
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 357,100円～565,100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 184,400円～266,500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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 240,000円～310,000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～18時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 190,000円～190,000円
就業場所

正社員以外 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

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

月給

1人 144,100円～247,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

4人 154,800円～189,200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 18歳以上 就業場所

時給（月額換算）

4人 154,800円～189,200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 18歳以上 就業場所

時給（月額換算）

15人 172,000円～189,200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 18歳以上 就業場所

時給（月額換算）

3人 154,800円～189,200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～18時00分 就業場所

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

16人 秋田県秋田市
～平成31年4月30日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4700391

～平成31年4月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 4699491

費用清算事務

○ロードサービスに関わる費用清算事務業務です。
・確認等のための電話対応はありますが、直接、事故や故障
等の受電ではございません。

・就業時間も人気の９：００～１８：００のお仕事です。

不問

他 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

16人 秋田県秋田市

16人 秋田県秋田市
～平成31年4月30日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4698991

受付スタッフ

【ロードサービス】

【高時給！！】
○自動車保険加入のお客様からのロードサービスの要請受付・業者
手配業務。
・お車の急なトラブルに対し、事故・故障受付け、ロードサービスの手
配業務。
＊デスクワークのお仕事です。
＊長期予定。
＊未経験から始めるスタッフ多数。
＊勤務時間帯、休日、勤務開始日は相談に応じます。
＊セールス・勧誘・ノルマはございません。

不問

他 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店

車両に関わる受付業務

○車両故障や事故発生時の受付業務。
○専用システムへの入力業務

＊研修もしっかり行いますので、やりがいのあるお仕事で
す！！

不問

他 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力が可能な方

16人 秋田県秋田市
～平成31年4月30日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4697691

平成31年4月15日～平
成32年1月19日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 4705891

お客様対応受付

○ご契約者様の車の急なトラブルやリース会社貸出し車両が
起こした事故、故障等の電話受付業務、およびロードサービ
スの提供
・デスクワークのお仕事です。
・派遣先への直接雇用制度あり
・セールス・勧誘・ノルマなし
・未経験からスタートする方多数です。

不問

他 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

毎　週
秋田県秋田市山王７丁目１－３

91人 018-862-6681

人事労務管理または
総務事務、窓口にお
ける各種相談経験者
※ワード、エクセル必
須

546人 秋田県秋田市

590人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
27010-17887091

臨時的任用職員（ハ
ローワーク秋田）

企画部門において、主に次の業務を担当します。
○各種助成金に係る周知、相談、申請書の受理、審査、実地調査
等。担当する助成金の種類は以下の通り。
・特定求職者雇用開発助成金（障害者に係る部分を除く）
・トライアル雇用助成金（障害者に係る部分を除く）
・労働移動支援助成金、地域雇用開発助成金、雇用調整助成金
○高年齢者・障害者雇用状況報告に関すること。
○大量雇用変動、再就職援助計画書の業務に関すること。
○総合案内での対応業務
○その他、企画部門に付随する業務

不問

土日祝 秋田労働局

教務職（秋田市）

通信制高校における教科指導・生徒指導業務

科目：英語または国語 不問

日祝他 株式会社　ウィザス
その他

大阪市中央区備後町３－６－２　ＫＦ
センタービル４Ｆ

7人 06-6264-4200

教科指導経験

0人 018-893-6877

サービス管理責任者
として就業するため
の要件を満たし、所
定の研修を修了して
いること。

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4644591

雇用・労災・健康・厚生
40180- 4604891

サービス管理責任者＜
急募＞

【新規オープンに伴う募集です！！】
○障がいを持つ児童・生徒の放課後及び学校休業日におけ
る日常生活や学習等を支援するお仕事です。
・計画作成業務
・車（社用車）による送迎業務もあります。（ＡＴ車）

＊新規開設のため研修と準備期間を設けています。
＊職員５名体制でスタート予定

サービス管理責任
者研修修了証
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 合同会社　ハーモニー
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町字大谷
地６番７号

その他
福岡県大野城市中３丁目１５－１２
グリーンハイツ１Ｆ

0人 092-707-8340

不問
160人 秋田県秋田市

80人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 4649991

あんまマッサージ指圧
師（正）／秋田市

・健康保険が適用になる歩行困難の方や障害をお持ちの方を対象
に訪問して、マッサージを提供していただきます。
＊未経験者であっても研修制度が充実していますので、安心してご
応募下さい。
・博多営業所にて２ヶ月間研修し、その後エリア内新規開設
・交通費・社宅は全額会社負担（光熱費等は自己負担）
＊エリア：秋田市内とその近郊、社用車あり
＊直行直帰もできます
＊営業活動一切なし
＊制服貸与

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
あんま・マッサージ
指圧師（国家資格
者）

日祝他 株式会社オファサポート　ＯＦＡ療養
サポートセンター

看護師

○「地域密着型特別養護老人ホームうぐいす城東」において
嘱託医からの指示に基づく医療行為を行いますが、基本的に
健康管理等の業務が主な仕事内容です。

・居室はユニットの２９床で完全個室です。
・オンコール体制があります。
＊勤務曜日に希望があれば相談に応じます。



看護師　

他 社会福祉法人　賛成福祉会
地域密着型特別養護老人ホーム　うその他
秋田市広面字宮田３２番地１

26人 018-831-1010

不問

平成31年3月5日発行（平成31年3月4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

土木施工管理［秋田市
／横手市／由利本荘
市］

土木施工管理
・現場管理。測量、丁張、写真管理、出来形管理等
・主にゼネコン工事の１次、２次下請け工事現場等の施工管理、各
種土木工事
・道路、下水道、河川、護岸、橋梁、造成工事
＊６０歳以上の方応募可（会社規定あり。詳細は面接時）
＊有資格者優遇（資格手当あります）
＊ＣＡＤ経験者優遇
＊宿舎費本人負担無し。赴任・帰任旅費、その他支援制度あり（会
社規定による）　　　　　　　　　　　～～～急募～～～

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　クリエイトワークス　建設
事業部毎　週
宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目１
０－７　サンライン第６６ビル２Ｆ

9人 022-298-7077

不問
59人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-16316491

℡ 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）

2人 147,600円～180,400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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 161,600円～161,600円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 50歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 137,500円～185,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～18時30分
(3) 8時30分～16時30分

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15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 125,860円～125,860円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

6人 89,600円～89,600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) 9時00分～17時45分 就業場所

月給

1人 121,660円～129,560円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 200,500円～240,500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

月給

1人 150,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分

時給（月額換算）

1人 226,800円～252,000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)10時00分～19時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

月給

1人 155,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

104人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4641791

介護員

・小規模多機能型居宅介護事業所において、泊まり及び
　通所で利用するお客様（１５名）の食事、入浴等日常生活の介護
・夜勤は、泊まり利用者９名の対応で、一人体制。
　月に４回前後です。
・契約者のお宅を訪問しての訪問介護もあります（ＡＴ車）
・軽食の提供、施設の清掃等雑務
＊就業時間（４）１６：００～１０：００
＊就業時間（１）～（４）の交替制
＊入社後はＯＪＴ研修を実施、夜勤は状況によって１ヶ月位　２人体
制での勤務。

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
介護職員初任者研修
またはホームヘル
パー２級

他 株式会社　うめの木園
小規模多機能型居宅介護事業所毎　週
秋田県秋田市添川字添川１７０－２１


15人 018-869-7776

不問

10人 022-261-6621

不問
2,400人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

04010-16707391

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4645191

（請）大手家電量販店で
のスマホ受付案内［秋
田市］

大手家電量販店スマホ売場での商品ＰＲや接客のお仕事
　例）・スマートフォン、タブレットのご提案
　　　・サービス内容、料金プランのご案内
　　　・機種変更、登録住所変更などの事務手続き
　　　・書類整理、見本品の展示、店内装飾など
＊９割以上が経験ゼロから始める業界です。未経験の方も大
歓迎＊分かりやすい研修を心掛けています。就業中もしっ
かりフォロー＊ノルマなし。長く続けられる方が多いのも
特徴です。＊随時相談できる環境あり！先輩ＳＶに何でも相
談して下さい。　　＊＊急募（欠員枠／３ヶ月更新）＊＊

不問

他 株式会社　アイヴィジット　東北支店
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目３－
１０　仙台本町ビル７階

毎　週
秋田県潟上市天王字江川上谷地１０
９－２

3人 018-878-3061

パソコン操作（エクセ
ル、ワードの入力が
できる程度）
販売経験のある方尚
可

3人 秋田県潟上市

66人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4643291

土産品とファーストフー
ド等の販売【売店仕入
担当者】

○土産、今春オープン予定カフェスペースでの販売業務に従
事していただきます。
・仕入担当者としてパソコンを使用した商品管理、棚卸し、自
動販売機の補充など売場管理全般。
・ソフトクリーム、土産などのレジでの接客販売

＊ユニフォーム（エプロン等）貸与します。

不問

他 株式会社　ドリームショップ　くらかけ

経理・事務

○経理事務全般
・銀行等への外出業務あり
・その他、付随する業務
・社用車使用

＊４月以降に別事業所を立ち上げる為
＊秋田市内での勤務地異動あり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 有限会社　アイ・サポート
毎　週

秋田県秋田市御所野元町１丁目１－
８

31人 018-893-4175

不問

127人 018-835-4276

不問
95,094人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4765291

平成31年4月1日～平
成31年4月18日 労災

07050- 1419991

医療事務／（入院病
棟・秋田市中心部）

○総合病院での入院病棟業務に従事していただきます。
・患者さんの案内
・書類、カルテなどの整理
・処置、検査等の伝票記入

＊ＰＣ操作があります



（財）日本医療教育財
団主催試験合格者
＊資格のない方はご
相談ください。

土日祝 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

毎　週
福島県白河市白井掛下２１－１２２

15人 0248-22-6532

不問
32人 秋田県秋田市

2,545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・公災・健康・厚生

05010- 4648691

（請）事務作業、軽作業

椅子に座って机上で行う事務作業です。
１、資料の種類、枚数等をチェックします。
２、封入～封筒に書類を入れます。
３、封かん～封入した封筒をとじます。
＊雇用期間を通じ１６日間の勤務となります。
　土曜日（６、１３日）は休日出勤となります。
【※但し、土曜日出勤は可能な方のみお願い致します。】
◆１６日間の賃金総額は【１１３，６００円】となります。
　（通勤手当・土曜日割増分含む）

不問

土日祝 アポロ情報システム株式会社

一般事務（臨時職員：
秋田市民俗芸能伝承
館）【４／１～】

○館内の窓口受付及び事務補助に従事していただきます。
・来館者への説明案内（チケット販売、人数の取りまとめ）
・売上現金の取り扱い
・電話応対、窓口対応
・館の事務補助（パソコン入力等）
・開館、閉館用務
・その他、付随する業務
＊制服貸与（女性のみ）
＊（秋田市観光文化スポーツ部所属になります）

不問

他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

12人 018-888-5429

パソコン（一太郎、
ワード、エクセル）
で簡単な文書や表
が　作成できる方

42人 018-860-5011

パソコン操作（Ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌ等）の基
本操作できる方
（必須）

118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・公災・健康・厚生

05010- 4630991

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 4665991

一般事務補助

○一般事務補助業務に従事していただきます。
・文章作成
（配備パソコンを使用します）
（使用ソフト：ワード、エクセル、一太郎）
・来客者の応対
・電話対応
・その他、付随する業務　（補助的な業務になります）
＊雇用期間：本人の勤務状況等により６ヶ月毎の更新あり

不問

土日祝他 秋田県産業労働部公営企業課
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－１　県
庁第二庁舎６階

その他
秋田県秋田市土崎港相染町字浜な
し山１７－１０

20人 018-846-1511

パソコン（エクセ
ル、ワード）基本操
作（入力程度で可）

20人 秋田県秋田市

22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- 4638391

事務、荷受出荷

○業務部門にて注文等の電話対応、受発注伝票見積書作成
を　行っていただきます。
　※見積書の作成はひな形への入力となります。
○倉庫作業を行っていただきます。
・重量物（農薬、肥料、鋼材（鉄パイプ）など）もあります。
＊ＭＴ車の運転あり（２ｔトラック）

＊業務量は事務が８割程度です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 秋田共栄物産　株式会社

一般事務

○一般事務に従事していただきます。
・庶務関係
・経理事務
・データ入力
・来客対応　等

＊外出業務あり。公用車（ＭＴ）使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
商業簿記３級以上
（種類問わず）

土日祝他 秋田中央森林組合
毎　週

秋田県秋田市河辺和田字上中野１８
４番地２

22人 018-882-3652

パソコン操作（ワー
ド・エクセル等）

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

16人 秋田県秋田市
～平成31年4月30日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4701691

不問

土日祝 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

5人 018-888-9343

4ページ中 2ページ

平成31年3月5日発行（平成31年3月4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

海外旅行保険の受付
業務

○人気の土日祝日休のお仕事です。
・海外旅行保険に加入されているお客様の海外滞在中、もし
くは帰国後のお問合せ業務。
・お客様は日本の方なので、英語のスキルがなくても大丈夫
です。
・研修もしっかり行いますので安心です。
（扶養枠内の就業も可能です！！）



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 187,000円～237,000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 59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)16時30分～ 9時00分

月給

1人 207,000円～237,000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 59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)16時30分～ 9時00分

月給

1人 197,750円～217,830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 160,000円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～14時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分

月給

2人 170,000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 18歳以上 就業場所

月給

1人 153,000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 18歳以上 就業場所

時給（月額換算）

1人 128,576円～128,576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 就業場所

月給

2人 150,000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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

4人 140,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～15時10分 就業場所
(2) 6時00分～11時30分

15人 018-828-6221

不問
15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4639691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4736691

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
・その他付随する業務

＊立ち仕事になります。
＊作業着、長靴貸与します。

不問

日他 株式会社　肉の若葉
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町４－４６

毎　週
潟上市昭和乱橋字大篭４９番地
（株）日誠工業構内

3人 018-877-6080

不問
3人 秋田県潟上市

4人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4664691

軽作業員

・プラント配管・鋼製煙突・建築金物を製作し、主に仕上げ、塗
装、その他雑仕事に従事していただきます。


　※未経験者歓迎



普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 株式会社　日誠プラント工事

農作業全般

○水稲・枝豆の播種から収穫までの作業全般を行っていただ
きます。
・水稲（播種、耕起、代かき、草刈り、収穫）
・枝豆（耕起、播種、防除、収穫、選果作業）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 農事組合法人　ファーム夢未来
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町字押切２３
９－２

4人 018-874-8911

不問

3人 018-834-1141

不問
541人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 4673991

雇用・労災・健康・厚生
05020- 1314791

クローク業務

○宴会や婚礼で、お客様の手荷物やコートをお預かりするお
仕事に従事していただきます。
・クローク業務全般。
・会計書作成（当日の宴会人数等をＰＣで入力します）

＊１年ごとの契約更新となります。
　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

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル
その他

秋田県秋田市中通１丁目３番５号

その他
能代市二ツ井町字三千苅　４－５

0人 0185-73-3737

不問
50人 秋田県秋田市

50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05020- 1312991

ホールスタッフ

※３月下旬新規オープン※
　田沢湖ビールをメインとしたビアバルで、ホールサービスを
担当していただきます。お客様のご案内・オーダー受け、配
膳、お会計、ドリンク作りなどの他、簡単な料理の盛り付けや
食器の洗浄などもあります。
＊気配りや明るい接客態度が求められる業務です。
＊仕入れ、在庫管理などの店舗運営業務あり。

不問

他 株式会社　フード・ボックス

調理業務

※３月下旬新規オープン※
　田沢湖ビールをメインとしたビアバルで、調理業務全般を担
当していただきます。和洋中にこだわらない幅広いジャンル
のメニューで、一緒に秋田の美味しい食文化を発信していき
ませんか。
　＊オープン前には、グループ店舗での研修期間もありま
す。

不問

他 株式会社　フード・ボックス
その他

能代市二ツ井町字三千苅　４－５

0人 0185-73-3737

不問

10人 018-873-7871

　調理場経験者
500人 秋田県南秋田郡大潟村

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 4745991

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 4685291

調理「秋田県立大学大
潟キャンパス」

○秋田県立大学大潟キャンパス学生寮での調理等を担当し
ていただきます。
・寮生１５０食～２００食の朝、昼、夕食を３名体制で調理
・盛り付け
・食器洗い、清掃等
・その他、付随する業務

＊就業時間（１）（２）シフト制
＊制服貸与

不問

他 一冨士フードサービス　株式会社　秋
田事務所その他
秋田県潟上市天王字追分西２９－７
６　秋田県総合教育センタ－内

毎　週
秋田県秋田市泉中央４丁目２－８
Ｔ・Ｋビル１階

15人 018-883-0050

不問
390人 秋田県秋田市

67人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4728691

サービス提供責任者

○訪問介護事業所において、サービス提供責任者としてのお
仕事に従事していただきます。
【主な仕事内容】
・介護サービス提供記録の作成
・サービス内容、実績のＰＣ入力
・お客様への訪問介護サービスの提供
【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

介護福祉士以上
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　虹の街　泉営業所

介護福祉士

○介護老人保健施設における入所者様の介護業務を担当していた
だきます。
・食事、入浴、排泄等の身体介護
・その他、付随する業務
＊夜勤あり（月４回～５回）夜勤の介護スタッフは４名体制
　（初回夜勤勤務時期は習熟度合いによって対応）
＊老健入所定員１００名、介護スタッフ３１名体制
＊通所リハ定員２５名、介護スタッフ６名体制
＊マンツーマンによる教育指導があります。安心してご応募
　下さい。

介護福祉士

他 社会福祉法人　遊心苑
その他

秋田市添川境内川原１９６－１

67人 018-831-3666

介護経験者（ブラン
クある方も応募可）

介護経験者（ブラン
クある方も応募可）

67人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4727391

介護職員初任者研
修修了者以上

他 社会福祉法人　遊心苑
その他

秋田市添川境内川原１９６－１

67人 018-831-3666

平成31年3月5日発行（平成31年3月4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

介護職員

○介護老人保健施設における入所者様の介護業務を担当し
ていただきます。
・食事、入浴、排泄等の身体介護
・その他、付随する業務
＊夜勤あり（月４回～５回）夜勤の介護スタッフは４名体制
　（初回夜勤勤務時期は習熟度合いによって対応）
＊老健入所定員１００名、介護スタッフ３１名体制
＊通所リハ定員２５名、介護スタッフ６名体制
＊マンツーマンでの教育指導があります。安心してご応募下
さい。

℡ 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 152,100円～291,500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 215,000円～275,000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）

1人 130,200円～251,900円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 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30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

5人 198,000円～352,000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 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～185,000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30分～17時30分 就業場所

4ページ中 4ページ

平成31年3月5日発行（平成31年3月4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

木材加工

○木材への墨付け加工（設計図を見て現場の大工さんに分
かるよう印をつける作業）
○木材手加工全般（かんな・のみ・のこぎり・その他電動工具
を使用する作業）
○機械で加工された木材に金物部品をつける作業
○その他、付随する業務


【事業拡張のための求人です】

不問

日祝他 株式会社　角繁
その他

秋田県秋田市中通２丁目１番２２号

16人 018-833-9461

不問
82人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 4702991

配管工・重機オペレー
ター

〇秋田市内外の現場での配管工事作業や、各種設備工事。　　（各
種冷暖房設備）
・車両系建設機械作業（ミニショベルローダー・掘削機）
・２ｔダンプ（МＴ車）を使用した残土等の運搬作業あり。
・作業前準備（配管積込み）
・道路や建物全般の配管工事
・土木作業

車両系建設機械　普通自動車免許（ＡＴ限定不可）
管工事施工技士２級以上又は土木施工技士２級以上があれば尚可

日祝他 日管設備工業　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字三千刈７－６

13人 018-865-3383

配管工経験者
13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4660591

シーリング防水

○主に秋田市内近隣の建築工事現場で、外壁などに防水工
事をする仕事です。
＊社用車使用
＊一般的に軽作業で手先の器用な人に向いていますが、や
る気があれば、誰にでもできる仕事です。




普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 大友シーリング
毎　週

秋田県秋田市仁井田新田１丁目１－
３３

1人 018-892-7444

不問
1人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4753991

技術職（電気設備・通
信設備）［秋田市］

電気通信設備、通信設備工事（光通信、無線防災設備等の
（工事）の施工及び施工管理並びに保守業務

＊トライアル雇用併用求人
　トライアル期間中の条件：変更なし
【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

日祝他 河北通信工業　株式会社
その他

宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１
１－３６　仙台東野ビル

6人 022-224-0603

不問
23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-16511091

土木作業員［秋田市／
大仙市］

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現場での土
木作業のお仕事です。
直行・直帰／現場工期終了毎に勤務地の移動があります。

※経験と能力に応じた現場での作業をお願いします。未経験
の方も大歓迎です。
＊若手からベテランの方まで、積極的に採用しておりますの
で、お気軽にお問合せ・ご応募ください。
※資格取得支援支援制度あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可／必
須）

日祝他 株式会社　ナスキー
その他

宮城県仙台市若林区六丁の目中町
１８－１５　斎喜六丁の目ビル２１２

149人 022-355-5248

不問
149人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-16527591

配送員

○大型量販店で販売された家電製品を一般家庭へ配送・設
置するお仕事です。

＊配送先は、秋田市内近郊
＊２名体制　（２ｔ車使用）
＊車輌増車のため社員増員
＊リサイクル引き取りあり
　引き取り品は各店舗へ運びます　　　


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　サン配送センター　秋田
営業所

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4657991

その他
秋田県秋田市新屋天秤野３－７

14人 018-865-3813

不問
35人 秋田県秋田市

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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下記日程で開催します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加希望者は直接会場へお越しください。
　
　
　１．　３月１４日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　※開催場所：ハローワーク秋田２階　大会議室
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：㈱プレステージ・インターナショナル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【受付スタッフ、見積・申込書受付業務、総務担当、保育士　等】＞

『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

3人 210,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
フレックス 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2) 9時30分～14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30分～17時30分 就業場所
(2) 9時30分～18時30分
(3) 7時30分～16時30分

月給

2人 217,700円～217,700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 170,000円～200,000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45分～17時35分 就業場所

月給

1人 148,500円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

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 59歳以下 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

月給

1人 185,000円～235,000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

月給

1人 157,000円～215,000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～16時30分

月給

1人 140,000円～140,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (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) 8時30分～17時30分 就業場所

システム開発経験
110人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 4931891

不問

土日祝他 株式会社　バイトルヒクマ　秋田事業
所毎　週
秋田県秋田市土崎港南３丁目１３－
５２

2人 03-5996-1320

平成31年3月6日発行（平成31年3月5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

システムエンジニア・プ
ログラマ

・ニアショアを中心としたシステム開発及び自社製品パッケー
ジソフトウェアの開発

支援員

○１８歳未満の障がい児（定員１０名）に対する、日常生活の
支援に従事していただきます。
・食事、排せつの援助
・集団生活での適応訓練
・送迎業務（ワンボックスまたは普通車ＡＴ）
・その他、付随する業務




普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
保育士または介護
福祉士

日他 株式会社　ライブ
その他

秋田県秋田市浜田字元中村４－５

6人 018-827-6742

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4906491

介護支援専門員

【仕事の内容】
○ケアプランの点検など給付適正化に関する業務

○介護サービス事業者に対する指導・監査業務の補助

＊雇用期間：１年毎の更新あり



介護支援専門員
（実務経験５年以
上）

土日祝 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

1,540人 018-888-5429

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,575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- 4890991

学生募集・総務

○学生募集：高校訪問、ガイダンス等の外回り、オープンキャ
ンパス、入試説明会の企画・運営、ＷＥＢチラシ等の広報企
画、入学相談、入試業務等

○総務：社会保険関連業務、施設設備管理、式典運営等

＊将来的にはリーダーや責任者までのステップアップが可能
です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 学校法人コア学園　秋田リハビリテー
ション学院毎　週
秋田県秋田市茨島１丁目４番８０号

15人 018-865-0188

・パソコン操作（ワー
ド、エクセル、パワー
ポイント等）必須
・営業または広報の
経験あれば尚可

31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- 4884791

一般職事務職員

○学校事務全般

・総務、経理、人事、学務、広報、キャリアサポートなど

＊配属先により異なります。

＊一定期間勤務後、登用試験を経て総合職に登用される場
合もあります。

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

200人 018-836-3319

不問

正社員として３年以
上の職務経験のあ
る方
※少なくとも１社で
３年以上とし、複数
の会社を合算して
の３年は不可。

248人 秋田県秋田市
36ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4887591

総合職・準総合職事務
職員

○学校事務全般

・総務、経理、人事、学務、広報、キャリアサポートなど
＊配属先により異なります。

※採用時は秋田市勤務としますが、その後、人事異動により
大館市へ転勤の可能性があります。


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

200人 018-836-3319

248人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4944391

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
会計経験がある方優遇。

簿記２級以上（日
商、全商問わず）

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

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- 4892791

事務職員（学校事務）
○事務業務に従事していただきます。
・パソコン操作（ワード・エクセル）
・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（事務室内清掃）
・簡易な保育料の入力・給与入力等
・その他付随する業務
＊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
験がある方優遇。
＊やりがいのある仕事です。

簿記２級以上（日
商、全商問わず）

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

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- 4893891

一般事務員

・会計処理に係る帳簿記帳及びＰＣ入力
・毎月の会社内部資料作成業務
・請求書等作成・発行・管理業務
・来客・電話応対
・事務所内清掃等

不問

土日祝他 株式会社　相原工営
毎　週

秋田県秋田市下浜羽川字五郎池１２
７－２

22人 018-838-5880

不問
22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4911391

研究補助

○本学バイオテクノロジーセンターにおいて、ＤＮＡ抽出をは
じめとした遺伝子解析業務等に従事していただきます。

＊専門機器の取り扱いや未経験分野は丁寧に指導いたしま
す

土日祝他 秋田県立大学事務局
毎　週

秋田県秋田市下新城中野字街道端
西２４１－４３８

189人 018-872-1500

459人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4923791

パソコン操作（ワー
ド・エクセル等）
バイオテクノロジー
関連の実験作業に
従事あるいは教育
を受けた経験があ
る方が望ましい

℡ 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 160,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 131,600円～131,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時25分～16時55分 就業場所

日給（月額換算）

1人 131,600円～131,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

2人 180,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 195,000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 30歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 200,000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 39歳以下 (1) 8時00分～17時15分 就業場所

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

月給

1人 220,000円～350,000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～19時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)20時00分～ 5時00分

月給

2人 150,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 251,442円～348,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～39歳 就業場所

月給

1人 251,442円～348,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～39歳 就業場所

3ページ中 2ページ

平成31年3月6日発行（平成31年3月5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

実験補助

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

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- 4924891

不問

土日祝他 秋田県立大学事務局
毎　週

秋田県秋田市下新城中野字街道端
西２４１－４３８

189人 018-872-1500

50人 018-873-5251

パソコン操作可能
な方　（一太郎、
ワード、エクセル）

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

469人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 秋田県産業技術センター

臨時的任用職員（校務
事務補助）

○以下の各種業務に従事して頂きます。
　・来客・電話等の受付・応対に関すること。
　・文書収受発送に関すること。
　・各種諸証明の受付・発行事務補助に関すること。
　・印刷・丁合・製本に関すること。
　・文書作成等パソコン業務に関すること。
　（一太郎、ワード、エクセル使用）
　・その他職員より依頼・指示された事柄等。
　※雇用期間更新の可能性あり

不問

土日祝他 秋田県立秋田西高等学校
毎　週

秋田県潟上市天王字追分西２６－１

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

66人 秋田県秋田市

50人 秋田県潟上市
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- 4930791

事務補助

○事務補助業務に従事していただきます。
・文書管理（書類整理等）
・パソコン入力
・来客、電話応対等連絡用務
・来客者等への給茶業務
・その他、付随する業務

株式会社　日誠工業
その他

秋田県潟上市昭和乱橋字大籠４９番
地

毎　週
秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４－１
１

66人 018-862-3414

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 4877891

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- 4932291

製缶管理者（製品の品
質管理、製作管理及び
設計）

○製品の品質管理…図面どおり作成されているか寸法・外観
検査をし、検査成績書を作成する。
○製作・工事工程管理…客先納期に合わせ工程通り製品が
出来上がっていくように管理する。
○製品の設計…ＣＡＤ（オートキャド）を使い、工作図や板取
図を作成する。
○客先検査対応…納品前の客先立会検査及び社内検査に
立会い、説明等行う。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他

21人 018-865-1341

パソコン操作（エク
セル・打ち込み程
度）

22人 018-854-8566

ＣＡＤ（オートキャ
ド）操作経験者

22人 秋田県潟上市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　ヨシカワ

営業事務（正社員）

・コンピュータによる納品書発行
・商品の荷受け、荷造り、発送
・見積書の発行
・電話、来客者の応対
・物品の引き取りで運転業務有り

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 タルイシ機工　株式会社
その他

秋田県秋田市山王臨海町２－５４

不問
340人 秋田県秋田市

71人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 4928091

ルート営業

・フロント業務　
・新規機械の説明
・次期レンタル機器導入打合せ
・集金業務
※営業エリア：秋田県全域
※未経験の方でも大丈夫です。
　入社後、研修をして徐々に業務を覚えていきましょう。
※応募される方はハローワークから「紹介状」の交付を受け
て下さい。

株式会社　秋田エスエス商運
その他

秋田県秋田市仁井田目長田３丁目５
－２

その他
石川県金沢市北安江３丁目１番３３
号

6人 076-265-4111

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4879591

雇用・労災・健康・厚生・財
形 17010- 7380091

運行管理補助・事務

○配送業務補助
・配車担当者が電話応対している時に電話対応をしていただ
きます。荷主様や同業者からの配送の依頼を受け配車担当
者へ繋ぐ業務です。
・ドライバーが運行から戻ってきたらデジタルタコメーターの
データをパソコンに読み込ませます。正しく入力されているか
チェックする業務です。
・ドライバーが安全に運行できる様、時間、休息、経路などを
記載した運行指示書を作成する業務です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他

285人 03-5428-3111

不問

65人 018-839-5471

不問
65人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（自家用車借上）

水他 株式会社　マスターピース

１９７売場責任者・売場
責任者候補スタッフ／
秋田店

まずは、商品カテゴリー毎に分かれた６つのＭＤのいずれかの担当
となり，先輩社員やＭＤプランナーと一緒に基本業務の習得をしてい
ただきます。
商品知識の習得、商品ディスプレイ・陳列の工夫、発注業務、空間
の演出など商売のイロハを学び、ＭＤプランナーを目指して下さい。
ＭＤプランナー昇格後は、商品の仕入れ・選定から仕掛け作りなど
お客さまのニーズに応えられる売場創り全般をお任せいたします。
ＭＤプランナー経験後は、バイヤーや、店長、複数店舗を担当する
支社長、シニアＭＤといったキャリアステップは様々です。

不問

他 株式会社ドン・キホーテ
毎　週

東京都目黒区青葉台２－１９－１０

不問
33人 秋田県秋田市

10,592人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070-23902191

営業

○新築住宅の営業販売、お客様との打ち合わせ、提案、接客
・主に、モデルハウス、現場見学会を訪問したお客様に対す
る営業

＊営業は、自家用車使用していただきます。
　借上車両規定によりガソリン代別途支給します。

株式会社　アトム　東北営業本部
その他

宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

その他
秋田県秋田市山手台１丁目１－１

28人 018-889-6411

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-16981191

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4941591

店舗一般職［カラオケ
時／秋田泉店］

最新最高の音響設備にこだわったカラオケ『時遊館』です。
接客・調理業務をお願いします。


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

不問

他

その他
宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

25人 022-266-5802

不問

25人 022-266-5802

不問
9,200人 秋田県秋田市

9,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-17042691

店舗一般職［居酒屋
寧／秋田泉店］

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


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

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部



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 160,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 118,800円～118,800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20分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 216,000円～288,000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 170,000円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

平成31年3月6日発行（平成31年3月5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

鋼製煙突の製造（溶接
作業）

○一般的な製缶作業（半自動溶接、ＴＩＧ溶接）を行います。

・製缶及び溶接作業の経験者



普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　日誠工業
その他

秋田県潟上市昭和乱橋字大籠４９番
地

22人 018-854-8566

溶接作業経験者
22人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 4878291

製造《急募》

○ＬＥＤ照明器具の組み立て作業に従事していただきます。
・ＬＥＤ照明器具の組み立て作業
・その他軽作業

＊１日中立ち仕事になります。

＊作業服貸与します。

不問

土日祝他 ニッポ電工　株式会社
毎　週

秋田県潟上市天王字塩口北野８１－
１

155人 018-878-5151

不問
155人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4960391

技術職員（重機オペ
レーター）【急募】

○建設機械を使っての積み込み作業に従事していただきま
す
（バックホーやローダーを使ってエコ製品を機械プラントに投
入する作業です）

＊プラント内の機械設備に興味のある方歓迎

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）、
大型特殊自動車免
許

日他 ＮＣＳ　株式会社
その他

秋田県秋田市広面字家ノ下７６－２

3人 018-833-6956

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4913991

肥料・農薬の配達

○２ｔトラックによる肥料・農薬の配達に従事して頂きます
・配達区域は秋田県内（主に能代、横手、男鹿、由利本荘）
　の商店です。

＊最初は２名体制で勤務（運転の好きな方）

＊経験者優遇いたします。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 出羽青岩アグロ株式会社　秋田支店
な　し

秋田市雄和田草川字本田２４１－７０

4人 018-881-0355

２ｔ車運転経験ある
方

40人 秋田県秋田市
平成31年3月18日～平
成31年5月15日 雇用・労災

05010- 4886291

℡ 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．　３月　６日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　２．　３月　７日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　３．　３月　８日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ショートステイ介護職員、栄養士】
　４．　３月１１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．　３月１２日　㈱虹の街【介護員、機能訓練指導員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　６．　３月１３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】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　７．　３月１４日　社会福祉法人　幸楽会【介護員】
　８．　３月１５日　池田ライフサポート＆システム㈱【訪問看護師】
　９．　３月１８日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】

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 190,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

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

月給

1人 220,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 129,948円～129,948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）

2人 132,916円～132,916円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 132,916円～132,916円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 140,700円～140,700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 133,926円～133,926円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 200,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 158,000円～163,000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)10時00分～19時00分 就業場所

3人 022-235-3786

不問
55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-17715091

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5056491

小売店内販売［秋田
市］

ラ・ビアン秋田店内　靴の小売販売
接客、レジ、商品管理
　・主に婦人靴（８割程度）を扱っています。
　・３０～６０代を対象とした商品がメインとなります。
　・１０ｋｇの箱を取扱う事もあります。



不問

他 株式会社　エド商事
毎　週

宮城県仙台市若林区卸町１丁目２－
１０

毎　週
秋田県秋田市卸町３丁目４番１号

90人 018-864-1561

実務経験２年以上
173人 秋田県秋田市

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

05010- 5179891

経理・財務担当

・日常の会計処理から経営のサポートまで、経理・財務全般
を担当いただきます。
・予算立案、実績管理
・月次・年次決算業務　
・税務業務
・管理会計業務　など
※働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

土日祝他 株式会社　シグマソリュ－ションズ

事務補助

○一般事務補助業務に従事していただきます。
・パソコン操作（データ入力、簡易資料作成　等）
・書類の発送・受取・整理（仕分け）に関する事務
・電話、来客の取り次ぎ応対、湯茶準備
・その他、行政事務の補助


不問

土日祝他 秋田県企画振興部　情報企画課
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－１

25人 018-860-4271

パソコンの一般的
な操作（エクセル、
ワード、一太郎）

37人 018-860-5168

不問
299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- 5171591

平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 5108391

事務補助

○就学支援金に係る事務補助業務に従事していただきます。
・就学支援金申請書類の内容確認
・パソコンによるデータ入力
・資料整理及び作成
・学校・保護者からの電話対応等


不問

土日祝他 秋田県教育庁高校教育課
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１番２号

73人 018-860-3312

パソコン操作（初級
程度）

283人 秋田県秋田市

283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・公災・健康・厚生

05010- 5105591

一般事務補助（臨時）

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

＊パソコン操作あり


不問

土日祝 秋田県秋田地域振興局農林部

一般事務補助（臨時）

○一般事務補助業務に従事していただきます。
（主な仕事内容）
・書類整理
・電話対応、来客応対
・パソコン操作（入力程度）可能な方
　（エクセル、ワード等）
・その他、付随する業務
＊雇用期間：勤務状況により更新の可能性あり
　　　　　（更新期間は平成３２年２月末まで）

不問

土日祝他 秋田県秋田地域振興局建設部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－２

114人 018-860-3312

パソコン操作（入力
程度）

25人 018-895-7166

パソコン操作（Ｗｉｎ
ｄｏｗｓ、Ｗｏｒｄ、Ｅｘ
ｃｅｌ、一太郎）

28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- 5043191

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5104291

一般事務補助

○訓練業務等に関する事務補助
・各種訓練データの作成処理
・学生関係証明書発行
・文書等の収受、発送
・電話及び来客応対等

＊雇用期間：６ヶ月毎の契約更新

＊本人の勤務状況により更新の可能性あり

不問

土日祝他 秋田県立秋田技術専門校
毎　週

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４番
の５３

隔　週
秋田県秋田市泉北１丁目３－２　ア
ルノビル３Ｆ

30人 018-823-4144

パソコン操作可能な
方（エクセル・ワード）
＊仕入売上等営業事
務経験者優遇

120人 秋田県秋田市

115人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5046691

一般事務

○一般事務業務に従事していただきます。
・電話応対
・売上処理
・仕入処理
・経理処理
・その他、付随する業務

＊雇用期間終了後（６ヶ月）勤務状況等により、正社員登用
いたします。

普通自動車免許
（マイカー使用）
簿記３級程度あれ
ば尚可

日祝他 株式会社　アルノ

診療放射線技師

○当院での診療放射線技師業務全般に従事していただきま
　す。
・一般撮影及びＭＲＩ、ＣＴ、骨密度検査等
・その他付随する業務

＊水曜、土曜日は午前中のみの勤務です。
＊施設詳細については当院ホームページをご参照下さい。

診療放射線技師

日祝他 医療法人　城東整形外科
その他

秋田県秋田市東通６丁目７－６

88人 018-832-0023

不問
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師または准看護師

○無床産婦人科クリニックであり、外来と日帰り手術を行って
います。外来看護業務及び手術の介助に従事していただきま
す。
・採血、点滴、血圧測定など。
・その他付随する看護業務。

＊産婦人科未経験の方にも丁寧に指導いたしますので安心
してご応募ください。


看護師または准看
護師

日祝他 山王レディースクリニック
な　し

秋田県秋田市山王中園町１０－３５

6人 018-834-8046

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5084191

℡ 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 170,000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) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 175,000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 30歳以下 (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 190,000円～255,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

月給

2人 176,000円～206,000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20分～17時30分 就業場所
(2) 6時30分～15時30分
(3)11時00分～20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

2人 162,520円～183,120円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所
(2) 7時00分～15時45分
(3)10時45分～19時30分

月給

2人 133,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給（月額換算）

1人 168,000円～168,000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) 8時00分～16時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 144,480円～144,480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) 7時15分～16時15分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分

時給（月額換算）

1人 168,000円～168,000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) 8時00分～16時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 137,600円～154,800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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

360人 秋田県秋田市
～平成32年3月15日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5026191

レンタカー店スタッフ
（秋田新国道店）

○レンタカーの安全点検、洗車、車の移送をするお仕事で
す。先輩スタッフが丁寧にサポートしていくので未経験でも安
心です。
・仕事に慣れてきたら、カウンター内で予約受付や電話応対
などの業務も徐々に覚えて頂きます。外での作業と、室内で
の事務作業の両方が出来るお仕事です。


　＊働き方改革関連認定企業
　　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　山二
その他

秋田県秋田市中通２丁目２－３２

8人 018-833-6611

不問

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成31年4月15日～平
成31年5月31日 雇用・労災

05010- 5092191

平成31年3月25日～平
成31年4月30日 雇用・労災

05010- 5094391

ゴルフ場のキャディさん
の手伝い・荷物の積下
ろし【秋田市】

・ゴルフ場においてキャディさんのお手伝いをお願いします。

・主にお客様の荷物の積み下ろし作業です。

・更新の場合でも１１月末頃までのお仕事です。

不問

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
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

ＰＣ入力程度
14,000人 秋田県秋田市

14,000人 秋田県秋田市
平成31年4月15日～平
成31年5月31日 雇用・労災

05010- 5091591

フロント業務【秋田市】

○ゴルフ場でのフロント業務をお願いします。
・チェックイン、チェックアウト
・予約などの電話応対
・ＰＣへのスコア入力
・その他付随する業務

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

フロント及び配膳業務
【秋田市】

○ゴルフ場でのフロント業務、食事の配膳などを行っていただ
きます。

・その他付随する業務あり


※更新の場合でも１１月末頃までのお仕事です。

不問

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

25人 018-864-1166

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5041291

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5163591

接客ホール係【本館】

○第一会館本館にて、ホール内での接客業務全般に従事し
て頂きます。
・宴会の料理の配膳業務
・会場の準備や後片付け
・その他付随する業務あり

＊制服貸与します。
＊就業時間は予約状況により変動もあります。

不問

他 株式会社　第一会館
その他

秋田県秋田市大町５丁目４－２８

その他
秋田県潟上市天王字細谷長根３４番
地１

16人 018-870-6177

29人 秋田県潟上市

179人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5143991

介護職員（ショートステ
イ和）

・ショートステイ和（なごみ）における介護業務全般
・食事、入浴、排泄介助等
＊夜勤あり。月５～６回程度で一日定員３６名内の利用者
　を２人で対応します。（夜勤時の休憩は１２０分）
＊日中は５人体制で対応します。
＊夜勤なし（日勤・早番・遅番のみ）を希望される方、パートを
希望される方など、お気軽にご相談ください。
＊未経験の方へは、丁寧な指導をいたします。

他 株式会社　あゆみ（デイサービスセン
ター遊・ショートステイ和）

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 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

21人 018-877-7110

不問

39人 018-896-0071

不問
39人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5042591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5096991

介護員

○介護業務を担当していただきます。
・利用者（デイサービス４５名、ショートステイ２８名）の
　入浴、食事、排泄　等の介護業務全般

＊夜勤は１ヶ月に５回程度



不問

他 有限会社　夢紡
毎　週

秋田県秋田市茨島４丁目５番１０号

その他
秋田県秋田市大町２丁目７－２６

15人 018-864-4561

不問
15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- 5117391

ルート営業

○次のような職務に従事していただきます。
・建設会社（現場含む）や設計事務所への営業
・当社で受注している工事の材料発注や工程管理の補助
＊営業範囲は能代、北秋田、男鹿、秋田、由利本荘、大曲、
横手等の地域が主です。（この中の一部地域を担当して
　いただきます）
＊営業車（ＡＴ）、２ｔトラック（ＭＴ）、自家用車（借上手当等あ
り）の運転あり。

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
（建築施工管理技士
（仕上げ）２級以上尚
可）

日祝他 株式会社　東和

小型農林機器修理（見
習い可）

小型農林機械（チェンソー、刈払機、芝刈り機等）、木質系暖
房器（薪ストーブ、ペレットストーブ）の構造知識の習得と、メ
ンテナンス技術の習得後に各ユーザー様への訪問サービス
（修理等）業務を行っていただきます

＊担当範囲は秋田県内となります。
＊活動は社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 秋田マッカラー　株式会社
隔　週

秋田市雄和田草川字本田２４１－４４

054-253-3386

11人 018-886-8880

不問

簡単なパソコン操
作

110人 秋田県秋田市

○難聴で困っている人に適合する補聴器を選定し、推奨する
仕事です。
＊十分な研修期間を持って始めますので、補装具が初めて
の方でも心配ありません。
＊簡単なパソコン操作・記帳事務もあります。
＊採用後、静岡県・その他の研修センターで約２ヶ月の研修
を経た後に店舗での勤務となります。

雇用・労災・健康・厚生
22010- 7587491

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 新日本補聴器　株式会社
その他

静岡県静岡市葵区馬場町１１６番地

2人

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
介護福祉士又は介
護職員初任者研修
（ホームヘルパー２
級）　＊いずれか必
須
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求人番号

店員及び事務／秋田
市



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～220,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 173,250円～231,000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 140,000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30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 161,000円～299,000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～40歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 168,052円～176,715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）

3人 203,800円～251,600円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 170,000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30分 就業場所

月給

2人 163,000円～333,000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～45歳 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 138,976円～138,976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
～平成31年6月10日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5161891

毎　週
秋田県秋田市外旭川字小谷地１６８

8人 018-868-3805

不問
1,209人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5106191

倉庫内の仕分け業務

○冷凍食品、チルド品の入出庫、仕分け作業です。
・お客さま別に仕分けして頂きます。
・冷凍冷蔵庫内での作業有ります。（防寒具支給）
・立ち作業になります。
・１０ｋｇ程度の荷物の入出庫作業あり

＊年度毎の契約更新制
（当社会計年度　６／１１～６／１０）

不問

土日他 マリンフーズ　株式会社　北東北事業
所

電話工事・電気工事
（未経験者可）

○電気通信工事及び電話工事
・パソコン使用の作業あり
・屋外主体の作業、高所作業あり（４０～５０ｍの鉄塔）
・現場により１ヶ月程度の出張あり
・早出、残業、休出業務あり
・現場へは社用車使用（軽・ワゴン等／ＭＴ）

＊高所作業車あり。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　オーエムテック
その他

秋田県秋田市飯島字坂道端２５－５

8人 018-880-6868

不問

15人 018-864-4561

不問
15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5097491

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5181091

内装仕上げ工および防
水工

○次のような職務に従事していただきます。
・主に建築現場において床仕上げ（主に塩ビシート、塩ビ系
タイル、タイルカーペット等）の施工
・防水工事は主に屋上の防水施工（塩ビシート、アスファル
ト、塗膜防水等）
＊高所作業あり
＊将来的には技能工等の資格を取得していただきます。
＊現場への移動は２ｔトラック（ＭＴ）、ワゴン車（ＡＴ）　使用し
ます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　東和
その他

秋田県秋田市大町２丁目７－２６

隔　週
秋田県秋田市外旭川字三千刈１３３
－３

9人 018-838-2881

不問
11人 秋田県秋田市

48人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5057791

大型運転手及びオペ
レーター

○大型車両（１０ｔダンプ）の運転業務
・産業廃棄物の収集運搬
　秋田市内、秋田県内が主な業務範囲です。
○大型車両（１０ｔブロア車）、中型車両（４ｔブロア車）　の運転
及び操作
・汚泥等の回収作業
　秋田市内、秋田県内及び東北各県が業務範囲です。
＊場内での軽作業もあります。

大型自動車免許
（車両系建設機械
あれば尚可）

日祝他 株式会社　東産商

大型運転手（１３ｔトラッ
ク）

○１３ｔトラック車を使用します。

○雑貨、建設資材、融雪剤等を配送します。

○配達エリアは主に秋田県内ですが、一部東北６県への配
達もあります。

大型自動車免許、
フォークリフト、玉
掛け（※全て必須）

他 秋田港北トラック　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港西４丁目６－４
４

48人 018-845-0711

大型自動車運転経
験１年以上

5人 018-853-1733

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5025591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5164191

塗装工

○一般住宅の塗装業務
・刷毛、ローラー等での塗装作業
・足場上での高所作業あります。
・器具の洗浄作業
・現場の片づけ作業
・その他の付随作業

＊社用車〈トラック、軽１ＢＯＸ（ＭＴ）〉の運転あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社ペイント　アイズ
その他

秋田県潟上市天王字上北野１２９－
５

毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６－５３

6人 018-837-3203

不問
18人 秋田県秋田市

18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5075291

据付工事及び保守作
業員

○無線設備、電送機器の据付工事及び保守作業に従事して
　いただきます。
・外に設置されている無線設備の保守、点検
・報告書の作成
・写真の整理
・お客様との打ち合わせ
＊屋内外での作業となります。（高所作業あり）
＊社有車使用（ＡＴ車）
＊秋田県全域（一部、山形）

普通自動車運転免
許ＡＴ限定可

土日祝他 秋田設備株式会社

工場作業員

○スチールドアなどの各種建築用金属加工製品の製造業務
に従事していただきます。
・鋼製建具、枠、扉の組立の業務（溶接）
・鋼板切断、折曲の業務
・塗装業務
・製品の配達（２ｔトラック・ＡＴ車）
・その他付随する作業

＊未経験者の方でも応募可能です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　秋田鋼機工業所
その他

秋田県秋田市向浜１丁目５番１３号

18人 018-862-7322

不問

不問
360人 秋田県秋田市

～平成32年3月15日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5027091

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　山二
その他

秋田県秋田市中通２丁目２－３２

6人 018-833-6611

平成31年3月7日発行（平成31年3月6日受付分)　Ｎｏ．３
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

ＬＰガスサービススタッ
フ

○ＬＰＧに係る業務全般となります。
・プロパンガス使用のお客様に対して、保安、検針、設置機器
のメンテナンス、機器販売などトータルホームライフを提供・
サービスする仕事です。
・制服は貸与します。
・スタッフ同行を繰り返し、丁寧に指導します。
　働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

℡ 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．　３月　７日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　２．　３月　８日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ショートステイ介護職員、栄養士】
　３．　３月１１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！！
　４．　３月１２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！！
　５．　３月１３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】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　６．　３月１４日　社会福祉法人　幸楽会【介護員】
　７．　３月１５日　池田ライフサポート＆システム㈱【訪問看護師】
　８．　３月１８日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
　９．　３月１９日　㈱全建【大型ウイング、平ボデー、トレーラーの各乗務員】
１０．　３月２０日　㈱へいあん秋田【セレモニープランナー、典礼アシスタント、営業スタッフ　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!!

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 153,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～40歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

年俸（月額換算）

1人 300,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 330,480円～558,140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 300,000円～320,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

2人 157,000円～157,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 155,250円～155,250円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

日給（月額換算）

1人 131,440円～131,440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30分～18時15分 就業場所

日給（月額換算）

15人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

3人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5210591

不問

日他 有限会社　池田電機工事
その他

秋田県秋田市豊岩石田坂字九十田
９０－１

8人 018-828-7870

平成31年3月8日発行（平成31年3月7日受付分)　Ｎｏ．１
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

電気工事士（見習い可）

○住宅等の電気工事全般を担当していただきます。
・電気工事、設計、施工、管理　等
・屋内、屋外の作業あり ・高所作業あり（３～５ｍ）
・現場は主に秋田市内、社有車（ＭＴ車）で移動
＊詳細は面接時に説明いたします。
＊教育訓練として、技能講習、特別教育受講支援します。
＊上級資格に挑戦したい方は指導行います。
（１種電気工事士、１級施工管理技士等）
＊将来、独立志望の方歓迎
＊初心者の方にも丁寧に指導いたします。

建築・リニューアル工事
の工事管理【転勤無】

・新築、マンション等改修工事現場における施工管理、安全
　管理
・パソコンでの事務処理
　（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、Ｍａｉｌ）
・プラント、工場等改修工事現場、施工管理、安全管理

＊現場エリア：宮城県を中心とした東北６県への出張
　　　　　　　出張期間は１～２ケ月


土日他 ＴＯＨＯ　株式会社　秋田事業所
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町字沖谷
地１７５番１号

6人 018-880-1133

225人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5251591

土木施工管理［秋田
市・横手市・大仙市］

各建設現場における土木施工管理業務に従事して頂きま
す。
（施工業者手配、作業員への指示、品質管理、工程管理、安
全管理、打ち合わせ他）

※ご本人の希望や適性を踏まえて担当現場を決定致しま
す。
※施工管理経験があれば、公認資格の有無は問いません。
※随時、各地域にて面接や会社説明会を行っております。
　予約や今後のスケジュール等はお気軽にご連絡ください。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　メイジン
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
８　第１日本オフィスビル７階

87人 022-224-6841

施工管理５年以上
ＰＣ操作（エクセル・
ワード）

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-18517691

看護師又は准看護師

〇当施設内における看護業務全般に従事していただきます。
・施設内の介護業務（脈拍、血圧、体温の測定　他）
・薬の管理
・入居者の健康管理

＊夜勤業務はありません。（夜間緊急時の連絡対応はあり）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


看護師又は准看護
師

他 有限会社　アイ・サポート
その他

秋田県秋田市御所野元町１丁目１－
８

22人 018-893-4175

不問
53人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5211191

保育士

○小規模保育所（定員１７名）の保育士です
・０、１、２歳児のオムツ交換、食事介助
・散歩などの保育全般
・保育記録の記入
・行事の準備等

＊保育士は６名体制です

保育士

日祝他 学校法人わかば学園　わかばベビー
保育園毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１番２４号

7人 018-863-3949

不問
22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5193491

保育士

○保育園での０歳児から就学前の子供たちの保育業務全般
を　担当していただきます。
・身の回りの世話（食事等）
・保育室等の清掃
・その他、付随する業務

保育士

日祝他 社会福祉法人太東会　ほどの保育園
その他

秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－６０

23人 018-823-6928

不問
83人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5233791

案内・看視（千秋美術
館／臨時職員）

○「秋田市立千秋美術館」にて案内・看視業務を担当してい
ただきます。
・美術館内の受付、来館者対応
・展示室内の看視等
・その他付随する業務

＊年度毎又は６ヶ月毎の更新予定あり

＊勤続勤務１２ヶ月経過後、１ヶ月の雇用中断があります。

不問

他 秋田市役所
その他

秋田県秋田市山王１丁目１－１

19人 018-888-5429

不問
2,532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- 5254391

一般事務補助（臨時職
員）本庁

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり

不問

土日祝 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

1,540人 018-888-5429

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市
平成31年4月2日～平
成31年9月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 5226891

一般事務補助　（臨時
職員）　【西部市民サー
ビスセンター】

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

【４／１　～　４／３０　１ヶ月間の雇用です】

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田市役所

秋田県秋田市山王１丁目１－１

22人 018-888-5429

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市

平成31年4月2日～平
成31年4月30日 公災

05010- 5229191

平成31年4月1日～平
成31年4月30日 公災

05010- 5228591

一般事務補助（臨時職
員）本庁

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

【４／２　～　４／３０　１ヶ月間の雇用です】

不問

土日祝

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（１級または２級建
築施工管理技士
または
１級または２級土木
施工管理技士あれ
ば優遇）

1,540人 018-888-5429

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市

秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

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

日給（月額換算）

1人 136,680円～136,680円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時35分～17時05分 就業場所
(2) 8時20分～16時50分

日給（月額換算）

1人 129,920円～129,920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）

2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15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15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 129,920円～129,920円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 133,224円～133,224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00分～16時00分 就業場所
(2)12時00分～20時00分

月給

1人 220,000円～350,000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～19時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)20時00分～ 5時00分

月給

1人 220,000円～350,000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～19時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)20時00分～ 5時00分

月給

1人 220,000円～350,000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～19時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)20時00分～ 5時00分

月給

1人 220,000円～350,000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～19時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)20時00分～ 5時00分

月給

1人 162,900円～312,100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～18時00分 就業場所
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平成31年3月8日発行（平成31年3月7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

臨時的任用職員【事
務】　秋田明徳館高校、
新屋高校兼務

○高等学校等就学支援金業務
・申請書、届出書のチェック
・保護者への連絡
・パソコン入力作業
・文書の印刷及び発送
・その他当該業務に関すること

次の勤務になります。
＊秋田明徳館高等学校　週３日　月・水・金
＊新屋高等学校　　　　週２日　火・木

平成31年4月1日～平
成31年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5248991

不問

土日祝 秋田県立秋田明徳館高等学校
毎　週

秋田県秋田市中通二丁目１番５１号

111人 018-833-1261

87人 018-831-2011

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

パソコン操作できる
方（エクセル、ワー
ドの基本操作で可）

111人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 秋田県警察本部

結果請求事務補助

○健診結果処理及び、請求事務処理の事務補助

普通自動車免許
ＡＴ限定可

土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

不問
2,300人 秋田県秋田市

350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- 5275891

一般事務補助（運転免
許センター）

○一般事務補助業務を担当していただきます。
・パソコンを使用した簡単な文書作成、データ入力
　（使用ソフト：ワード、エクセル、一太郎等）
・来客、電話応対
・運転免許、管理関係業務補助
・その他庶務的な業務（文書整理等）

秋田県警察本部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番５号

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１番５号

700人 018-863-1111

平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 5279091

平成31年5月1日～平
成31年10月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 5278191

一般事務補助（運転免
許センター）

○一般事務補助業務を担当していただきます。
・パソコンを使用した簡単な文書作成、データ入力
　（使用ソフト：ワード、エクセル、一太郎等）
・来客、電話応対
・その他庶務的な業務（文書整理等）
・運転免許、管理関係業務補助

不問

土日祝他

50人 018-831-2011

パソコン操作（ワー
ド・エクセル等）

700人 018-863-1111

不問
2,300人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社石川酒店

事務補助（総務部経理
課）

・経理事務補助（伝票整理・請求書の確認等）
・電話応対、来客応対
・その他、経理関連業務の事務補助 不問

土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

不問
14人 秋田県秋田市

350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- 5281491

販売員（トピコ店）

○「石川酒店（トピコ店）」での販売業務です。
・酒類、食料品の販売、接客、陳列、包装
・レジ業務など
（酒類についての知識は必要ありません。）

＊就業時間（１）（２）両方に対応できる方。
＊販売経験なくても大丈夫です。
＊正社員登用の可能性あり。

株式会社ドン・キホーテ
毎　週

東京都目黒区青葉台２－１９－１０

その他
秋田県秋田市中通六丁目１４番１３
号

5人 018-832-3161

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070-25275691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5257491

１９７生鮮食品売場責
任者・生鮮食品売場責
任者候補スタッフ

鮮魚部門の採用を強化中。　
従来の日用雑貨や食品を中心とした店作りから、　
精肉、鮮魚、惣菜、青果などの生鮮食品へと取扱いを拡大。
新規出店や既存店への生鮮部門の立ち上げが続きます。
新たなポストも続々増加中です。
中でも鮮魚部門では、加工・販売・陳列・仕入れ等、部門運営
に関する業務全般を担当していただきます。

不問

他

285人 03-5428-3111

不問

285人 03-5428-3111

不問
10,592人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社ドン・キホーテ

１９７生鮮食品売場責
任者・生鮮食品売場責
任者候補スタッフ

青果部門の採用を強化中。　
従来の日用雑貨や食品を中心とした店作りから、　
精肉、鮮魚、惣菜、青果などの生鮮食品へと取扱いを拡大。
新規出店や既存店への生鮮部門の立ち上げが続きます。
新たなポストも続々増加中です。
中でも青果部門では、切り分け・袋詰め・値札貼り・品出しな
がメインになります。

不問

他 株式会社ドン・キホーテ
毎　週

東京都目黒区青葉台２－１９－１０

不問
10,592人 秋田県秋田市

10,592人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070-25288291

１９７生鮮食品売場責
任者・生鮮食品売場責
任者候補スタッフ

惣菜部門の採用を強化中。　
従来の日用雑貨や食品を中心とした店作りから、　
精肉、鮮魚、惣菜、青果などの生鮮食品へと取扱いを拡大。
新規出店や既存店への生鮮部門の立ち上げが続きます。
新たなポストも続々増加中です。
中でも惣菜部門では、主に、パック詰め、ラベル貼り、陳列、
清掃等をお任せします。
経験により、惣菜調理もお任せします。

株式会社ドン・キホーテ
毎　週

東京都目黒区青葉台２－１９－１０

毎　週
東京都目黒区青葉台２－１９－１０

285人 03-5428-3111

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070-25290391

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070-25289591

１９７生鮮食品売場責
任者・生鮮食品売場責
任者候補スタッフ

精肉部門の採用を強化中。　
従来の日用雑貨や食品を中心とした店作りから、　
精肉、鮮魚、惣菜、青果などの生鮮食品へと取扱いを拡大。
新規出店や既存店への生鮮部門の立ち上げが続きます。
新たなポストも続々増加中です。
中でも精肉部門では、肉のスライサー業務や、手切り作業の
経験、
精肉に関しての知識をお持ちの方を必要としています。

不問

他

その他
秋田県秋田市寺内三千刈２０９－１

30人 018-862-8180

不問

285人 03-5428-3111

不問
10,592人 秋田県秋田市

93人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5216491

新車・中古車営業

○新車、中古車販売業務を担当します。
【仕事内容詳細】
・弊社で購入していただいたお客様のアフターフォロー
・車検、点検の勧誘
・任意保険の勧誘と受付業務など


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　オールホンダ



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～260,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 61歳以下 (1) 9時00分～17時40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30分～17時30分 就業場所

月給

1人 158,000円～158,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

月給

1人 137,064円～137,064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) 5時30分～14時30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 175,200円～208,200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) 5時00分～14時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

日給（月額換算）

1人 151,620円～152,040円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時30分～ 8時29分 就業場所
(2) 8時15分～17時15分

時給（月額換算）

1人 142,290円～142,290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～19時00分 就業場所
(2)11時30分～20時00分
(3)12時30分～21時00分

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 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 166,320円～166,320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 18歳以上 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)16時00分～ 0時00分
(3)17時00分～ 1時00分

月給

2人 162,900円～312,100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～18時00分 就業場所

平成31年3月8日発行（平成31年3月7日受付分)　Ｎｏ．３
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

営業（ルートセールス）
／秋田県秋田市／正
社員／地域限定

長年お取引いただいているＪＡや農業機械販売会社等へ
ルートセールスで当社のメイン製品である農林業用機械を提
案する法人営業です。
＊当社では高性能大型機械やドローンから小型機械まで幅
広く取扱っているため、取引先やユーザー（農家）の方のご要
望にあった製品をご提供する事ができます。
＊ユーザーである農家の方の畑や田んぼで、実演やメンテナ
ンスを行う事もあります。
＊取引先が主催する展示会へ出展する事があります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
中型自動車免許が
あると尚良し

土日祝 株式会社　丸山製作所
毎　週

東京都千代田区内神田　３－４－１５

4人 03-3252-2271

営業経験１年以上
（業界不問）

550人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-33257391

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

60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5239391

調理師（井川町）

請負先事業所である「特別養護老人ホームさくら苑」におい
て、責任者の指示のもと下記の業務を行っていただきます。
・入所者様への食事提供業務
・調理・盛付け・食器洗浄など
　
＊入所者数：７０名程度

調理師免許

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

7人 019-629-2384

不問
44,000人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災・健康・厚生
03010- 6769291

調理員【急募】

○入院・入所者約１２０名に対する給食の調理等を担当して
　いただきます。（職員９名で調理します）
・施設内に給食設備があります。
・配膳や後片付けもあります。
・朝食、昼食、夕食もそれぞれのシフトで担当します。
＊初めての方にもご指導致します。
＊働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所、
【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度、
くるみん

不問

他 医療法人　正和会　五十嵐記念病院
その他

秋田県秋田市土崎港中央１丁目１７
－２３

99人 018-845-0251

不問
354人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5194791

調理職員（正職員）

・施設入所者（１５０人）
・通所利用者約４０人（昼食）
・職員昼食（約３０人）

＊上記食事の調理、配膳、下膳、洗浄等全般の作業を約１２
名で担当します。
※働き方改革関連認定企業【くるみん】
　「秋田県介護サービス事業所認証評価」所得

不問

他 医療法人　久盛会（介護老人保健施
設　三楽園）その他
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

130人 018-857-3101

不問
480人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5207991

警備業務（秋田市役
所）

○秋田市役所建物内外の巡回及び警備業務
・受付、電話対応業務
・構内巡回業務
・各種届出用紙の対応及び緊急時対応業務
＊制服貸与
＊勤務日数　就業時間（１）月９～１０回程度
　　　　　　就業時間（２）月２～４回程度
＊雇用期間：本人の勤務状況等により１年毎の更新あり

不問

他 株式会社　エイビック
その他

秋田県秋田市東通仲町２０－１６

2人 018-833-3957

不問
165人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5240791

駐車場警備員

○当店駐車場における警備員として従事していただきます。
・駐車されている車１台１台の車内放置がないか確認する。
・駐車放置を発見した際の役職者への報告義務
・迷惑駐車、窓開き、ライト消し忘れ、ゴミの散乱など発見時
の対応（その都度対応）

＊就業時間は（１）～（３）選択可です。

不問

他 株式会社　ダイナム　秋田店
毎　週

秋田市飯島道東１－９－１

22人 018-857-0886

不問
10,668人 秋田県秋田市

平成31年7月1日～平
成31年8月31日 雇用・労災

05010- 5247691

作業員

○「秋田製錬所　飯島製錬」での作業になります。
・プラスチック部品を約１ｍ四方のアルミ板（１５Ｋｇ）の両側
２ヶ所へ取り付けて、熱風炉で溶着を行う作業に従事してい
ただきます。
＊溶炉内を密封して溶着作業を行うため、工場内は暑くあり
ません。

不問

日他 有限会社　フジテック
その他

秋田県秋田市飯島穀丁１２番１０号

18人 018-847-5677

不問
18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5195891

文書の校正・校閲【秋
田市】

○文書内容の校正・校閲業務
（漢字・表記・表現方法などの直し）

・編集補助、入稿チェック

（同部署への派遣は最長３年）

不問

他 株式会社　さきがけプラスＡ

秋田県秋田市山王臨海町１－１
秋田魁新報社ビル　２Ｆ

0人 018-838-0350

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5219291

平成31年4月1日～平
成31年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5276291

サービススタッフ

○サービススタッフとしての業務に従事していただきます。
・自動車の一般整備
・車検、定期点検等に関わる業務
・中古車整備に関わる業務
・新車納車点検
・お客様への接客サービス
・その他、付随する業務




普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
国家二級ガソリン
自動車整備士以上

他

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

30人 018-862-8180

不問
93人 秋田県秋田市

株式会社　オールホンダ
その他

秋田県秋田市寺内三千刈２０９－１

その他

℡ 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 140,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 207,000円～218,500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) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3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 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

日給（月額換算）

2人 207,900円～288,750円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 172,400円～218,800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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 144,320円～176,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 9時30分～19時00分 就業場所
(2)11時30分～ 0時00分
(3)17時30分～ 3時00分 雇用・労災・健康・厚生・財

形 05010- 5202591

その他
秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－８

14人 018-816-0357

不問
300人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5215991

ピッキング作業及びト
ラック輸送業務

・お弁当などを店舗ごとに仕分ける作業が主な仕事で、１日
　４～６時間程度がこの作業です。
・仕分けした商品を、専用コンテナでトラックに積み（下ろし）物流倉
庫に運ぶ作業があります。（旧昭和町～秋田市内、１回２０分程度）
＊物流倉庫：秋田市内一か所
＊トラックは４ｔ車を使用します。
＊大手コンビニエンスストアのお弁当、惣菜のピッキング　（仕分
け）、及び輸送になります。
＊就業時間、休日など固定も可能です。安定的に働くことが
　できます。

中型免許（８ｔ限定
可）

他 鮫川運送株式会社　秋田営業所

業務社員（正社員）

〇新築住宅、ビル等の竣工前クリーニングを行います。
・窓、床ワックス、外壁清掃等
・片付け清掃及び各作業の補助的業務
・現場の管理、各種作業の指導
＊得意先への簡単な営業活動もあります。
＊現場へは社用車（軽ワゴン等）で移動します。
＊移動時の運転もあります。
＊現場の規模にもよりますが２～３人で作業します。
＊未経験の方へは慣れるまで指導します。
＊現場によっては県外の出張もあります（慣れてから）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　アルファテクノ
その他

秋田県秋田市広面字近藤堰越２７－
１

14人 018-837-3339

不問

9人 018-881-3108

不問
15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5214691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5273491

現場作業員兼現場管
理見習い

○建築工事現場における各種業務に従事していただきます。
・建築足場の組立　　　　　　　　　　　　　　　　　
・土木構造物の足場組立
・建築、土工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・建築コンクリート打設　
・軽作業など
＊未経験者歓迎
＊社有車（２ｔトラック）使用
＊高所作業あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 アイスペース　株式会社
その他

秋田県秋田市雄和田草川山崎山１３
番１

隔　週
秋田県秋田市山王６丁目１０－９　猿
田興業ビル３Ｆ

160人 018-863-1550

車両オペレーター
作業経験者

300人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市
～平成31年12月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5197591

車両オペレーター作業


○製紙工場において、ホイールローダー、ブルドーザー、
フォークリフトいずれかの車両による原材料等の運搬、積込、
荷降ろしなど

　＊経験・資格に応じて上記いずれかを担当


車両系建設機械ま
たはフォークリフト
運転技能者

他 猿田興業　株式会社

ダンプ運転手兼土木作
業

・大型ダンプによる砂利、その他の土石、アスファルト合材の
運搬
・冬季期間中の除排雪業務
・車両の整備等
・土木作業

＊現場は秋田市内が中心となります。
＊業務の都合により、夜間作業の場合あり。


大型運転免許（必須）
大型特殊免許、車両
系建設機械あれば尚
可

日他 有限会社　阿勝商会
その他

秋田市土崎港南１丁目１番６号

6人 018-846-1007

大型ダンプによる
運搬作業、土木作
業の経験

不問
19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5206691

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）、中
型免許

日祝他 株式会社　トミタ
その他

秋田県秋田市向浜１丁目４番９号

15人 018-824-1300

4ページ中 4ページ

平成31年3月8日発行（平成31年3月7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

商品管理・配達【急募】

◎秋田県内を食品パッケージを主とする包装資材（トレー、
ラップ、ポリ袋等）、副資材及び消耗品の商品管理・配達
・入荷商品の整理・商品在庫管理
・量販・小売店、食品加工場、飲食店などに商品のピッキン
グ・積込み・配送していただきます。
・社用車使用（１．５～３ｔトラック：ＭＴ車）
・その他付随する業務に従事していただきます。
＊配達地区：秋田市周辺及び県北地区・本荘地区・県南地区
＊２月末退職者の補充による急募です。

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

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　
　１．　３月　８日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ショートステイ介護職員、栄養士】
　２．　３月１１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．　３月１２日　㈱虹の街【介護員、機能訓練指導員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　４．　３月１３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】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　５．　３月１４日　社会福祉法人　幸楽会【介護員】
　６．　３月１５日　池田ライフサポート＆システム㈱【訪問看護師】
　７．　３月１８日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
　８．　３月１９日　㈱全建【大型ウイング、平ボデー、トレーラーの各乗務員】
　９．　３月２０日　㈱へいあん秋田【セレモニープランナー、典礼アシスタント、営業スタッフ　他】
１０．　３月２２日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　※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!!



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 145,673円～168,559円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 236,240円～433,300円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 350,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 230,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時30分 就業場所

月給

2人 235,000円～400,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 180,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 180,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

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00分 就業場所

月給

1人 205,000円～225,000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

31人 018-874-8880

不問
66人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5479191

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- 5415491

正看護師（ショートステ
イ杏）

・ショートステイ利用定員３９名の看護業務全般に従事してい
ただきます。
・利用者様の健康管理（バイタルチェック、服薬管理）や
　医師の診察補佐、指示による看護業務
・その他、必要な各処置など
・記録等入力（ＰＣ入力等）
・レク、イベントの付添や補助（施設内外部）
※オンコール対応（４人体制のシフト制）
※体制強化に向けた増員募集です！！

正看護師

他 医療法人　杏仁会　ショートステイ杏
その他

秋田県秋田市桜二丁目１７－２３

毎　週
秋田県秋田市本道１－１－１

950人 018-884-6010

1,400人 秋田県秋田市

薬剤師免許

３年以上の病院勤務
経験をもつ薬剤師
で、感染症診療に興
味があり、採用後に
感染制御に関する学
会等の教育プログラ
ムに参加する意欲の
ある方。

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5471391

薬剤師（任期付き常勤）

感染制御部において次の業務に従事していただきます。
・感染制御に関した諸般の業務
・抗菌薬適正使用に関する支援業務
・地域連携等を含むチーム医療に関する業務
※仕事内容の詳細や確認したいこと等ございましたら、
　お気軽にお問い合わせください。

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

土日祝 秋田大学医学部総務課

補償コンサルタント技師

・公共事業に関する補償コンサルタント業務技師及び助手
・家屋等を調査する業務です。

＊現場は秋田県内、及び県外
＊社用車使用（普通乗用車：ＡＴ車およびＭＴ車あり）
＊作業服は支給します

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 株式会社　眞宮技術
毎　週

秋田県秋田市泉南２丁目１－１０

15人 018-866-3062

不問

15人 018-866-3062

不問
15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5470091

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5469291

測量技師

・公共事業に関する測量並びに調査業務
・３Ｄレーザースキャナ、ドローン等を利用した３次元計測

＊現場は秋田県内、及び県外
＊社用車使用（普通乗用車：ＡＴ車およびＭＴ車あり）
＊作業服は支給します
＊測量士補、測量士の資格は、入社後取得可能です

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 株式会社　眞宮技術
毎　週

秋田県秋田市泉南２丁目１－１０

毎　週
秋田県秋田市泉南２丁目１－１０

15人 018-866-3062

不問
15人 秋田県秋田市

42人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5422991

土木設計技師

・公共事業に関する土木設計技師及び助手

＊現場は秋田県内、及び県外
＊社用車使用（普通乗用車：ＡＴ車およびＭＴ車あり）
＊作業服は支給します

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 株式会社　眞宮技術

建築現場監理

○住宅の工事に係る施工管理に従事していただきます。
・見積、積算、原価管理等（パソコンを使用します）
・材料発注
・現場は県内全域になります。


＊移動は社用車（ＭＴ・ＡＴ）を使用します。



１級または２級建築
士あれば尚可
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水祝他 株式会社　松美造園建設工業
その他

秋田県秋田市楢山本町２－３

36人 018-835-1433

実務経験者に限る

20人 0184-23-2848

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05050- 1258191

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5416791

建築設計・積算

○主に、パソコンを使用した住宅の設計業務を行っていただ
きます。
【主な仕事内容】
＊ｗａｌｋ　ｉｎ　ｈｏｍｅ　、アーキトレンドやＪＷ－ｃａｄを使用して
の図面の作成・修正等
＊法務局等への書類の手続き
＊お客様との打合せ等

＊社用車（乗用車）での運転業務あり。

建築ＣＡＤ検定試験２
級以上または２級建
築士資格
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

他 秋田ハウス　株式会社
隔　週

秋田県由利本荘市川口字後野１９－
５

その他
秋田県秋田市楢山本町２－３

36人 018-835-1433

実務経験者
ＣＡＤ（アーキトレン
ド）経験者は優遇

42人 秋田県秋田市

51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-18874391

設計士

○木造住宅、リフォームの設計業務全般をしていただきま
す。（設計、見積、積算）を担当して頂きます。
・ＣＡＤを使用
　（未経験者は指導します。）
・お客様との打合せ、相談、その他付随する業務
・現場立ち合いもあります。

＊社用車若しくはマイカー使用（私用車借り上げ）を使用しま
す。

１級または２級建築
士あれば尚可
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　松美造園建設工業

現場管理補助（電気設
備）［秋田県］

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
電気設備工事における管理業務補助（現場監督）を行ってい
ただきます。・工程管理
（写真撮影及び管理、作業員への作業内容の伝達及び確
認）
・現場での安全管理　・書類作成　・ミーティング　ｅｔｃ
※配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致しま
す。
※未経験の方でも安心して頂ける環境づくりを心がけており
ます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　オンサイト
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０
－３３　第２日本オフィスビル７階

3人 022-797-7191

不問

平成31年3月11日発行（平成31年3月8日受付分)　Ｎｏ．１
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

施設管理職員（営繕・
運転・事務）

・施設内の修繕及び保全業務
・通所リハビリ等の送迎業務（社用車）
・施設外観の整備等
・日誌等の記録


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 社会福祉法人　憲寿会　介護老人保
健施設　千秋苑その他
秋田県秋田市外旭川字神田５９２

92人 018-868-1355

パソコン操作（エク
セル・ワード程度）

92人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5437091

℡ 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 180,000円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

月給

1人 184,860円～184,860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～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～18時00分
(3) 8時30分～17時30分

月給

3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) 7時30分～16時30分
(3) 9時30分～18時30分

月給

4人 164,000円～164,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所
(2) 7時00分～15時45分
(3) 9時30分～18時15分

月給

2人 164,000円～164,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所
(2) 7時00分～15時45分
(3) 9時30分～18時15分

月給

2人 160,000円～200,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 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 (1) 8時45分～17時15分 就業場所

月給

2人 180,000円～210,000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) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)14時00分～23時00分
(3)22時00分～ 7時00分

月給

1人 130,000円～130,000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～18時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3) 8時30分～16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 不問 (1) 8時15分～17時45分 就業場所
(2)12時00分～21時00分

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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

8人 018-829-8880

普通自動車免許Ａ
Ｔ／ＭＴ
建設業経理事務士
（１級・２級あれば
尚可）
簿記２・３級取得者
尚可（主催問わず）

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5480691

経理事務員

・電話及び来客対応
・振替伝票の起票及び記帳
・コンピューターソフト（給与奉行）での給与計算
・文章作成・取引先や銀行への出納業務・外注費の支払
・労務関係・税理士、社労士への関係書類の準備及び作成
・自家用車使用（手当支給）
・その他、付随する業務

経理事務実務経験者１年以上（業種問わず）

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5481991

その他
秋田県秋田市新屋天秤野１－３６

30人 018-862-8241

日他 珍田工業　株式会社

医療事務（ひかり桜ケ
アクリニック）

○消化器内科、漢方内科、循環器内科（睡眠時無呼吸症専
門）クリニック（無床）にて医療事務業務に従事していただ
きます。
・外来患者様の受付対応、診察費等の会計
・診療報酬請求に係る事務
・電子カルテによるレセプト作成
・電話応対、カルテ管理等関連業務
・その他、付随する業務

不問

金日祝 医療法人　杏仁会　御所野ひかりク
リニック毎　週
秋田県秋田市仁井田字横山２６０－
１

医療事務経験者
55人 秋田県秋田市

7人 018-836-4555

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5478591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5401591

受付及び医療事務

○受付業務及び医療事務を担当していただきます。
・医院窓口での受付
・診療代金の徴収などの会計業務
・患者様のご案内、電話応対
・医院の整備（清掃、片付けなど）
・レセプト作成

不問

水日祝他 とむら皮ふ科
毎　週

秋田県秋田市手形田中１１－２２

英語対応スタッフ

○日本企業から米国への赴任者、当地での居住者、日本人留学生
が使用するドル決済クレジットカードの申込受付、解約、各種手続
き、付帯サービスのロードサービスを行う部署です。お客様は日本人
ですが、提携銀行等に問い合わせ等を行う際、英語スキルが必要と
なります。※２４Ｈシフトに従事していただきます。（深夜勤務は月５
回前後で米国の土日、祝日に準じる）
※一人立ちまでの全面サポートをしておりますので、安心して仕事を
はじめられます。
＊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
基本的なパソコン操作できる方（両手で文字入力ができる事
一般的な日本語会話の出来る方

他 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

1,431人 018-888-9120

3,380人 秋田県秋田市

2人 018-824-2007

不問
2人 秋田県秋田市

英検２級以上、ＴＯ
ＥＩＣ６００点以上
（２～３年前程度に
取得されているも
のが望ましい）
ただし、英語力が
あれば検定書・証
明書なしで構いま
せん。

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5406991

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5417891

司法書士事務補助

○司法書士事務補助業務を担当していただきます。
・パソコン操作あり（文書作成）
・来客・電話応対、清掃　他

＊稀に外出用務があります。
（自家用車使用／ガソリン代別途支給）

＊司法書士業務に興味のある方　歓迎します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 司法書士阿部千鶴子事務所
毎　週

秋田県秋田市山王６－１－１　山王
ビル２階

毎　週
秋田県秋田市山王２丁目１－２１

29人 018-862-0266

不問
51人 秋田県秋田市

752人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5445191

保育士

○乳幼児（０～５歳児）の乳、幼児に係る保育業務全般を担
当していただきます。
・１クラス平均１０～２０名位の園児
・０歳児～２歳児はスタッフが３～６名程度
・３歳児～５歳児はスタッフ２～３名程度

＊園児定員：わかこま第一１１０名です。
　　　　　　わかこま第二　９０名です。



保育士および幼稚
園教諭

日祝他 社会福祉法人　若駒会

生活支援員（女子棟）
【夜勤あり】

○女子棟における知的障害者の生活支援業務に従事してい
ただきます。
【仕事内容詳細】
・入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言
のほか、必要な日常生活上の支援
・その他付随する業務



不問

他 社会福祉法人　秋田県社会福祉事
業団　高清水園その他
秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
１４－１

89人 018-829-3577

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）可能
な方

89人 018-829-3577

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）可能
な方

752人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5443291

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- 5435591

生活支援員（男子棟）
「夜勤あり」

○男子棟における知的障害者の生活支援業務に従事して
　いただきます。
【仕事内容詳細】
・入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言
のほか、必要な日常生活上の支援
・その他、付随する業務
＊年度毎の雇用期間の更新予定あり
＊成人男子への同性介助のため、男性の募集です。
（均等法適用除外）

不問

他 社会福祉法人　秋田県社会福祉事
業団　高清水園その他
秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
１４－１

その他
秋田県南秋田郡八郎潟町字中嶋２８
２－１

66人 018-875-2115

不問
158人 秋田県南秋田郡八郎潟町

94,964人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5439691

生活支援員（主に知的
障害のある方に対する
支援）

○障害のある方が夢に向かって成長したり、次のステップに
進むためのお手伝いをする仕事です。障害のあるお子さんを
育てている親御さんが安心できる将来作りをします。
【主な活動、作業内容】
・食事介助・入浴介助・排泄介等の身体介助・シールはり等
の軽作業の支援。
・創作活動・レクリエーション

＊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

生活相談員（ニチイケ
アセンター御所野）

○通所介護業務における生活相談業務及び介護業務に従事してい
ただきます。
＊社会福祉士か社会福祉主事任用資格保有者又はケアマネー
　ジャー経験１年以上で相談員業務が出来ます。
＊就業前後も充実の体制でサポートします。
　（事前研修、現場研修等）
＊１ヶ月１７０Ｈ程度の雇用契約になります。
＊Ｈ２７年６月より手当等新設
○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

・ヘルパー２級と社会
福祉士・社会福祉主
事任用資格何れか
・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

他 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
その他

秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

23人 018-835-4276

・介護支援専門員１
年以上、または生
活相談員の経験者

不問
248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- 5411091

管理栄養士

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

3人 018-836-3319

5ページ中 2ページ
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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

管理栄養士【栄養短期
大学】

○秋田栄養短期大学において、授業における実験、実習の
　手伝いに従事していただきます。

・担当教員のもとで、学生の実験・実習の補助
・授業の準備、後片付け


【産休代替のため更新はありません】



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

1人 182,000円～223,000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00分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分

月給

1人 180,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 130,000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 59歳以下 (1) 8時45分～17時45分 就業場所

時給（月額換算）

1人 131,064円～131,064円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)18時00分～ 7時00分 就業場所

月給

1人 185,000円～257,000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

月給

1人 230,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 237,100円～331,000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) 9時00分～18時30分 就業場所

月給

1人 231,000円～331,000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) 9時00分～18時30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 59歳以下 (1) 9時00分～18時30分 就業場所

月給

1人 220,000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 35歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

5人 03-6635-1833

不問
307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-34004191

雇用・労災・健康・厚生
05050- 1261491

ハウスメーカー・工務店
等への営業等／秋田
支店

●主に法人へのリフォーム営業
●一般住宅への営業・現場確認・打合せ
●防水・断熱工事、シロアリ駆除工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
業界Ｎｏ．１の給与を目指しており、努力すればするほど昇給するこ
とが出来ます。上記の業務以外にも、ハウスメーカーや工務店を通
じての敷地調査、地盤調査、地盤改良、床暖房、瑕疵担保取次、断
熱工事、シロアリ駆除、リフォーム工事等を行っております。これら業
務全般を手伝って頂くこともあります。
※経験のない業務でも、丁寧に指導・教育致します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ピコイ
その他

東京都千代田区神田東松下町１７
フリージアグループ本社ビル５Ｆ

隔　週
秋田県由利本荘市川口字後野１９－
５

20人 0184-23-2848

不問
25人 秋田県由利本荘市

25人 秋田県由利本荘市

雇用・労災・健康・厚生
05050- 1260991

住宅営業補助

○注文住宅の提案営業
○顧客訪問
○展示場、見学会での接客
＊お客様の要望を聞き取り、プラン提案、資金面に関するア
ドバイスを行う。
＊展示会等各ご案内チラシの配布
＊提案書、各資料作成（パソコン使用）
＊営業回りは社用車（ＡＴ車）を使用します。
＊社用携帯電話を支給します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 秋田ハウス　株式会社

住宅営業

○注文住宅の提案営業
○顧客訪問
○展示場、見学会での接客
＊お客様の要望を聞き取り、プラン提案、資金面に関するア
ドバイスを行う。
＊展示会等各ご案内チラシの配布
＊提案書、各資料作成（パソコン使用）
＊営業回りは社用車（ＡＴ車）を使用します。
＊社用携帯電話を支給します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 秋田ハウス　株式会社
隔　週

秋田県由利本荘市川口字後野１９－
５

20人 0184-23-2848

不問

20人 0184-23-2848

不問
25人 秋田県由利本荘市

雇用・労災・健康・厚生
05050- 1259091

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5421691

住宅技術営業

○注文住宅の提案営業
○住宅技術説明
○顧客訪問
○展示場、見学会での接客
＊お客様の要望を聞き取り、プラン提案、資金面に関するアドバイス
を行う。
＊展示会等各ご案内チラシの配布
＊提案書、各資料作成（パソコン使用）
＊営業回りは社用車（ＡＴ車）を使用します。
＊社用携帯電話を支給します。

建築士２級以上また
は建築系専門学校、
高専、大学等卒
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

他 秋田ハウス　株式会社
隔　週

秋田県由利本荘市川口字後野１９－
５

その他
秋田県秋田市楢山本町２－３

36人 018-835-1433

実務経験者に限る
42人 秋田県秋田市

42人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5420391

不動産営業

○不動産営業全般に従事していただきます。
・開発、売買、仲介、賃貸物件の管理業務
・その他、不動産営業全般

＊社用車又はマイカー（私用車借上げ）を使用します。

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
＊宅地建物取引士
資格（必須）

水祝他 株式会社　松美造園建設工業

住宅営業

○住宅営業の全般をしていただきます。
・新築・リフォーム等の営業
・土地・建物売買に関する業務
・自社所有地及び管理物件の管理
・その他営業全般業務となります。

＊社用車又はマイカー（私用車借り上げ）を使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
宅地建物取引士が
あればなお可

水他 株式会社　松美造園建設工業
その他

秋田県秋田市楢山本町２－３

36人 018-835-1433

パソコン操作可能
な方（エクセル・
ワード等）

31人 018-888-9600

不問
31人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5403091

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5474491

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。

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

毎　週
秋田県秋田市楢山登町７－４８

7人 018-893-3101
パソコン操作（ワー
ド・エクセルを使っ
て定型フォームへ
の入力ができるこ
と）

8人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5468891

一般事務

○入社後に損保資格と生保資格の試験を受験していただき
ます。（マニュアルによる受験のための指導を行います。）
・資格取得登録完了後に各種保険の電話対応等をしていた
だきます。（営業等のテレアポではありません。）
・各種保険の申込書の計上業務、精算業務、データ入力、そ
の他事務処理業務、店頭対応業務を行っていただきます。
・その他付随する業務



普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ジャパンファミリー

営業事務

・官公庁への営業・入札等
・見積書作成
・契約事務
・その他、営業事務に関する業務全般

＊外出あり（社用車使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　眞宮技術
毎　週

秋田県秋田市泉南２丁目１－１０

15人 018-866-3062

不問

不問
130人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5464691

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　南部医理科　秋田営業所
隔　週

秋田県秋田市手形字十七流１８１

14人 018-832-1514

平成31年3月11日発行（平成31年3月8日受付分)　Ｎｏ．３

5ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

営業事務（秋田市）

秋田営業所において、請求事務・電話対応・営業サポート・
商品の受発注・在庫管理・荷受、清掃・配送・その他付随する
業務を行っていただきます。

＊配送の際は社用車を使用します

＊ＰＣはエクセル・ワード他、社内専用ソフトを使用します


℡ 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 194,000円～255,000円
就業場所

正社員 TEL
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

時給（月額換算）

3人 145,630円～145,630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)16時30分～ 9時00分

月給

1人 132,000円～132,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時30分 就業場所
(2)12時00分～18時30分
(3) 9時00分～13時00分

月給

3人 130,300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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

月給

1人 160,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

日給（月額換算）

1人 194,400円～205,200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 160,000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 35歳以下 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

2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

日給（月額換算）

1人 150,500円～150,500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00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分

月給

1人 150,000円～165,000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 39歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 232,000円～301,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

5ページ中 4ページ

平成31年3月11日発行（平成31年3月8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

営業職（秋田営業所）

プレハブ・ユニットハウスの営業
＊新規顧客に対する営業
＊販売代理店（建設機械販売・レンタル会社、
　プレハブ会社等）へのルートセールス
＊営業フロント
＊見積書作成
＊展示場での来客応対

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010-34163991

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ナガワ
毎　週

東京都千代田区丸の内１－４－１
丸の内永楽ビルディング２２階

4人 03-5288-8666

57人 018-877-7110

不問

不問
420人 秋田県秋田市

不問

日祝 又井歯科クリニック

看護助手（介護員）「小
玉医院」≪急募≫【トラ
イアル】

○入院患者様の生活全般の援助業務に従事していただきま
す。
・食事、入浴、排泄等の介助
・その他付随する業務
＊未経験者はマンツーマンで指導します。
＊退職による欠員補充の為

※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 医療法人　正和会
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

不問
3人 秋田県秋田市

354人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5459791

歯科助手

○歯科医院業務全般に従事していただきます
・診療介助
・受付事務
・予防処置
・院内清掃　他
＊就業時間（１）～（４）でシフト勤務です。
　シフトは相談のうえ決めます。
＊お子さんの学校行事等へ参加など配慮します。

株式会社　勇心
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
４３９－５

その他
秋田県秋田市飯島西袋二丁目１６番
１号

3人 018-846-8877

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5460591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5477291

寿司職人

・寿司店における魚の仕込
・寿司の握り
・その他簡単な調理

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他

9人 018-874-8208

不問

28人 018-873-6975

調理経験者
28人 秋田県秋田市

普通自動車免許（ＡＴ
限定可：車両持込で
きる方）
交通誘導警備業務２
級

日他 有限会社エムケ－警備

ホール係（我楽）正社員

○和食店『我楽』でのホール業務全般に従事していただきま
す。
・お客様のご案内、オーダー取り、料理配膳、片付け、レジ会
計、その他付随する業務

＊土日祝は必ず勤務になります。

＊接客の好きな方で未経験の方歓迎いたします。

不問

月他 株式会社　春夏秋冬
その他

秋田県秋田市中通２丁目１－５　我
楽ビル２Ｆ

不問
51人 秋田県南秋田郡五城目町

32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5472691

交通誘導警備員（２級
取得者）

◆工事現場・駐車場等での交通誘導警備業務に従事して頂
きます。
＊現場までは、自家用車での移動（基本は直行直帰）
＊男性・女性共に活躍できる職場です。　　

有限会社　サンワーク三浦
毎　週

秋田県秋田市金足黒川字黒川２２６

その他
能代市朴瀬字家後１１５番地

35人 0185-55-1133

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5386691

雇用・労災・健康・厚生
05020- 1389491

林業作業員

○立木の伐採、造材、集材、運材、植林、造林およびこれに
付随する作業に従事していただきます。

＊補助的な作業から始めていただきます。
＊事業所に集合後、現場へ移動します。
＊現場は秋田県内（主に南秋田郡、秋田市内）です。

不問

土日他

900人 0187-63-7239

不問

9人 018-873-4156

不問
9人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　大潟村カントリーエレベー
ター公社

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４月１日～Ｈ３１年６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
その他

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

不問
54人 秋田県南秋田郡大潟村

23,000人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年6月30日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 1681491

精米作業員

○玄米を白米にする精米などの作業です。
・白米の袋詰め
・米の配達など

　社用車（軽・普通、ＡＴ車）を運転します。

※雇用期間は、６ヶ月ごとの更新です。
※秋の繁忙期は、勤務シフトの変更があります。

合資会社　小林自動車幌内張店
その他

秋田県秋田市八橋三和町１９番３１
号

その他
秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目６
０番地

54人 0185-45-2215

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5449991

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05011-  403191

帆布製品製造員

○帆布製品の製造業務に就いていただきます。
・電車、バス、自動車の座席の張り替え（リメーク）
・日よけテント製作、施工
【仕事内容詳細】
・自動車等のシート地、テント地のミシン縫製
・シート取り付け作業（シートへの布地取り付けや車への取り付けな
ど）
・社用車（ＭＴ車）を使用しての商品の引き取り、納品業務
・その他付随する作業
※未経験の方にも丁寧に指導します。興味のある方はまずは
　見学にいらしてください。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他

その他
潟上市天王字蒲沼１３７－１４４

2人 018-878-7228

不問

5人 018-862-6132

不問
5人 秋田県秋田市

2人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5391191

機械据付・修理の補助
業務

○県内各農協のライスセンター、カントリーエレベーターの機
械据付・修理の補助業務を担当していただきます。

＊就業地までは社有車で移動します。
＊状況によっては、青森県内への出張もあります。
＊２人以上での作業になります。据付・修理に関して指導い
たします。

＊工具を使い分ける知識が必要です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
溶接関係・玉掛資
格あれば尚可

日祝他 有限会社秋田機設



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 155,910円～155,910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～18時20分 就業場所
(2)20時30分～ 6時20分

月給

1人 134,000円～153,800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15分～17時15分 就業場所

その他

1人 129,540円～129,540円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 7時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～21時00分
(3) 9時00分～ 1時00分

月給

2人 160,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

3人 200,000円～240,000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
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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

電子機器の組立及び
管理業務

・電子機器を手順書通り組立
・電子機器の数量管理等

不問

他 株式会社　ジェイ・ティ・エス
その他

秋田県潟上市天王字大長根７１番地
７

114人 018-827-3170

不問
129人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5476891

運転庁務員

○庁務、運転業務全般を担当していただきます。
・利用者の送迎業務に従事していただきます。
・通所利用者の送迎、入所通院者の送迎
（ＡＴ車、１ＢＯＸカー）

＊１年毎の更新あり　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊勤務状況等によっては更新、正職員への登用の可能性あ
り

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 社会福祉法人　栄寿苑福祉会
毎　週

秋田県南秋田郡八郎潟町真坂字沢
田４３－１０

64人 018-875-3881

不問
124人 秋田県南秋田郡八郎潟町

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5457991

タクシー乗務員

○タクシー乗務に従事していただきます。
・お客様の搬送業務
・基本的に流し営業業務はありません。待機は事業所や駅等
　となります。
＊就業時間：（１）～（４）のローテーション
　　　　　　（勤務表による）
＊１ヶ月単位の変形労働制により、週の労働時間は法定内
に調整
＊二種免許取得のための養成制度あり

普通自動車免許一
種（二種あれば尚
可）

他 新昭和タクシー　株式会社
その他

秋田県潟上市飯田川下虻川街道下
１

20人 0188-77-6864

不問
20人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5412391

プラント設備工事、施工
管理【秋田市】

・主に火力発電所内のプラント設備工事及び施工管理
・パソコン操作あります（エクセル・ワード）
＊経験・適性に応じて工事、施工管理を担当していただきま
す。
・転勤範囲は青森、秋田、宮城
・省エネルギーと環境保全に貢献！！
・断熱分野のパイオニアとして１００年以上の歴史を誇るニチ
アス株式会社の協力会社として施工管理、安全管理、品質管
理全般を行います。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝 八戸ニチアス工事　株式会社
毎　週

青森県八戸市桔梗野工業団地二丁
目８－２０

不問
53人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
02020- 4243191

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－６１

34人 018-823-2056

7人 0178-28-6761

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

土木施工管理技士・
大型免許保有者優遇
（資格なくても可）
（主に舗装作業を行
いますが、一部土木
作業もあるため）

34人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5385391

舗装工

○建設現場においての舗装工事　　　　　　　　　　　　　
・道路、駐車場等の舗装が主です。
・資格のある方は機械を運転する場合もあります。
・レーキ等を使用しての作業。
・大型ダンプの運転
（２ｔ～４ｔダンプの運転をする場合もあります。）
働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所【くるみん】

日他 古城建設　株式会社

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下記日程で開催します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加希望者は直接会場へお越しください。
　
　
　１．　３月１４日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　※開催場所：ハローワーク秋田２階　大会議室
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：㈱プレステージ・インターナショナル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【受付スタッフ、見積・申込書受付業務、総務担当、保育士　等】＞

　２．　３月２８日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　※開催場所：ハローワーク秋田２階　大会議室
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ショートステイ介護職員、栄養士、調理員】＞

『会社説明会』のご案内

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


