援などを行います。
・相談業務
・訪問支援
・社用車使用


社会福祉士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　秋田県厚生協会　特
別養護老人ホーム　南寿園その他
秋田県秋田市上北手猿田字後谷地
１０８－３

6人 018-829-0700

不問
329人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1972991

保育士（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

12人 019-601-8018

不問
60人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
03010- 2606991

保育士

○藤原記念病院の付属保育所で保育士業務に従事していた
だきます。
・最大定員１０名の小規模保育所です。
・現在園児数は６名です。
・職員は保育士３名（うちパート１名）、お手伝いパート１名在
籍しております。
働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

保育士

日祝他 医療法人　敬徳会
その他

秋田県潟上市天王字上江川４７

195人 018-878-3131

不問
205人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1968291

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 302,000円～302,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 140,000円～140,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 126,750円～208,650円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 134,232円～134,232円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～16時45分 就業場所

日給（月額換算）

1人 144,200円～199,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 130,000円～152,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

1人 170,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 176,400円～176,400円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 170,600円～195,200円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 7時00分～15時30分
(3) 9時30分～19時00分

月給

1人 179,000円～233,200円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時30分～18時30分

月給

1人 140,800円～140,800円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 7時00分～15時30分
(3) 9時30分～19時00分

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

地域包括支援センター
業務
（嘱託職員）

・地域包括支援センターの支援業務
・市が主催する地域包括支援センター職員を対象とする研修
の開催業務
・高齢者虐待に関する業務
・その他高齢者施策に関する業務
＊外出用務時は公用車使用（ＡＴ車）
＊雇用期間：年度更新の可能性あ
り看護師資格の方は、高齢者の保健福祉に関する相談また
は援助業務に従事した経験を有していること

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- 2003091

土日祝他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

28人 018-888-5429

74人 0185-45-2026

パソコン操作（ｗｏｒｄ、
Ｅｘｃｅｌなど）
（大学図書館の司書
経験があれば尚可）

2,545人 秋田県秋田市

・社会福祉士、主任
介護支援専門員、
介護支援専門員、
保健師、看護師の
いずれか　・普通自
動車運転免許（ＡＴ
限定可／業務上）
かつ、免許取得か
ら１年以上

第１種普通自動車免許
（ＡＴ限定可）を保有して
いる方（第１種中型自動
車免許を保有していれ
ば尚可）

土日祝他 自衛隊秋田地方協力本部

司書

○大潟キャンパス図書館における、司書業務全般を担当しま
す。
・図書、資料の閲覧、貸出、返却管理
・ＮＡＣＳＩＳ－ＣＡＴ／ＩＬＬ等による相互協力（文献複写等）の
業務
・蔵書点検、図書データ入力
・会計書類作成業務など

司書資格、または大
学図書館での業務経
験

土日祝 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

１．パソコン（ワード、エ
クセル、パワーポイント
等）による軽易な資料作
成が出来ること
２．（求人条件特記事項
参照）

80人 秋田県秋田市

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・健康・厚生

05011-  142791

援護業務担当（一般事
務）

○一般事務（総務・庶務・広報・管理業務等）
１．各種統計資料の作成及び整理
２．来訪又は電話による各種問い合わせへの対応
３．自衛官の募集及び就職援護のための学校、自治体、
　　企業、募集対象者等に対する広報
４．ホームページ等の更新作業
５．その他、担当課長等が特に命じた業務
※応募の際は、必ず募集案内をご確認下さい。
　応募書類は、事業所所在地（秋田市山王）に請求していた
　だくか、取りにいらして下さい。

秋田県立　秋田中央高等学校
毎　週

秋田県秋田市土崎港南３丁目２－７
８

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目３－３４

40人 018-823-5404

平成31年3月1日～平
成31年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 1986191

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- 1990491

校務事務補助

○校務事務補助として次の職務に従事していただきます。
・事務補助（事務室・職員室）
・証明書発行等
・来客接客等
・電話受付

＊任用期間
　平成３１年３月１日～７月３１日

不問

土日祝他

23人 018-886-3161

ワードによる文書
作成、エクセル表
計算ができること。

65人 018-845-0921

基本的なＰＣ操作
可能な方（ワード・
エクセル・一太郎
等）

65人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 株式会社　東北メディカルエイドサー
ビス　秋田事業所

一般事務補助（期間業
務職員）

○一般事務補助として従事していただきます。
・事務補助（文書作成、表入力等）
・郵便物の収受、発送
・接遇（来客、電話対応等）
・その他職員の指示による作業
＊採用日：平成３１年４月１日の予定
※書類選考等について　　書類選考通過者には、２月１４日（木）まで
に電話で面接日をご連絡します。
※応募者多数の場合は、紹介期限を待たずに応募書類の受付を締
切る場合があります。

不問

土日祝他 東京航空局　秋田空港・航空路監視
レーダー事務所毎　週
秋田市雄和椿川字山籠４９

　医療事務経験あ
れば尚可（年数不
問）

250人 秋田県秋田市

1,860人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 1991791

医療事務（秋田厚生医
療センター）

◇外来の医事業務全般
・外来受付
・関係書類作成等請求データの入力、請求書等の日、月の集
計業務
※３ヶ月の試用期間終了後、年度毎の１年契約となり、その
後は原則更新となります。
※正社員への転換制度有り

有限会社　おーがすと
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目３－２０

毎　週
秋田県横手市安田字縄手添２トリミ
オン駅南４０２

21人 0182-35-4022

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1974791

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05060-  575191

介護事務≪急募≫

○介護事務業務全般に従事していただきます。
・レセプトコンピュータによる介護保険請求業務
・受付、電話応対、来客応対
・サービス提供責任者の補助業務
・その他付随する一般事務業務

＊外出時には社用車（ＡＴ）使用
＊レセプトコンピュータ業務については指導いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日

1人 022-715-8301

不問

19人 018-863-6868

不問
21人 秋田県秋田市

介護福祉士

他 社会福祉法人　秋田県厚生協会　特
別養護老人ホーム　南寿園

（派）来客者へ家電品
の商品説明及び来客
者の誘導業務［秋田

１．家電量販店の店内で、日立の家電商品説明が主な業務
　　来客者の問合に対応していただき、希望コーナー
　　へ誘導していただく場合もあります。
２．土、日、祝を含めて週５日勤務です。
　　月平均２１日勤務。
３．経験者を求めますが、初心者でも研修を行ないますので
　　接客に興味のある方ならすぐ慣れ実力を発揮できます。
＊３ヶ月毎契約更新

不問

火木 株式会社　日立アーバンサポート
東北支店毎　週
宮城県仙台市青葉区一番町４丁目１
－２５　東二番丁スクエア３階

不問
329人 秋田県秋田市

800人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
04010- 6788391

介護員（正社員）

○老人ホームにおいて、高齢者様の生活援助（介護業務全
般）をして頂きます。
・食事、入浴、排泄介助、等

＊入所定員７０名、介護スタッフ約２５人体制で行います。



社会福祉法人　正和会
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

その他
秋田県秋田市上北手猿田字後谷地
１０８－３

77人 018-829-0700

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1989691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1981491

介護福祉士「ケアコンプ
レックス寺内」

○介護福祉士業務に従事していただきます。
・施設内の介護（食事、入浴、排泄介助）、利用者の生活全般
の援助
・その他、付随する業務
＊定員２９名
＊未経験者はマンツーマンで指導します。
＊夜勤応相談。（月４～５回）
「働き方改革関連認定企業」
【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

介護福祉士

他

その他
秋田県秋田市上北手猿田字後谷地
１０８－３

77人 018-829-0700

不問

21人 018-877-7110

不問
179人 秋田県秋田市

329人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2018291

介護員

○老人ホームにおいて、高齢者様の生活援助（介護業務全
般）をして頂きます。
・食事、入浴、排泄介助、等

＊入所定員７０名、介護スタッフ約２５人体制で行います。
＊雇用期間：年度毎の更新あり


不問

他 社会福祉法人　秋田県厚生協会　特
別養護老人ホーム　南寿園



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 145,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

日給（月額換算）

7人 142,500円～167,500円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時10分～15時10分 就業場所
(2) 8時00分～16時00分
(3) 9時00分～17時00分

月給

1人 158,000円～197,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

2人 184,000円～264,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 210,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 186,400円～302,900円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 170,800円～366,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 122,000円～122,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

2人 172,900円～172,900円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

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

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

歯科助手（正社員）

○歯科助手業務に従事していただきます。
・患者案内
・診療時使用の器具洗浄、消毒、滅菌、整備等
・カルテ等の資料整理
・待合室、診療室、医局等の清掃
・訪問診療での歯科医師の診療補助


＊制服貸与

不問

日祝他 医療法人　玉木歯科医院
その他

秋田県秋田市旭南３丁目８－３

14人 018-864-6688

歯科助手経験
14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2001591

キャディ

○ゴルフ場コース内での説明及び接客
・３～４人をカートに乗せ、ルールに従い説明を行う
・クラブの受け渡し、ボールの飛び先の確認
・軽作業（コースの簡単な整備）


＊雇用期間は３１年４月１日～１１月３０日の予定です。
　来春に再雇用となる可能性あり。

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

不問
65人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成31年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 1965491

一般事務・展示場スタッ
フ　　≪急募≫

○一般事務・営業事務
　宅建・建築に関わる事務作業（郵便物発送準備、パソコン
　入力他）
○住宅展示場案内
　展示場内案内、説明、お子様の相手他　
　＊火・木・金・土・日公開中（シフト制）
○営業（住宅販売、不動産仲介など）の補助
　主に秋田市内、社用車：ＡＴ・ＭＴ
　（マイカー使用の場合あり：ガソリン代実費支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 トーケンホーム　株式会社
その他

秋田県秋田市山王新町１９番３７号

10人 018-865-3322

パソコン操作ので
きる方（ワード、エク
セル）

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1959891

林業・農業スタッフ

○林業・農作業全般に従事していただきます。
・立木の伐採、下刈り、集積、運搬作業
・農作業一般の手伝い
・その他付随する業務
※草刈り機、チェーンソーの資格がない方は講習を受講していただ
きます。
※数年、経験を積んだ後、大型特殊の資格を取得し、重機オペレー
ターの作業を行っていただきます。
※現場は五城目及び周辺地域となります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
林業関係有資格者
尚可（刈り払い機
等）

日祝他 有限会社　アグリ
その他

秋田県南秋田郡五城目町内川湯ノ
又字金ケ沢１４４－２

2人 018-827-3460

不問
2人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2000291

メンテナンス作業

○業務用暖房、給湯ボイラー及び空調の設備機器のメンテ
ナンス作業と保守点検作業に従事していただきます。
・主に、病院・老人介護施設・学校等（９割が県内全域、
　１割が県外）のボイラーのメンテナンスをします。
・請求書および見積書等の作成（パソコン使用）
・会社に集合し、社用車（バンタイプ）で集団移動します。

＊未経験者には丁寧に指導します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　秋田メンテナンス
その他

秋田県秋田市柳田字鳥越１１７番地
１

8人 018-889-3331

簡単なパソコン操
作（ワード、エクセ
ル）

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2004391

足場工及び塗装工

○秋田県内の住宅（一戸住宅、アパート、店舗等）を中心に
足場工事及び塗装工事を行います。

＊現場へは社有車により、乗合で向かいます。

＊作業着貸与


不問

日祝他 株式会社　ノザキ
その他
秋田県秋田市河辺大張野字道ノ下１
９８

10人 018-893-3726

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1960191

塗装工（契約社員）

・塗装工業務をしていただきます。
・屋根、外壁の塗装
・シーリング工事
・鉄骨の塗装工事
＊住宅の屋根外壁、シーリング工事
＊鉄骨造の鉄骨や各所塗装、店舗等の塗装
＊新築物件の塗装
＊社用車使用（ＭＴ車・ＡＴ車）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　成田塗装店
その他

秋田県秋田市外旭川八幡田２－３－
１３

2人 018-868-5735

不問
2人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1962391

施設管理及びボイラー
等設備運転

○県立体育館の施設の管理及びボイラー等の設備運転
〈主な業務〉
・設備機器の運転、保守点検（ボイラー）
・施設管理全般

※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

ボイラー技士免許
（２級以上）

他 一般財団法人　秋田県総合公社
毎　週

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４－６

11人 018-896-7100

パソコン操作できる
方（エクセル、ワー
ド）

149人 秋田県秋田市
平成31年3月1日～平
成32年2月29日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 1980991

コース管理

○ゴルフ場コース内での作業に従事していただきます。
・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（敷地内での運転業務もあり）

＊屋外での作業です（カート運転あり）。
＊芝の刈り込みは機械を使用します。

※Ｈ３２年４月再雇用予定あり。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　南秋田カントリークラブ

平成31年4月1日～平
成31年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 1964991

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

℡ 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!!

                　　　　　　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　１日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：北日本運輸㈱　【大型運転手、中型運転手、運行管理補助者】＞

　　２．　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】＞

　　３．　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．　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

月給

3人 210,000円～330,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

年俸（月額換算）

1人 250,000円～357,142円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

年俸（月額換算）

1人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 170,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)15時30分～23時30分 就業場所
(2)19時30分～ 3時30分

日給（月額換算）

1人 148,190円～148,190円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 172,000円～212,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 178,250円～178,250円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時45分 就業場所

月給

2人 138,500円～143,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 138,240円～172,800円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時45分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
(3)12時00分～21時00分

他

・パソコン操作全般
（ワード、エクセル、
電子メール）が出来
ること（必須）

・職業相談や就職
支援経験があるこ
とが望ましい。

3人 018-835-6072

不問
23人 秋田県秋田市

有限会社　セアマン
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目８－１　フォ
ンテ秋田３Ｆ

秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2032791

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2031491

婦人服の店頭販売「婦
人ショップ　リーフ」（秋
田市）

○ヤングミセス～ミセス婦人服の店頭販売業務に従事してい
ただきます。
・レジ、接客
・品だし、値札つけ作業、月末棚卸作業
・その他、付随する業務

＊就業時間（１）～（３）のシフト制勤務

不問

発注業務

○商品の発注業務及び買掛金の管理業務に従事していただ
きます。
・その他、付随する業務 不問

土日祝他 秋田科学物産　株式会社

秋田県秋田市山王５丁目６－２１

32人 018-823-7571

不問
32人

0人 019-621-5088

パソコン基本操作
（Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ）
事務経験

9,074人 秋田県秋田市

毎　週

平成31年2月12日～平
成31年4月30日 雇用・労災・健康・厚生

03010- 2718391

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2024791

部署アシスタント（秋田
市）

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

※１人事務の時間があります。

不問

土日祝他 株式会社　パソナ　パソナ・盛岡
毎　週

岩手県盛岡市盛岡駅西通２－９－１
マリオス　１３階

毎　週
秋田市山王臨海町２－１０

8人 018-863-7351

ＰＣ基本操作（ワー
ド、エクセル）

58人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2038391

商品管理

○商品管理、発送および配送業務を担当して頂きます。
・商品の仕分け、管理
・商品の入出庫作業（力作業あり：２０ｋｇ程度の商品）
・伝票作成（ＰＣによる入力作業あり）
・社用車での商品の配送及び引き取り
　（主に秋田市内）

※商品扱品目が多いため、倉庫で学んでもらい、状況によっ
ては営業へのステップアップも可能です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 宮城鋼具株式会社　秋田営業所

事務員

○リサイクルに関わる事務全般
・顧客管理
・マニュフェスト売掛管理
・パソコン操作
・電話応対、来客応対
・関係機関への連絡（社用車使用の可能性あり）

普通自動車免許
（ＡＴ可）

土日祝 株式会杜　東北エコシステムズ
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１番７号
東カンビル　４Ｆ

3人 018-866-6236

・パソコン操作
（ワード、エクセル）

018-889-2215

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- 2019591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2045191

事務系スタッフ（就職ア
ドバイザー）【学生支
援・就職課】

所属先：学生支援・就職課
・学生の個別面談等による就職指導及び就職斡旋
・就職関係イベント（ジョブ・フェアー、企業合同説明会等）の企画実
施による学生へのマッチング機会提供
・就職ガイダンスの企画実施による学生への就職情報提供
・県内企業訪問による採用情報の収集
・来訪企業の応対及び収集情報の発信
※学生対応には発達障害等の障害を持った学生の対応を含みま
す。
※採用後、配置換等により変更の可能性があります。
　　　　働き方改革関連認定企業【くるみん】

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

秋田県秋田市手形学園町１－１

763人

その他
秋田県秋田市大町一丁目５番９号ア
ぺックスシティ朝日プラザ秋田中央１

6人 018-853-7676

不問
6人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-13238691

保育士

・乳児、幼児、未就学児の託児、保育業務

＊就業時間は（１）～（２）のシフト制ですが、１日の労働時間
は状況に応じて４～９時間の間で変動します。
（週平均は３８時間４５分）　日曜休園です

＊就業時間は相談に応じます。

＊パート社員、アルバイト社員でも可能です。ご相談くださ
い。

保育士、看護師の
いずれか

他 株式会社　えるむ

プログラマー（未経験）
／システムエンジニア
／秋田市

ＧＰＳを使ったシステム開発

発券機、鉄道等システム開発
海上の測量システム開発
等

普通自動車免許
（ＡＴ可）

土日祝 株式会社　ジャストプランニング・シス
テム毎　週
東京都千代田区神田佐久間町３－３
８　第５東ビル７Ｆ

1人 03-5823-2181

不問

株式会社　ジャストプランニング・シス
テム毎　週
東京都千代田区神田佐久間町３－３
８　第５東ビル７Ｆ

1人 03-5823-2181

経験３年以上あり
15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-13234591

現場管理者

◇書類作成、写真整理、現場出来高管理等の業務に従事し
て　いただきます。
＊能代市、潟上市、上小阿仁村等の各現場での勤務となりま
す。
＊現場によっては直行直帰の場合もあります。
※応募の方は事前連絡の上、先に紹介状と履歴書を、持参
又　は郵送して下さい。
書類選考の上、後日面接日時等を本人へ連絡します。

プログラマー／システ
ムエンジニア／秋田市

ＧＰＳを使ったシステム開発

発券機、鉄道等システム開発
海上の測量システム開発
等

普通自動車免許
（ＡＴ可）

土日祝

10人 0185-88-8152

平成31年1月31日発行（平成31年1月30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

一級・二級土木施
工管理技士又は林
業技士（部門は問
いません）、普通自
動車運転免許（ＡＴ
限定不可）、測量士
又は測量士補

10人 秋田県能代市

雇用・労災・健康・厚生
05020-  468491

日他 株式会社グリーンクラフト
その他

秋田県能代市鰄渕字下悪戸５２－２
５

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

3人 200,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

2人 188,500円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時15分～17時15分 就業場所

月給

1人 177,000円～197,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

2人 210,000円～425,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時45分 就業場所

月給

3人 147,000円～159,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～37歳 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)17時30分～ 8時30分

月給

3人 135,500円～141,500円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

3人 190,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 166,400円～166,400円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 120,400円～120,400円
就業場所

有期雇用派遣 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15分 就業場所
(2)13時45分～22時00分

時給（月額換算）

2人 229,600円～229,600円
就業場所

有期雇用派遣 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～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 2時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

23,000人 秋田県南秋田郡五城目町
平成31年2月12日～平
成31年4月30日 雇用・労災・健康・厚生

05040-  566691

製造工【五城目町】

＊自動車用電装品・モーターの組立
　
※立ち作業です。

＊派遣期間：Ｈ３１年２月１２日～Ｈ３１年４月３０日
＊上記派遣期間経過後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※上記就業場所での最長就業可能日は、
　２０２１年９月３０日です。

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所
毎　週

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

製造業務３年以上
の経験のある方

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県潟上市

平成31年2月20日～平
成31年4月30日 雇用・労災・健康・厚生

05040-  567991

平成31年2月15日～平
成31年4月30日 雇用・労災・健康・厚生

05040-  569791

製造工【潟上市昭和】

＊医療用ゴム・プラスチック製品の製造
　・目視外観検査・梱包・組立作業になります。

＊派遣期間：Ｈ３１年２月２０日～Ｈ３１年４月３０日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　２０１９年１１月３０日です。

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所
その他

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

その他
秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県秋田市

10人 秋田県能代市

雇用・労災・健康・厚生
05020-  467991

製造工【秋田市河辺】

＊水道管（鉄製）の製造、製品の加工、塗装、出荷業務


＊派遣期間：Ｈ３１年２月１５日～Ｈ３１年４月３０日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　２０２０年８月１５日です。

普通自動車免許
（通勤用）

日他 日総工産株式会社秋田事業所

現場作業員（林業等）

＊伐採、下刈、重機運転等の作業に従事していただきます。
＊業務内容については、丁寧に指導します。
＊秋田市、男鹿市、能代市、五城目町他での各現場での勤
務となります。
※応募希望の方は事前連絡の上、先に履歴書と紹介状を持
参または郵送してください。書類選考の上、後日面接日時等
を本人へご連絡します。

＊普通自動車運転
免許（ＡＴ限定不
可）

日他 株式会社グリーンクラフト
その他

秋田県能代市鰄渕字下悪戸５２－２
５

10人 0185-88-8152

不問

162人 018-888-2300

不問
272人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2037091

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2036191

警備職「秋田市」（常駐
警備）
≪急募≫【嘱託員】

○空港、本社工場、商業ビル、火力発電所などの大型施設に
常駐し巡回、出入管理、各種設備機器などの管理業務を行
います。
○充実した社員教育制度のもとにインターン教育等を行い、
丁寧に指導しますので、未経験者でも大丈夫です。

＊就業場所により、勤務時間及び年間休日数に変動があり
ます。
＊入社祝い金　１００，０００円支給（３ヶ月後）
　働き方改革関連認定企業

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 ＡＬＳＯＫ秋田株式会社
その他

秋田県秋田市卸町４丁目９番２号

その他
秋田県秋田市卸町４丁目９番２号

162人 018-888-2300

不問
272人 秋田県秋田市

70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2027591

警備職「秋田市」（常駐
警備）
《急募》

○空港、本社工場、商業ビル、火力発電所などの大型施設に常駐し
巡回、出入管理、各種設備機器などの管理業務を行　います。
○充実した社員教育制度のもとにインターン教育等を行い、丁寧に
指導しますので、未経験者でも大丈夫です。
＊就業場所により、勤務時間及び年間休日数に変動があります。
＊入社祝い金　１００，０００円支給（３ヶ月後）

　働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 ＡＬＳＯＫ秋田株式会社

サービス職（大森山遊
園地）

・遊園地の運営・管理
・アトラクションのメンテナンス
・アトラクションや売場スタッフ等の管理
・接客等のお客様対応
・パソコンを使用します（ワード、エクセル等）

＊冬季は土日祝が営業日となります。１年単位の変形労働
時間制であり、冬季に休みが集中します。
＊欠員による求人です。

不問

他 豊永産業　株式会社　秋田事業所
（大森山遊園地）その他
秋田県秋田市浜田字潟端１５４番地

30人 018-828-1321

パソコン操作

3人 018-862-8946

不問
1,190人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2025891

雇用・労災・健康・厚生・財
形 06010- 2377891

生活提案のリフォーム
営業

・「顧客満足」の為のリフォーム営業。
・創業５１年のお客様宅の建物メンテナンス管理
・新築当時からのライフスタイルの変化に合わせてプラン作成、資金
計画、現場管理などの営業窓口一貫サービス。
・有料メンテナンス、増改築工事、省エネ、耐震、バリアフリーなど
「安全・安心・快適・長持ち」がコンセプト。
・ルート営業。契約の９０％以上は既客。未経験でも安心。
・１年目は先輩社員による教育・同行・支援があります。
・定期的に社内研修（知識・技術の習得の場）があります。
・未経験者でも働きやすい職場です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

火水他 株式会社日本ハウスホールディング
ス　リフォーム事業部秋田支店（旧社毎　週
秋田県秋田市八橋鯲沼町１－２３

その他
山形県山形市立谷川三丁目３５５３
番地１

22人 023-686-3011

不問
236人 秋田県秋田市

520人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2028191

保険代理店業務（本
社）

＊　保険代理店業務




※応募の際はハローワークから紹介状の交付を受けて下さ
い

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 西東北日野自動車　株式会社

営業員

○得意先（小売店・一般酒販店）への販売活動に従事して
　いただきます。

＊未経験者の方にも営業と同行し、丁寧に指導いたします。

＊営業範囲：秋田市内　（社用車使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 丸大堀内　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－６４

81人 018-828-1011

パソコン基本操作
ができる方：エクセ
ル・ワード

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010- 7211591

不問

他 株式会社ｓｔａｎｃｅｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ
毎　週

宮城県仙台市青葉区北目町２－３９
東北中心ビル６Ｆ－Ｂ

30人 022-393-7264

3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

受付スタッフ［秋田市］

秋田市内で、携帯電話の販売や操作案内、簡易要件などの
対応を行っていただきます。
また、充実した研修やスタッフ同士のフォローが手厚いため、
未経験の方でも安心して、自分のペースでお仕事できます。
個人ノルマは一切ございません。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 132,500円～135,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

2人 210,000円～273,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 189,600円～189,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 149,296円～190,960円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
14040- 2037091

その他
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
465人 秋田県秋田市

5,585人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
23030- 2757291

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。

◆新規受注に伴う増員募集◆

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】

医薬品ルート配送【秋
田支店】（請）

＊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。
・ボンゴで１日約３０～４０軒訪問します
・医療機関・調剤薬局へ医薬品を配送するお仕事です。
・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）

土日祝他 株式会社　エス・ディ・ロジ
毎　週

愛知県名古屋市熱田区神戸町１０１
番地

22人 052-671-2112

不問

019-661-5735

不問
5人 岩手県盛岡市

雇用・労災・健康・厚生
03010- 2726091

隔　週
秋田県秋田市仁井田目長田３丁目５
－２

保温・板金工「建設」

設備・プラント（石油プラント・火力プラント）等の保温・板金工
事。

＊現場エリア：全国（北海道～九州まで）の各現場
【最近は秋田県内の現場が多くなっております】。
＊就業先が全国各地の各現場となりますので、県外での就
業に支障がない方。
＊県外等の通勤困難な現場の場合は、当社にて宿泊先等を
確　保します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日他 有限会社　藤松工業
毎　週

岩手県盛岡市小鳥沢一丁目１４番１
号

5人

所在地・就業場所

求人番号

68人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2046091

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
（必須）
中型自動車免許・
フォークリフトあれ
ば尚可

日祝他 株式会社　秋田エスエス商運

４ｔ平ボデー運転手

○秋田市内から鉄筋を積んで秋田県内に配送する業務を担当して
いただきます。
【主な配達区域】
・八竜、秋田市内、協和、大仙、横手
・決まったお客様の所へ行きます。
（フォークリフト作業有）
＊業務経験がなくても指導・教育をしてまいります。
＊中型免許のない方でも、免許取得制度により、入社後に取得して
いただけます（中型限定解除含）。
＊１日体験・会社訪問もできます。

68人 018-839-5471

平成31年1月31日発行（平成31年1月30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

℡ 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!!

                　　　　　　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　１日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：北日本運輸㈱　【大型運転手、中型運転手、運行管理補助者】＞

　　２．　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】＞

　　３．　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





職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 170,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～330,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 178,203円～213,998円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

5人 150,200円～150,200円
就業場所

有期雇用派遣 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)12時00分～20時00分

月給

1人 185,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～16時30分 就業場所
(2) 7時30分～15時30分

時給（月額換算）

1人 131,200円～131,200円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

日給（月額換算）

1人 138,180円～138,180円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

2人 136,000円～136,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3) 8時30分～12時30分

月給

1人 125,000円～140,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2072691

その他
秋田県秋田市保戸野原の町１１－４
０　ルミナスサトウ１０２

3人 018-864-8485

不問
65人 秋田県秋田市

38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2070091

営業員（秋田県、岩手
県）

当社工場で製造した製品（コンクリートパイル）を秋田県（全
域）、岩手県（盛岡、北上）を主とするエリアで、顧客にルート
営業を行う仕事です。
社内研修後、先輩社員が丁寧に指導いたしますので、経験
や知識のない方でも歓迎します。
将来的な、スキルアップにより高待遇あります。
男女とも歓迎します。
新しく作成したホームページをご覧ください。

普通自動車免許
（ＡＴ可）

日祝他 株式会社アオモリパイル秋田営業所

事務員（準社員）

○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

3人 018-884-0911

基本的なパソコン
操作の可能な方

65人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2053191

平成31年3月1日～平
成31年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 2058491

医療事務（旭南いわま
薬局）

○薬局の受付事務に従事していただきます。
・パソコンによる処方箋入力
・商品等の接客販売
・他の薬局への薬の受け渡し（マイカー使用）
　　　　（ガソリン代含む車両借上手当支給）
＊制服貸与
＊接客に興味のある方

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）【マイ
カー持込み可能な
方】

日祝他 株式会社　いわま薬局
その他

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１Ｆ

毎　週
秋田県南秋田郡五城目町大川西野
字田屋下１００

37人 018-852-2265

パソコン操作（一太
郎、エクセル）

37人 秋田県南秋田郡五城目町

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・健康・厚生

05010- 2057991

校務事務補助員

○校務事務補助員として、次のような職務に従事していただ
きます。
・事務室及び職員室における事務補助
・電話、来客応対等
・簡単なパソコン入力
・印刷業務、図書業務、掃除等
・その他付随する業務
　（秋田県立学校臨時的任用職員取扱要領による）

不問

土日祝 秋田県立　五城目高等学校

事務補助員

○当法人内において、以下の業務を担当していただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　
　　・受付業務
　　・授業準備
　　・その他付随する事務全般の補助

不問

土日祝他 学校法人　ノースアジア大学
毎　週

秋田県秋田市下北手桜字守沢４６－
１

90人 018-836-3319

パソコン（ワード・エ
クセル）の入力がで
きる方

17人 018-845-7985

事務経験のある方
パソコン操作（ワード・
エクセル）のできる方
会計処理の経験者

28人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2062091

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- 2063391

事務職員（事務長）
○事務業務に従事していただきます。
・パソコン操作
・メールで送信された書類について、内容確認、返信する作業
・電話応対、来客対応
・環境整備等
・その他付随する業務
＊事務業を朝からまかせられる・管理業務が務まる人。
＊幼稚園等で子供に携わったことがある方や、保育施設での会計経
験がある方歓迎。
現時２人以上の事務経験者がいますが長になれる方

不問

土日祝他 【認定こども園】学校法人　伊東学園
けやき平こども園毎　週
秋田県秋田市飯島字前田表２４８

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－５０

163人 018-888-9078

・パソコン操作ので
きる方

1,178人 秋田県秋田市

120人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2076891

アドバイザー

○損害保険ジャパン日本興亜のお客さまを対象とした、電話
でのお仕事です。契約変更の手続き、保険内容に関するお問
い合わせの受付などで、セールス活動やノルマなどはござい
ません。

＊入社時研修
　入社後の約３ヶ月間が研修期間となります。一人一人のレ
ベルに合わせたきめ細かい研修で、基本スキルを身につけ
ていただきますので安心です。未経験の方も多数活躍して
います。

不問

他 損保ジャパン日本興亜キャリア
ビューロー株式会社　秋田事業所

保育士（準職員）

○主として０歳児～５歳児の保育業務に従事していただきま
す。
＊６０名定員の保育園で、各クラス１２名程度の定員です。


保育士資格

日祝他 社会福祉法人秋田県母子寡婦福祉
連合会　かわぐち保育園毎　週
秋田県秋田市楢山登町１０番５０号

24人 018-832-4582

不問

株式会社アオモリパイル秋田営業所
その他

秋田県秋田市保戸野原の町１１－４
０　ルミナスサトウ１０２

3人 018-864-8485

不問
65人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2071391

サービス管理責任者

○サービス管理責任者としての下記業務に従事して頂きます
・利用者と定期的に面談し、個別支援計画の作成、アセスメ
　ント、モニタリング等の記録
・国保連への請求業務
・各種書類の作成業務　及び　雑務

福祉施設での実務経験３年以上（介護福祉士、社会福祉士、
精神保健福祉士等の資格所有者は３年以上、ヘルパー２級
の方は５年以上のいずれか）保育士、看護師等の実務経験５
年以上

現場管理補助（秋田
県、岩手県）

秋田県（全域）、岩手県（盛岡、北上）でのコンクリートパイル
工事に伴う現場での管理補助の仕事を行っていただきます。
事務所及び現場において、データー整理、書類作成の補助を
行っていただきます。
将来的な、スキルアップにより高待遇あります。
社内研修後、先輩社員が丁寧に指導いたしますので、経験
や知識がない方でも歓迎します。
男女共に歓迎します。
新しく作成したホームページを御覧ください。

普通自動車免許
（ＡＴ可）

日祝他

4人 018-853-6264

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

100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2052591

ヘルパー２級（また
は介護職員初任者
研修）相当以上の
資格
保育士、看護師い
ずれかの資格

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

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 152,800円～175,250円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 152,800円～185,250円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 6時30分～15時30分
(3)12時00分～21時00分

月給

1人 145,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3)13時00分～22時00分

月給

1人 150,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 154,800円～154,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時30分～18時30分 就業場所
(2)10時00分～16時00分

時給（月額換算）

1人 121,348円～121,348円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

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

な　し
秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

8人 018-823-4061

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2078591

不問
606人 秋田県秋田市

2,351人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2066491

清掃員（中通総合病
院）

○「中通総合病院」内の日常清掃業務をしていただきます
・事業室、男女トイレの清掃
・通路のモップ掛け、掃き拭き等など

＊就業時間（１）（２）のシフト制

＊雇用期間は年度毎の契約更新あります。

不問

他 厚生ビル管理　株式会社

集配業務

○医療施設を巡回し臨床検査の検体（患者様より採取された
容器に収納された血液や尿など）を、当社契約先の病院や医
療施設より回収するお仕事です。
・また回収に訪問する際に検査報告書もお届けしています。
・医療を支える縁の下の力持ちとしても、社会貢献性の高い
仕事です。
・社用車使用（小型車・４ＷＤ・ＡＴ車）
＊６ヶ月毎の契約更新

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ビー・エム・エル　秋田営
業所な　し
秋田県秋田市山王中島町２－５　ゆ
うせいプラザ１Ｆ

24人 018-823-6135

不問

10人 018-838-7878

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2065991

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2087191

電話工事

○ＮＴＴの工事を主に行う仕事に従事していただきます。
・ＮＴＴ通信設備の設計業務
・ビル・アパート等の現場調査
・ＰＣ使用あります。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊社用車使用（ＭＴ／ＡＴ）


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
（中型自動車運転
免許あればなお
可）

日祝他 株式会社　秋田通信ネットワーク
その他

秋田県秋田市八橋三和町５－３

その他
秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

120人 018-833-7171

不問
120人 秋田県秋田市

49人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2075791

予約業務

○予約業務を担当していただきます。
・電話受付・インターネット受付・パソコン業務（データ入
　力、文書作成）
・予約打ち合わせ
・宿泊プラン管理
・その他、付随する業務
・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

不問

他 株式会社　秋田温泉さとみ

介護職員

○入所者の日常生活の支援
・入浴、排泄、食事、整容等の援助
・居室内外の整理整頓、掃除等の援助
・衣類等私物の管理
・日常生活に関する記録
・その他、日常生活の援助全般
・夜勤は月４回程度（休憩１２０分）
　社用車（ＡＴ車）使用

・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）
・介護福祉士あれ
ば望ましい

他 社会福祉法人　旭川やすらぎ会　特
別養護老人ホーム魁聖園その他
秋田県秋田市新藤田字治郎沢５２－
６

39人 018-884-1071

不問

不問
49人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2074491

・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）
・介護福祉士あれ
ば望ましい

土日他 社会福祉法人　旭川やすらぎ会　特
別養護老人ホーム魁聖園毎　週
秋田県秋田市新藤田字治郎沢５２－
６

5人 018-884-1071

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

介護職員（デイサービ
ス）

・利用者の健康チェック
・入浴の介助
・レクレーション
・食事、おやつの準備（調理は含まず）
・送迎車の運転（社用車）
・その他、利用者の状況に合わせた介護記録に関すること


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

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

【マザーズコーナー秋田】

 
Tel　018-836-9001 Fax　018-831-1817

○子育てをしながら働くことを望む求職者の
職業相談・紹介を専門に行います。

 場所、利用時間はハローワークプラザアトリ
 オンと同じ。

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

【ハローワークプラザアトリオン】 　【ハローワークプラザ御所野】

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田の求人情報検索コーナーと
同じ内容の検索ができます。

ハローワーク秋田附属施設のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 215,000円～400,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～12時00分

年俸（月額換算）

1人 400,000円～500,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 300,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 170,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 220,000円～270,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 211,500円～258,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 300,000円～430,000円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時45分～17時45分 就業場所

月給

1人 250,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

月給

2人 200,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

月給

1人 155,000円～245,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)16時30分～ 9時30分

不問
13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2097691

第１種電気工事士
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 小林電設　株式会社
その他

秋田県秋田市山王２丁目１１番４２号

13人 018-864-3674

平成31年2月4日発行（平成31年2月1日受付分)　Ｎｏ．１

6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

電気工事施工管理

○電気設備工事の積算施工管理、図面作成。
※ＣＡＤによる図面作成。
※現場は秋田県内一円で、社用車で移動します。
※図面作成は４人体制となります。

＊パソコン操作できる方（ＣＡＤ、エクセル等）



管工事施工管理技士

○店舗・住宅等の建築工事における、給排水・衛生設備の
　工事および施工管理

＊施主のＣＡＤ図面を基に積算しますので、ＣＡＤの操作できる方を
希望します。
＊現場は秋田県内が主となります。
＊現場へは社用車を使用します。
　（バン・軽トラック、ＡＴ・ＭＴあり）
管工事施工管理実務経験者
ＣＡＤの操作出来る方

日祝他 株式会社　ヌノタニ
その他

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地２５
３－４

19人 018-847-5515

28人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2110991

土木技術者

○土木工事に関する各種業務を担当していただきます。
・現場監督（ほぼ公共工事です）
・役所（県・村）への公共工事関係書類作成と提出
・その他、付随する業務
＊現場はメインが大潟村内で、主に男鹿南秋地区ですので早出等
はほぼありません。
＊外出用務時は社有車使用（ＭＴ／ＡＴ）

※２級の資格だけでも、現場の指導・管理、提出書類の作成ができ
る方は歓迎します。

１級又は２級土木施
工管理技士
管理技術者　
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）

日他 鈴成建設　株式会社
その他

秋田県南秋田郡大潟村字中央４－８

11人 0185-45-2234

・土木施工管理技士
１級又は２級取得後
実務経験５年以上の
方・役所への工事関
係書類作成可能な方

11人 秋田県南秋田郡大潟村

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2154491

土木施工技術者（見習
い）

○先輩の土木技術者に同行し、写真撮影、測量の補助を
行っていただきます。
＊土木施工管理技士の資格ない方は実務経験（１年～５年）
　後に資格取得を目指していただきます。（会社負担）
＊将来は現場監督職になってもらいます。
＊外出は社用車を使用（ＭＴ車・ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　伊藤組
隔　週

秋田県秋田市卸町１丁目４－１７

26人 018-824-5381

不問
26人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2161991

工事管理者（技術者）

○土木工事現場（道路、下水道関連）における施工管理
○発注者（役所）へ提出する書類の作成

＊現場は秋田市周辺です。
＊社用車（軽、ライトバン）使用。

※業務状況に問題がなければ、３か月後正社員に登用しま
す


土木施工管理技士
（１～２級）
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　伊藤組
その他

秋田県秋田市卸町１丁目４－１７

26人 018-824-5381

土木工事管理業務
経験者

26人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2163791

土木一式工事


○主に、屋外給・排水工事の土木工事及び配管工事です
が、他にコンクリート構造物の築造に伴い、鉄筋や型枠の工
事も行います。

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
１・２級配管技能士又
は給水装置工事主任
技術者

日他 株式会社　須藤工業所
その他

秋田市高陽青柳町１７－４１

5人 018-862-3647

土木・配管工
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2278291

（派）自動車向け組込み
制御ソフトウェア開発
［秋田市］

自動車向け組込み制御ソフトウェア開発をご担当頂きます。

組込み制御ソフトウェア開発の実務経験３年以上ある方は歓
迎致します。

不問

土日祝他 東日本スターワークス　株式会社　仙
台テクニカルセンター毎　週
宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－
３　仙台マークワンビル１９階

1人 022-726-5633

Ｃ言語を基本とした
組込み制御ソフト
ウェアの設計開発
経験３年以上

150人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010- 8271591

看護師【管理者候補】

【平成３１年１０月新設予定の訪問看護ステーションに係る募集で
す！！】
○訪問看護における健康チェックや健康相談等の看護業務に従事
していただきます。
＊訪問看護ステーションの立上げ業務となります。
＊管理者候補の募集です。
＊訪問看護ステーションは「リハビリセンター　ほっとリハ」事業所内
の事務所となります。
＊訪問範囲は、南秋田郡（井川町、五城目町、八郎潟町、大潟村）
潟上市、三種町となります。

＊看護師資格
・保健師資格あれば
尚可
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日 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

9人 018-874-3843

不問
9人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2130891

看護師

【平成３１年１０月新設予定の訪問看護ステーションに係る募集で
す！！】
○訪問看護における健康チェックや健康相談等の看護業務に従事
していただきます。
＊訪問看護ステーションの立上げ業務となります。

＊訪問看護ステーションは「リハビリセンター　ほっとリハ」事業所内
の事務所となります。
＊訪問範囲は、南秋田郡（井川町、五城目町、八郎潟町、大潟村）
潟上市、三種町となります。

＊看護師又は准看護
師
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日 株式会社　リハネットワーク

秋田県南秋田郡井川町今戸字カチ
田２９－４

9人 018-874-3843

不問
9人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2159191

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2131291

看護師または准看護師
（外旭川病院）

○病棟内における看護業務全般
　　（夜勤あり　月３～５回）
○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）


看護師または准看
護師

他

１級管工事施工管
理技士、排水設備
工事責任技術者
給水装置工事主任
技術者
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

211人 018-868-5511

不問
278人 秋田県秋田市

医療法人　惇慧会
その他

秋田県秋田市外旭川字三後田１４２

毎　週

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 160,000円～225,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 169,300円～169,300円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～15時05分 就業場所
(2) 9時45分～19時00分

月給

1人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時15分 就業場所
(2) 8時30分～16時45分

月給

1人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

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

月給

2人 140,000円～140,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 168,000円～168,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

4人 165,000円～165,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

月給

1人 197,000円～211,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

9人 152,000円～217,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 132,258円～132,258円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時35分～17時05分 就業場所
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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

歯科衛生士及び歯科
助手

・医師の指示による歯科診療の補助業務
・歯科衛生士業務
・歯科予防処置
・歯科診療補助
・歯科保健指導

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2172291

歯科衛生士

日祝 真宮歯科医院
な　し

秋田県秋田市川尻みよし町１３－３２

8人 018-824-5188

5人 018-888-1333

不問

実務経験あること
8人 秋田県秋田市

栄養士免許

他 社会福祉法人　新成会　特別養護老
人ホーム新成園

栄養士（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。
・主に、献立、発注、調理に携わっていただきます。
・献立作成時には、園との打合せも行います。
・１日約１２０食程度提供しております。

＊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。

栄養士免許

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

不問
136人 秋田県秋田市

15,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2156891

栄養士

○施設内における入所者及び利用者の食事調理を担当して
いただきます。
・調理、盛り付け、配膳
・厨房内の清掃
・食器の洗浄
・その他上記に付属する業務全般

＊昼食：９０～１００食を５～６人で行います。
＊朝、夕食：８０～９０食を２～３人で行います。

秋田県福祉相談センター
毎　週

秋田県秋田市中通二丁目１番５１号
明徳館ビル１Ｆ

毎　週
秋田県秋田市浜田字元中村２８０－
９

67人 018-828-0022

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- 2171891

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2165291

補聴器相談員


○難聴者に対する補聴器の選定援助、相談等を行います。
・補聴器に関する総合相談対応
・医療機関、補聴器販売店との連絡調整
・聴覚検査等

＊診療車で県内各地の巡回相談もあります。

言語聴覚士、保健
師、看護師、又は臨
床検査技師
いずれかの有資格者

土日祝他

15人 018-831-3946
パソコン操作経験
者
（一太郎又はワー
ド：文書作成　エク
セル：簡単な作表）

24人 018-831-2301

パソコン操作（一太郎
またはワード・エクセ
ル）（補聴器調整業務
経験者は尚可）

3,600人 秋田県秋田市

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

電話相談員

○こころの健康づくりなどに関する電話相談

＊週の所定労働時間はシフトにより２９時間以内で調整しま
す。



求人条件特記事項
欄参照（必須）

他 秋田県精神保健福祉センター
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目１番５１号
明徳館ビル１Ｆ

パソコン（エクセル・
ワード）の基本操作

100人 秋田県秋田市

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

05010- 2173591

指導員及び事務補助

○就労継続支援Ａ型事業所に通所する利用者さんの一般就
労への支援全般及び事務補助
・定期的なモニタリング
・支援経過記録表の入力
・事業所販促活動
・送迎業務
・その他、勤怠管理等事務補助業務

＊送迎業務には、社用車使用（ＡＴ車）

合同会社　Ａｃ－ｎｅｔ
毎　週

秋田県秋田市山王沼田町１１－１１
　山王沼田町オフィスビル２Ｄ

毎　週
秋田県秋田市中通３丁目２番１７号
１階

32人 018-853-6264

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2144691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2122891

相談支援専門員・就労
支援員・生活支援員

○障害をもつ人への支援業務
・相談支援。
・就労支援として利用者への作業全般にわたり支援を行って
いただきます。
・生活支援として利用者の生活面でのサポート、助言、相談
を行っていただきます。
・送迎に関わる業務・運転などを行っていただきます。
・研修の運営・実施の補助
・社用車使用

普通自動車免許ＡＴ
限定可
相談支援従事者、
サービス管理責任者
（就労）あれば尚可

土日祝他

17人 018-875-2115

不問

5人 018-893-3836

パソコン入力作業（エク
セル・ワードを使用して
文章作成可能な方）
実務経験（福祉関係）５
年以上の方尚可

5人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　トレーダー愛

支援員

○障がいを持っている方が通所する施設で利用者の方と一緒に活
動、作業するお仕事です。
【主な活動、作業内容】
・お菓子作り、新商品開発、対面販売、納品など
・農福連携、かぼちゃ栽培、水耕栽培、くるみの木の管理等
・調理体験、運動、ウォーキング、体操、ダンス、生活支援
・地域社会とのつながりも多く、利用者とともに人のため、地域のた
め、自分のためにやりがいに結びつく仕事です。

＊送迎業務あり（８人乗りか軽ワゴン）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　南秋福祉会
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町字中嶋２８
２－１

経験者優遇
700人 秋田県秋田市

156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・健康・厚生・財

形 05010- 2260291

フラワーコーディネー
ター／生花スタッフ／フ
ラワー愛　秋田

冠婚葬祭で使用するブーケの作成や会場のコーディネート、
祭壇の装飾、管理、配送等を行っていただきます。
初めは皆、知識ゼロからスタートしたスタッフばかりなので、
生花やお花の知識がなくても働きやすい環境です！
検定等もあり、お花について学ぶ機会を豊富に準備していま
す☆
お客様の心に寄り添うサービスができるやりがいのあるお仕
事です！
ぜひ私達と「実力が身に付く」職場で一緒に働きませんか？

株式会社　プレステージ・インターナ
ショナル　秋田ＢＰＯキャンパス毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２
西部工業団地内

その他
山口県下関市王喜本町６丁目４番５
０号

8人 083-283-2455

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2103491

雇用・労災・健康・厚生・財
形 35020- 1475591

見積・申込書受付業務

【業務拡大のため、４月：２名、７月：７名の限定募集！】
・大手自動車メーカーの販売店から、自動車保険の見積もり依頼の
受付、保険申込受付をする業務です。
・販売店より電話で依頼を受け、システムへ入力して書類を作成しま
す。
・保険勧誘を行う業務ではありません（営業行為、ノルマは一切あり
ません）。保険知識や経験は必要ありません。
・約２ヶ月の研修期間を設けており未経験の方も大丈夫です
◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆
＊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

毎　週
秋田県秋田市中通二丁目１番５１号

111人 018-833-1261

パソコン操作できる
方（エクセル、ワー
ドの基本操作で可）

1,431人 018-888-9120

基本的なパソコン
操作できる方（文字
入力程度）

3,380人 秋田県秋田市

111人 秋田県秋田市
平成31年3月1日～平
成31年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 2258991

校務事務補助

○受付・電話・来客対応
○文書受付・簡易文書作成
○各種証明書発行
○通信課程リポート整理
○スクーリング事務補助等

＊更新可能期間（最長で平成３２年３月３１日まで）

不問

土日祝 秋田県立秋田明徳館高等学校



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 145,000円～185,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 142,000円～142,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 7時45分～16時15分

月給

1人 183,000円～233,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～19時00分 就業場所
(2)10時30分～20時00分

時給（月額換算）

1人 133,536円～136,960円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

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

月給

2人 145,500円～218,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

2人 145,500円～218,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

2人 140,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1)10時00分～20時00分 就業場所
(2)10時00分～21時00分
(3)11時00分～20時00分

月給

2人 172,000円～224,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時45分～17時45分 就業場所
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

月給

2人 172,000円～224,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時45分～17時45分 就業場所
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

月給

2人 172,000円～224,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時45分～17時45分 就業場所
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

平成31年2月4日発行（平成31年2月1日受付分)　Ｎｏ．３

6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

受付事務

・受付補助
・カルテ管理
・電話対応
・備品管理　等

不問

日祝 真宮歯科医院
な　し

秋田県秋田市川尻みよし町１３－３２

8人 018-824-5188

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2175091

地域連携センター事務
（秋田厚生医療セン
ター）

○『秋田厚生医療センター内地域連携センター』で事務業務
に従事していただきます。
・紹介患者の受け入れ手続き
・紹介元医療機関等との連絡調整
・入退院支援、医療相談室業務の事務補助

＊勤務開始日は相談に応じます。

不問

土日祝 株式会社　光風舎
毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

22人 018-823-4116

不問
390人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2231391

婦人服の販売（秋田西
武ミッシェルクラン）

パリのミッシェルクランのファーストラインにクラン氏のインス
ピレーションを提案したブランド『ミッシェルクラン』のお洋服を
販売するお仕事です。 不問

他 イトキン株式会社
その他

東京都渋谷区千駄ヶ谷３－１－１

3人 03-3478-5273

不問
3,700人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13070-10232691

販売スタッフ（金萬トピ
コ店）

○秋田銘菓「金萬」の販売業務全般を担当していただきます
・接客、販売、レジ業務
・商品の陳列、箱詰め、包装作業
・店内の清掃など

＊就業時間・日数は相談に応じます。

＊繁忙期（お盆、正月、連休等）には、勤務時間が延長に
　なる場合があります。

不問

他 株式会社　金萬
毎　週

秋田市中通二丁目３－８　アトリオン
８Ｆ

14人 018-832-6789

不問
55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2206091

ガソリンスタンドスタッフ
（山手台ＳＳ）

○ガソリンスタンド（フルサービス）での業務全般
・お客様案内、給油、洗車
・簡単な整備、点検、タイヤ交換
・車移動。納車、引き取り
・レジ会計
・その他各種スタンドサービス


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
危険物乙種第４類
あれば尚可

他 協和石油　株式会社
その他

秋田県秋田市大町１丁目３－３７

7人 018-865-2261

不問
150人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2235791

ガソリンスタンドスタッフ
（泉ＳＳ）

○ガソリンスタンド（フルサービス）での業務全般
・お客様案内、給油、洗車
・簡単な整備、点検、タイヤ交換
・車移動。納車、引き取り
・レジ会計
・その他各種スタンドサービス


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
危険物乙種第４類
あれば尚可

他 協和石油　株式会社
その他

秋田県秋田市大町１丁目３－３７

7人 018-865-2261

不問
150人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2236891

店頭販売員
（サーティワンアイス）

●販売業務に従事していただきます
　・アイスクリーム販売、試食の提供、クレープ作り
　・入荷商品の受け取り、商品管理
　・店内ディスプレイ（店づくり）　・その他店舗掃除等の付随する業務
＊就業時間の相談応じます（例）早い時間だけの勤務希望等
※販売業務未経験者の場合；４５歳以下
　（長期勤続によるキャリアアップを図る観点から）
＊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
　【鹿角市】ワーク・ライフ・バランス優良企業

普通自動車運転免
許（ＡＴ車限定可）

他 株式会社　タカヤ
その他

秋田県鹿角市花輪字八正寺１－２
タカヤ旭町オフィス２階

12人 0186-30-0123

不問
110人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05080-  257391

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

販売からスタートし、将来的には大型店店長や地域マネジャー、バイ
ヤー（仕入担当）等、会社全体を牽引していく幹部社員を目指してい
ただく職種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売場づくり、商品管理、店長
代行業務などを通じて知識と技術を習得していただきます。生活用
品から建築資材、農業用品まで、幅広い品揃えで、お客様の層も広
く、得意分野とやりがいを見つけやすい仕事です。
小売業経験や管理職経験のない方でも、商品知識勉強会や店長候
補研修、各種研修、資格取得支援等でスキルアップの機会を設けて
いますので、安心してご応募ください。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　コメリ
その他

新潟市南区清水４５０１番地１

10,890人 025-371-4115

不問
10,890人 秋田県にかほ市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 15070- 1574491

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

販売からスタートし、将来的には大型店店長や地域マネジャー、バイ
ヤー（仕入担当）等、会社全体を牽引していく幹部社員を目指してい
ただく職種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売場づくり、商品管理、店長
代行業務などを通じて知識と技術を習得していただきます。生活用
品から建築資材、農業用品まで、幅広い品揃えで、お客様の層も広
く、得意分野とやりがいを見つけやすい仕事です。
小売業経験や管理職経験のない方でも、商品知識勉強会や店長候
補研修、各種研修、資格取得支援等でスキルアップの機会を設けて
いますので、安心してご応募ください。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　コメリ
その他

新潟市南区清水４５０１番地１

10,890人 025-371-4115

不問
10,890人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 15070- 1577291

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

販売からスタートし、将来的には大型店店長や地域マネジャー、バイ
ヤー（仕入担当）等、会社全体を牽引していく幹部社員を目指してい
ただく職種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売場づくり、商品管理、店長
代行業務などを通じて知識と技術を習得していただきます。生活用
品から建築資材、農業用品まで、幅広い品揃えで、お客様の層も広
く、得意分野とやりがいを見つけやすい仕事です。
小売業経験や管理職経験のない方でも、商品知識勉強会や店長候
補研修、各種研修、資格取得支援等でスキルアップの機会を設けて
いますので、安心してご応募ください。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　コメリ
その他

新潟市南区清水４５０１番地１

10,890人 025-371-4115

不問
10,890人 秋田県湯沢市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 15070- 1580691

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時45分 就業場所

月給

1人 172,500円～232,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 135,000円～140,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 143,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

3人 132,288円～132,288円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 145,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～15時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)13時30分～21時30分

月給

1人 356,000円～393,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～61歳 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～ 9時00分

月給

3人 193,500円～193,500円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 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

月給

5人 174,000円～174,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～35歳 (1) 8時00分～16時30分 就業場所
(2)16時10分～ 0時00分

月給

1人 151,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 170,100円～340,200円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 2141191

保温・板金工

○保温、板金の仕事で板金では１枚の板から曲げたり、
　丸めたりして様々な形の物を作り上げる仕事です。
・熱絶縁工事　

＊火力発電所や水力発電所、ごみ処理所等の配管の温度を
　保つための筒を作る作業です。

＊仕事の状況によっては県外への出張もあり

不問

日祝他 斉藤工業
その他

秋田県秋田市御野場８丁目４－３

2人 018-829-3362

不問

3人 018-845-8845

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2142091

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2143391

屋根板金工

○主に一般住宅の屋根板金工事全般に従事していただきま
す。
＊現場は秋田市内とその近郊が中心で、移動は社用車を使
用します。（１．５ｔトラック、ワゴン車）

※経験のない方は、見習いとして丁寧に指導します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社　佐藤板金工業所
その他

秋田県秋田市寺内堂ノ沢三丁目９番
１号

その他
秋田県秋田市四ツ小屋字与左エ門
川原３７１番地１

48人 018-839-1251

パソコン操作（エク
セル等できる方優
遇）

74人 秋田県秋田市

80人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2113891

ホールカウンタースタッ
フ　　（リボン茨島店）

○ホールにおける接客業務に従事していただきます。
【仕事内容詳細】
・ホール内外の点検清掃、維持管理業務、パチンコ玉の運
　搬
・景品交換等の接客及び景品管理業務
・その他付随する業務

不問

他 同和産業　株式会社

ホール・カウンタース
タッフ　（広面店）

○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

＊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２キロ以上に支給。
＊実働６時間４５分

不問

他 株式会社　ＭＱ６
その他

秋田県秋田市広面字板橋添３１１

32人 018-884-0717

不問

20人 03-5295-7793

不問
7,840人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010-15425991

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2104791

ドーミーイン秋田／ホテ
ル管理職（支配人候
補）

当社直営ビジネスホテルフロント運営業務全般
現場のプレーヤーとして活躍しながら運営全般の
マネジメント業務

＊支配人候補

不問

他 株式会社　共立メンテナンス
その他

東京都千代田区外神田２丁目１８－
８

その他
秋田県秋田市外旭川字小谷地１１０
－１

16人 018-869-7666

不問
60人 秋田県秋田市

7,500人 秋田県秋田市
～平成31年6月30日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2140591

調理業務

○ナガハマコーヒーのカフェのキッチン内での作業全般となり
ます。
・パスタやスイーツ（パフェ）などの作製や下ごしらえ、盛り付
け、仕込み、食器洗浄（食洗機有）、清掃などです。
・繁忙期には下膳や配膳のフォローに入る事もあります。


不問

他 ナガハマコーヒー　株式会社

洗濯仕上げ工

○クリーニング仕上げ、整理等全般に関わる業務に従事して
いただきます。
・主に寝具、ユニホーム　
・アイロンがけ作業
・商品の区分け作業
・その他付随する業務

＊雇用期間：年度更新あり

不問

土日他 ワタキューセイモア　株式会社　東北
支店秋田営業所毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－６９

39人 018-828-4851

不問

9人 018-852-2455

641人 秋田県南秋田郡五城目町

・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）

・ヘルパー２級又は
介護職員初任者研
修修了者以上
（介護福祉士の資
格があれば尚可） 雇用・労災・健康・厚生・財

形 05010- 2283491

05010- 2259491

訪問介護員

○介護を必要とする利用者宅を訪問し、身体介護（食事・
　入浴・排泄・衣服の着脱など）及び生活援助（調理・洗
　濯・掃除など）の業務を行っていただきます。
＊訪問地域：五城目・八郎潟・井川・潟上・三種町・能代市・上
小阿仁村

＊利用者宅への訪問は、社用車を使用してただきます。
　稀に自家用車を使用した場合は、ガソリン代支給します。

土日他 東北部品株式会社　介護センター花
☆花毎　週
秋田県南秋田郡五城目町富津内下
山内字奈良崎１５０　

毎　週
秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地１８９－２

0人 018-853-8825

不問
0人 秋田県南秋田郡八郎潟町

60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2217991

介護職員

【平成３１年４月１日オープンに向けての募集です！！】

○介護職員として従事していただきます。
・食事、入浴、排泄等の身体介護
・リハビリ補助
・バイタルチェック補助
・送迎業務（ＡＴ社有車使用）
　範囲は、南秋田郡地域が中心となります。
・その他付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 株式会社　Ｈａｔｃｈ

営業及び配送（秋田市
中央卸売市場）

○花卉全般の営業及び配送の職務に従事していただきま
す。
・取引先花店への配送
・花屋さんに対しての商品の提案を行います。

＊未経験の方には丁寧に指導します。

パソコン入力（エクセル・ワード）可能な方

日他 株式会社　みづき
その他

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

18人 018-869-5780

不問
34人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
中型自動車免許（４
ｔ車まで運転しま
す）尚可
＊入社後　中型免
許取得可

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2212591

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊施工管理技士取得
者・毒物劇物取扱責
任者優遇

日祝他 秋田東北商事　株式会社
その他

秋田県秋田市卸町４丁目８－９

31人 018-863-3611

6ページ中 4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．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

営業（秋田県・岩手県）

・秋田県及び岩手県の官公庁・民間企業向けに上下水道資
材の販売、計画提案を客先に行って頂きます。
・その他、インフラ整備に伴う商品開発、サービスも将来に向
け創造して頂きます。

＊社用車（ＡＴ車）使用。
＊慣れるまでは先輩社員に同行し、仕事を覚えて頂きます。
※働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言
事業所



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

1人 137,160円～137,160円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 135,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

日給（月額換算）

2人 160,500円～256,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

月給

1人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

月給

1人 246,100円～252,220円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1)17時00分～ 4時15分 就業場所

日給（月額換算）

2人 176,000円～264,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 175,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 164,500円～297,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～12時00分

月給

1人 192,000円～368,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～12時00分

13人 018-864-3674

配線工事・大型店
舗工事経験者

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2096391

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2095091

電気工事士（第１種）

○主に秋田県内の建築工事現場において、一般住宅や
　商業施設の電気工事全般業務に従事していただきます。

※「高所作業車」を使用します。

※一旦、事務所に集合し、それぞれの現場に向かうこととなり
ます。


第１種電気工事士
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 小林電設　株式会社
その他

秋田県秋田市山王２丁目１１番４２号

その他
秋田県秋田市山王２丁目１１番４２号

13人 018-864-3674

不問
13人 秋田県秋田市

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2150091

電気工事士（第２種）

○主に秋田県内の建築工事現場において、一般住宅や
　商業施設の電気工事全般業務に従事していただきます。　

※「高所作業車」を使用します。

※一旦、事務所に集合し、それぞれの現場に向かうこととなり
ます。


第２種電気工事士
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 小林電設　株式会社

大工

大工他、土木建築工事作業に従事していただきます。
・住宅のリフォーム
・足場、機械整備
・鍛冶工の手元作業
＊工場内高所作業あり


普通運転免許（ＡＴ限
定不可）
（建設、建築、土木関
連の資格あれば尚
可）

日祝他 株式会社　ワタケン
その他

秋田県秋田市向浜２丁目１－１

13人 018-865-2363

大工作業経験者
（年数不問）

10人 018-882-5084

不問
39人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2164891

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2124591

運転手（長距離）

○長距離運転手を募集（４ｔ車両）
○主に精密機械の輸送業務を行います。
・全国を輸送することになりますが、岩手・秋田・宮城地域か
ら愛知県など中部・東海地区への貨物取り扱いが多いで
す。
　当然、関東地区、近畿地区も輸送範囲です。
　荷扱いでフォークリフトを運転することがあります。
　※免許取得の助成制度あり


中型自動車免許一
種
フォークリフト技能
資格

他 東北新開株式会社　秋田営業所
その他

秋田市河辺松渕字捨り水２１－１

その他
秋田県秋田市中通５丁目９－２９

1人 018-832-2502

不問
13人 秋田県秋田市

6,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2114291

工場作業員

○秋田市内の工場内において下記の業務に従事して頂きま
す
・製品（建築鉄骨）を出荷用のトラックへ積み込む作業
・トラックにて製品（建築鉄骨）及び材料を構内の工場やヤー
ドに運ぶ作業

＊積み込みは主にクレーンを使用しての作業（補助作業）

＊主に屋外での作業

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）　＊必
須
クレーン技能講習修
了者であれば尚可

日祝他 株式会社　刀根商店

長距離大型運転手

○長距離ドライバー業務に従事していただきます
【主な仕事内容】
・長距離の貨物運搬を行います
・トラックへの積み下ろし作業もあります

＊２～３ヶ月経験後、東京・大阪方面へ
＊フォークリフト技能は入社後取得可

・大型自動車運転
免許１種
（フォークリフト技能
あれば尚可）

日祝他 第一貨物　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山６－２７

120人 018-845-8581

不問

92人 018-862-5141

不問
92人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2098991

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2138491

ＣＡＤパタンナー【正社
員】

○メーカーからの洋服のパターン入力
○マーキング、修正等作業
・メールやＦＡＸで送られてきたパターンを縫製しやすいように
パソコンで修正し、そのデータをＣＡＭ（自動裁断機）に入力し
ます。
材料を合わせる箇所にパソコンでマーキングも行います。
＊初心者でも一から教えます。
※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

日祝 秋田ファイブワン工業　株式会社
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
２９

毎　週
秋田県秋田市寺内油田２丁目１３－
１５

3人 018-857-4673

不問
3人 秋田県秋田市

92人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2099491

塗装工

○主に発電所等構内での、施設・プラントなどの各種塗装
　工事に従事していただきます。
・民間住宅の塗り替え工事

＊現場により就業時間は（１）または（２）となります。

＊高所作業もあり

＊主な現場は、秋田市内

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　北塗工業

プレス・アイロン仕上げ
（正社員）

○高級ブランド品のメンズ・レディースのジャケット、コート等の作業
です。
・アイロン仕上げ作業
・プレス仕上げ作業
・生地により、アイロン・プレス・スチームをかける時間が異なります。
＊流れ作業にて行います。
＊製品の種類や個数はその日により異なります。
＊初心者でも一から教えます。
＊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

日祝他 秋田ファイブワン工業　株式会社
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
２９

92人 018-862-5141

不問

不問
27人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2147791

不問

日他 佐藤食品　株式会社
その他

秋田県潟上市昭和大久保字片田千
刈田２６

27人 018-877-2054
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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

佃煮製造補助

○佃煮製造に伴う補助作業を担当していただきます。
・製品の計量、パック作業および調理場の清掃
・原材料の異物選別、製品箱詰め、調理補助
・９～１１月は八郎潟産の生わかさぎを選別します。
・稀に販売促進のため社外で店頭販売することがあります。

※佃煮製造に伴う補助作業のため協調性が求められます。
　また「食」に興味のある方歓迎します。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 250,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 207,400円～207,400円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 170,250円～227,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 180,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～15時00分

時給（月額換算）

1人 146,880円～146,880円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 152,250円～152,250円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 145,440円～145,440円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時45分 就業場所

日給（月額換算）

2人 183,260円～202,300円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 1時00分
(3) 1時00分～ 8時00分

月給

1人 150,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

時給（月額換算）

2人 144,400円～144,400円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

99人 018-829-3568

不問
154人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2170791

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2145991

収集業務作業員（空き
瓶・缶・使用済乾電池）

○秋田市からの受託業務である資源化物（空き瓶・空き缶・
使用済乾電池）をトラック・塵芥車での収集作業および
　空き瓶を入れるプラスチックケース（Ｐ箱）の配置作業

＊資源化物収集運搬作業の場合は、運転業務はありませ
ん。
＊やや体力を必要とする仕事です。
＊制服貸与


不問

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

その他
秋田市御所野湯本２－１－５

13人 018-826-1616

不問
18人 秋田県秋田市

14人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05011-  229691

し尿くみ取り作業員

○し尿くみ取り業務を担当していただきます
・主に秋田市牛島、御野場、仁井田、御所野の周辺地域を
　３班に分かれて担当します
・各班２名体制での業務となります

＊体力を要する作業です

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 秋田環境システム株式会社

客室清掃およびフロント
業務「店長候補」

○ホテル客室の清掃
・バスルーム、トイレを含む客室内の清掃
・シーツ・タオルの交換、備品の補充など
○ホテルフロント業務
・電話応対、簡単なコンピューター操作
○食事の提供（調理）
・カレーやパスタなどの調理
○敷地内の清掃
・落葉、草取りなどの清掃
※短時間で集中的に室内全ての清掃を行う為、体力と機敏性を求
めます。

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 有限会社　やすらぎ商事
その他

秋田県潟上市天王字下狼縁１－２５

14人 018-878-5322

不問

31人 018-863-3611

不問
34人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2213191

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2166591

配達業務

○２ｔトラック等を使用して薬品、資材等の商品の引取りの業
務、その他雑務を担当していただきます。
＊配達範囲は秋田県全域となります。
＊顧客は、官公庁他関連施設が中心となります。
＊新規開拓業務はありません。

※働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言
事業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 秋田東北商事　株式会社
毎　週

秋田県秋田市卸町４丁目８－９

毎　週
秋田県秋田市川尻大川町１２－５８

6人 018-862-4858

不問
6人 秋田県秋田市

289人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05060-  655391

配送及び工場内作業

○秋田市内のお客様から受けた注文（粉類）を配送
・軽ワゴン（ＭＴ車）使用
○工場内作業
・コメの精米作業（空いた時間に行う）
・片付け、清掃　等

＊一袋３０ｋｇ前後の原料運搬あります。（台車使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
フォークリフトの免
許あれば尚良し

土日祝他 株式会社　畠山製粉所

作業職≪秋田南営業
所≫

◇秋田南営業所倉庫内（常温）での作業となります。

・精密機械製品の出荷前検品

・精密機械製品の入出庫作業

＊重量物の運搬はありません。

＊作業服は貸与します。

不問

日祝他 ヨコウン　株式会社
その他

秋田県横手市卸町８－１４

20人 0182-32-3670

不問

8人 018-845-7877

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2214091

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2162491

作業員（工事事業所）

○エクステリア、基礎工事、ガーデニング、造園工事の業務に従事し
ていただきます。

・住宅、アパート等のエクステリア、基礎工事
・ガーデニング、造園工事　　　　　　各１名の募集です。

＊現場は主に秋田市内。当社の資材置き場に集合し、現場に向かう
ことになります。
＊社用車（トラック：ＭＴ車他）を運転する場合があります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ケーワイズ
その他

秋田県秋田市土崎港北７丁目４－１
６

秋田県秋田市卸町１丁目４－１７

26人 018-824-5381

26人 秋田県秋田市

中型自動車運転免
許（８ｔ限定可）必須
＊車両系建設機
械、大型自動車運
転免許、大型特殊
免許あれば尚可

11人 秋田県南秋田郡大潟村

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2155791

土木作業員

○土木作業（道路補修、水田整地、配管工事等）
○冬期、夜間（２：００～６：００）除雪作業あり（手当あ
　り）
○車両系建設機械の有資格者には、重機の運転にも従事し
て　頂きます。
＊工事現場は秋田中央地区、社用車あり（ＭＴ車）
＊現場によっては直行直帰の場合もあり

※業務状況に問題なければ、３ヶ月後正社員に登用します。


日祝他 株式会社　伊藤組
隔　週

土木作業員

○土木工事現場における一般土木作業に従事していただき
ます。
・土木作業、重機オペレーターどちらにも従事します

＊現場へは会社からまとまって向かいます。

＊現場は主に大潟村です。


車両系建設機械
大型、大型特殊

日他 鈴成建設　株式会社
その他

秋田県南秋田郡大潟村字中央４－８

11人 0185-45-2234

・土木作業、重機オ
ペレーター経験あ
る方

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）＊
必須
車両系建設機械・
クレーン技能講習
修了者・大型免許
あれば尚可

50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2139791

日祝他 金城重機東北　株式会社　秋田営業
所その他
秋田県秋田市外旭川字三千刈１２２
－１　ＴＲビル事務所２階Ｄ号室

4人 018-874-9135
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資格・経験

求人事業所名
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求人番号

施工スタッフ

○新築住宅を支える地盤改良工事です。
・重機による地盤改良
・ユニック作業による材料、機材の積み降ろし
・バックホーによる掘削、整地
・手元作業　等

＊車両系建設機械運転資格、移動式クレーン資格が無い方
は入社後に取得していただきます。


