
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給（時給換算）

1人 1,540円～1,540円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

月給（時給換算）

1人 1,238円～1,238円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時15分 就業場所

月給（時給換算）

3人 920円～920円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

日給（時給換算）

1人 2,774円～2,826円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所
(2)12時30分～17時00分

時給

1人 930円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所

日給（時給換算）

3人 890円～1,230円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～15時30分 就業場所

日給（時給換算）

4人 890円～1,230円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

2人 890円～1,230円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

日給（時給換算）

3人 890円～1,230円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

160人 018-836-2014

実務経験者
パソコン操作可能
な方（エクセル、一
太郎またはワード）

160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- 4663391

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- 4658491

一般事務員（資源活用
課）

○「資源活用課」にて事務全般に従事していただきます。
・パソコン操作　　　　　　　　　　　　　　　　　
（エクセル、一太郎またはワードによる文書作成、グラフの
作成等）
・来客者応対、電話応対
＊１日５時間、週４日（月、火、水、木）又は（火、水、木、金）
の勤務です。
＊経験は問いませんが、特に、森林科学、環境科学等を学
ばれた方を歓迎します。

不問

土日祝他 東北森林管理局
毎　週

秋田県秋田市中通５丁目９－１６

毎　週
秋田県秋田市中通５丁目９－１６

9人 018-836-2014
パソコンの実務経
験
（エクセル・ワードま
たは一太郎の基本
操作が出来る事）

152人 秋田県秋田市

160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- 4655391

一般事務員（技術普及
課）

○一般事務　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・エクセル等表計算ソフトによる集計作業及び一太郎・
　ワードによる文書作成など
・電話対応
・来客対応（お茶出し）、洗い物等
・イベント対応
＊週４日の勤務です。（火または水、土日祝等は休み）


不問

土日祝他 東北森林管理局

一般事務員（森林整備
課）６Ｈ

○事務全般
・パソコン操作（エクセル、一太郎またはワードによる入力作
業・文書作成等）
・電話応対、来客者の対応（給茶等あります）他


＊一日６時間、週４日（土日祝日等休み）の勤務です。
（月、火、水、木）又は（月、火、木、金）又は（月、水、　木、
金）

不問

土日祝 東北森林管理局
毎　週

秋田県秋田市中通５丁目９－１６

160人 018-836-2014
事務経験者
パソコン操作経験
者（エクセル・一太
郎またはワード等）

160人 018-836-2014
事務経験者
パソコン操作経験
者（エクセル・一太
郎またはワード等）

160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- 4650891

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 公災

05010- 4631491

一般事務員（森林整備
課）５Ｈ

○事務全般
・パソコン操作（エクセル、一太郎またはワードによる入力作
業・文書作成等）
・電話応対、来客者の対応（給茶等あります）他


＊一日５時間、週４日（土日祝日等休み）の勤務です。
（火、水、木、金）又は（月、火、水、木）

不問

土日祝 東北森林管理局
毎　週

秋田県秋田市中通５丁目９－１６

毎　週
秋田県秋田市泉字登木７４－３

36人 018-863-5811

パソコン操作（ワー
ド・エクセル等）２年
以上の経験者

秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4640491

一般事務（登録部門）

○自動車検査証の交付に関わる事務　
　
窓口業務として
　　・自動車検査証の交付業務
　　・申請処理端末の入力業務

不問

土日祝他 東北運輸局　秋田運輸支局

テレフォンアポインター

○電話にて、冠婚葬祭サービス及び葬儀保険についての
　ご案内をしていただくお仕事です。（１日３０件程度）

＊就業時間（１）（２）は選択可
（就業時間については相談可）

＊研修期間３０日間（日給３，５００円）
　就業時間は（１）のみ


不問

他 ベルコ秋田支社　伊藤代理店
その他

秋田県秋田市旭北寺町１－５　ベル
コ旭北営業所

9人 018-896-7339

不問

018-862-6681

546人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・公災

05010- 4666491

精神保健福祉士又は
臨床心理士の有資格
者は経験年数不問
その他は所有する資
格により１年以上又
は２年以上の実務経
験
普通自動車運転免許

平成31年4月1日～平
成31年7月24日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 4692291

精神障害者雇用トータ
ルサポーター（ハロー
ワーク秋田）

・精神障害者等の求職者に対するカウンセリング
・支援対象者個々の状況に応じた就職準備プログラムの実施
・支援対象者の希望や必要性に応じた応募先への同行紹介
・職場実習先の開拓及び実施事業所への助言、調整
・他の支援機関の開拓・誘導
・精神障害者等の特性や職場定着に関する助言
・事業所に対する精神障害者等雇用についての意識啓発等
・労働局が実施する精神障害又は発達障害に関する研修等への協
力・ハローワーク本荘、男鹿、大曲、横手、湯沢への巡回相談
精神障害者等の相談に係る実務経験　　ワード及びエクセル操作必
須

土日祝他 秋田労働局
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－３

91人

毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１番１号

30人 018-860-5141

教員とコミュニケー
ションを図りなが
ら、責任をもって業
務に取り組むこと

秋田県秋田市

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

05010- 4647391

スクールサポートスタッ
フ
（非常勤職員）【秋田】


○秋田市立の小中学校で、教員の事務補助等を担当してい
ただきます。

　・授業準備や片付け、教室環境の整備、採点業務
　・会計資料作成、データ集計・入力等の補助　他

不問

土日祝他 秋田県　教育庁　義務教育課

保健師

○県職員の健康管理
・ストレスチェックの実施に係る事務処理
・相談対応
・データの入力、集計、分析　等

＊保健指導のため、県内への出張があります。
＊公用車または自家用車使用（交通費別途支給）



保健師国家資格
普通運転免許（ＡＴ
限定可）

土日祝他 秋田県総務部人事課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

38人 018-860-1208

パソコン基本操作
（エクセル・一太郎・
ワード）可能な方

土地改良事業に関す
る指導業務の経験が
あること。
パソコン操作可能で
あること

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

05010- 4632791

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田県農林水産部農地整備課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

27人 018-860-1721

平成31年3月5日発行（平成31年3月4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

専門指導員

○土地改良事業に関する指導業務（事務・現場）
・事業制度の周知活動（説明会の開催等）
・事業事務手続き
・パソコン操作（一太郎・エクセル）
・電話対応
・公用車使用（自家用車使用の場合あり）

＊主な担当エリアは、鹿角・北秋田・山本・秋田管内に
　なります。

℡ 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

日給（時給換算）

1人 890円～1,230円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 890円～1,230円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～14時30分 就業場所

日給（時給換算）

3人 890円～1,230円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給（時給換算）

1人 1,337円～1,337円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 950円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

時給

2人 830円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～14時30分 就業場所
(2)10時00分～15時00分

時給

2人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～2,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～20時00分 就業場所

時給

3人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)18時00分～22時00分 就業場所0人 秋田県秋田市

05010- 4687191

調理補助及びホールス
タッフ

「季節料理けんちゃん」における以下の業務に従事していた
だきます。
・調理補助（盛り付け、洗い物等）
・ホールスタッフ（宴会料理の注文、配膳、片付け、洗い物等）

＊未経験の方には丁寧に指導します。

不問

日祝他 季節料理　けんちゃん
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央１丁目１６
－２３

0人 018-846-5014

不問

15人 03-6834-2488

経験者（１年以上）
230人 秋田県秋田市

労災
13010-31118091

雇用・労災
05010- 4646091

ブライダルヘアメイク／
秋田市

ブライダルヘアメイク業務全般

美容師免許

他 株式会社　ビューティトップヤマノ
山野愛子美容室毎　週
東京都中央区銀座３－４－８

毎　週
秋田県潟上市天王字江川上谷地１０
９－２

3人 018-878-3061

不問
3人 秋田県潟上市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4656691

土産品とファーストフー
ド等の接客販売

○土産、今春オープン予定のカフェスペースでの接客販売業
務
・土産品、アイス、ソフトクリーム等の接客販売
・開店、閉店の作業
・毎月末の棚卸
・その他、付随する業務（レジ業務）
＊ユニフォーム（エプロン等）貸与

不問

他 株式会社　ドリームショップ　くらかけ

経理事務

○経理事務全般に従事していただきます。
・パソコンへのデータ入力（定型ソフトあり）
・帳簿の整理
・給与計算
・電話応対
・その他、付随する業務

※外出用務はありません。

不問

土日祝 株式会社　島
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央５丁目４－
８　ランディックニューポートビル１Ｆ

13人 018-893-2358

不問

2人 018-847-1218

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4637091

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- 4754491

医療事務及び販売《急
募》

○医療事務及び医薬品の販売業務に従事していただきま
す。
・レセプト業務
・コンピュータ入力操作
・電話、来客応対
・レジ業務
・その他付随する業務

※２月末退職者の補充による《急募》です！！

不問

日祝他 有限会社　長尾薬局
その他

秋田県秋田市将軍野南４丁目９－８

毎　週
秋田県南秋田郡大潟村字北１丁目３
番地

8人 0185-45-2840

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

8人 秋田県南秋田郡大潟村

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

05010- 4682491

事務補助

・職員の事務補助（文書作成、書類整理）
・窓口業務、電話対応
・各福祉団体の事務
・外出業務あり（公用車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 社会福祉法人　大潟村社会福祉　協
議会

一般事務補助（台湾誘
客情報発信推進員）

○台湾誘客情報発信推進員業務に従事していただきます。
・事務補助
・文書受付、整理
・メールマガジンやＷＥＢサイトによる中国語（繁体字）での情報収
集、発信業務
・来訪者や電話等での問い合わせに対する観光案内
・書類発送
・来客対応（給茶等）
＊中国語（繁体字・ビジネスレベル）で会話できる方。

土日祝他 秋田県観光文化スポーツ部観光戦
略課毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１－１

20人 018-860-1461

8人 018-836-7853

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）
（パワーポイント操
作可能な方尚可）

8人 秋田県秋田市

・ＰＣ操作（Ｅｘｃｅｌ、
Ｗｏｒｄ、一太郎）
・中国語（繁体字）
及び日本語により
ＷＥＢやブログ等で
情報発信できる方

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災

05010- 4669291

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- 4680691

事務補助

○「男女共同参画センター」での管理・運営補助業務に従事
していただきます。
・チラシ作成（パソコン使用）
・利用者及び電話対応　等
＊男女共同参画について関心がある方
＊経理のできる方　尚可
※７時間勤務の方１名、４～５時間勤務の方１名の採用を
　予定しています。

不問

他 ＮＰＯ法人　いきいきＦネット秋田
毎　週

秋田市中通２丁目３－８　アトリオン
ビル６Ｆ

毎　週
秋田県秋田市中通５丁目９－１６

152人 018-836-2014

・パソコン操作（エク
セル・ワード・一太
郎等）
・事務経験者

5,000人 秋田県秋田市

5,000人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 公災

05010- 4678591

一般事務員（保全課）４
／１
（月）～

○事務補助業務
・パソコンによる入力操作作業、書類のチェック、
　書類等のコピー等、エクセル、ワード、
　一太郎による入力作業・文書作成等
・来客の対応（給茶等あり）ほか　


＊雇用期間Ｈ３１年４月１日～Ｈ３２年３月３１日

不問

土日祝他 東北森林管理局

一般事務員（企画調整
課）９：３０～

○事務補助業務
・パソコンによる入力操作作業、書類のチェック、
　書類等のコピー等、エクセル、ワード、
　一太郎による入力作業、文書作成等
・来客の対応（給茶等あり）ほか

＊雇用期間Ｈ３１年４月１日～Ｈ３２年３月３１日

不問

土日祝他 東北森林管理局
毎　週

秋田県秋田市中通５丁目９－１６

152人 018-836-2014

・パソコン操作可能
な方（エクセル、一
太郎またはワード）
・事務経験者

・パソコン操作可能
な方（エクセル、一
太郎またはワード）
・事務経験者

5,000人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 公災

05010- 4676891

不問

土日祝他 東北森林管理局
毎　週

秋田県秋田市中通５丁目９－１６

152人 018-836-2014

3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

一般事務員（企画調整
課）９：００～

○事務補助業務
・パソコンによる入力操作作業、書類のチェック、
　書類等のコピー等、エクセル、ワード、
　一太郎による入力作業、文書作成等
・来客の対応（給茶等あり）ほか

＊雇用期間Ｈ３１年４月１日～Ｈ３２年３月３１日



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 762円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～11時30分 就業場所
(2)15時00分～21時00分

時給

2人 800円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所
(2)16時00分～22時00分

時給

2人 800円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時00分～17時00分 就業場所
(2)14時00分～22時00分
(3)17時00分～22時00分

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時00分 就業場所

雇用・労災
05011-  378791

毎　週
秋田県潟上市天王字鶴沼台４３－１
１９

6人 018-827-5144

不問
15人 秋田県潟上市

160人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4748891

清掃作業員

〇契約施設内の清掃業務全般を担当します。
・床、廊下などのワックスがけ
・窓ガラスの清掃
・学校のトイレ清掃
・日常清掃
・その他、清掃に関する全ての作業
〇ハウスクリーニング
・新築住宅、アパート退去時の清掃
※会社から数人で現場に行き作業します。
※主な現場は、潟上市、秋田市、男鹿市

不問

他 株式会社　クリアサービス

清掃スタッフ（秋田市役
所新庁舎）

○秋田市役所新庁舎内の廃棄物収集・運搬・分別等の中間
処理及び搬出
・集積所管理

＊研修がありますので、未経験の方でも応募していただけ
　ます。

＊制服貸与いたします。

不問

他 株式会社　トップス
毎　週

秋田県秋田市泉釜ノ町２２番１３号

10人 018-869-9505

不問

13人 018-869-7315

不問
13人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4636191

雇用・労災・健康・厚生
05020- 1319091

お弁当の調理、販売

・お弁当の調理、販売、接客をしていただきます。

＊明るく元気な対応が求められます。
＊土日出勤できる方を求めています。
＊１日５時間程度で週３日～勤務可能です。
＊増員による募集です。　

　お気軽にご相談下さい。

不問

他 ほっともっと秋田外旭川店（よしひろ
お弁当サービス合同会社）毎　週
秋田県秋田市外旭川字三後田２３－
１

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- 1316291

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
などが仕事の内容です。気配りや明るい接客態度が求めら
れる業務です。
　（オープン前にはグループ店舗での研修があります。）

不問

他 株式会社　フード・ボックス

調理補助

※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補助業務全般
を担当していただきます。
　仕込み、盛り付け、食器洗浄などの作業です。

　オープン前にはグループ店舗での研修があります。

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

不問
500人 秋田県南秋田郡大潟村

2ヶ月
雇用・労災

05010- 4743391

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

10人 018-873-7871

平成31年3月5日発行（平成31年3月4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

調理補助「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補助を担当
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

℡ 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　５日　池田ライフサポート＆システム㈱【訪問看護師】
　２．　３月　６日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　３．　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！！
　４．　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】
　５．　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！！
　６．　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！！
　７．　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！！
　８．　３月１４日　社会福祉法人　幸楽会【介護員】
　９．　３月１５日　池田ライフサポート＆システム㈱【訪問看護師】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!





職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,200円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 1,100円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～15時30分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～17時30分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)13時00分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分

月給（時給換算）

1人 809円～809円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 984円～984円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

日給（時給換算）

3人 890円～1,230円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所

日給（時給換算）

4人 890円～1,230円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

19人 018-836-2014

・パソコン操作可能
な方（エクセル・
ワード・一太郎等）
・事務経験者

150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- 4933591

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- 4927191

一般事務（計画課）４／
１～

○事務補助業務
・パソコンによる入力操作作業、書類のチェック、書類等の　コピー、
図面の整理等
・エクセル、ワード、一太郎による入力作業、文書作成等
・来客の対応（給茶等あり）ほか　
・雇用期間平成３１年４月１日～平成３２年３月３１日
パターンＡ　月曜日～木曜日の週４日勤務で、２名採用
パターンＢ　火曜日～金曜日の週４日勤務で、２名採用
＊応募の際に、履歴書に希望の勤務日（Ａ月～木、Ｂ火～金）の記
載をお願いします。＊Ａ、Ｂそれぞれ６名程度の応募者で締切りま
す。

不問

土日祝他 東北森林管理局
毎　週

秋田県秋田市中通５丁目９－１６

毎　週
秋田県秋田市中通５丁目９－１６

19人 018-836-2014

・パソコン操作経験
者（エクセル、一太
郎、ワード等）
・事務経験者

150人 秋田県秋田市

1人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災

05010- 4880391

一般事務員（治山課）

○事務補助業務
・パソコンによる入力操作作業、書類のチェック、
　書類等のコピー、図面の整理・作成等
・エクセル、ワード、一太郎による入力作業・文書作成等
・来客の対応（給茶等あり）、電話応対ほか

＊１日４時間　月曜日～金曜日の週５日勤務です。　　



不問

土日祝他 東北森林管理局

経理・一般事務

○法律事務所において下記業務を行っていただきます
・経理データ入力
・来客、電話応対
・事務所の清掃
・備品管理
・文書作成補助
・各所への書類提出作業
・その他、付随する業務
＊３月中に退職者の予定があるための募集です。

不問

土日祝他 佐々木俊幸法律事務所
毎　週

秋田県秋田市山王６丁目１１－３　増
田ビル１－Ｂ

1人 018-874-7317

ＰＣ操作（ワード、エ
クセル）
事務経験（年数不
問）

48人 018-888-5634

簡単なパソコン操
作

2,532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- 4934191

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- 4935091

国民健康保険税の電
話催告普及員

○電話による国民健康保険税の催告

○室長が必要と認める場合は、収納業務等の補助を行う。

※１年更新

不問

土日祝他 秋田市市民生活部国保年金課
毎　週

秋田県秋田市山王一丁目１番１号

毎　週
秋田県秋田市山王一丁目１番１号

48人 018-888-5634

簡単なパソコン操
作

2,532人 秋田県秋田市

12人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4907791

国民健康保険税の収
納普及員

○公用車を運転し、国民健康保険加入者の自宅を訪問して、
国民健康保険税、市税を集金する。
○滞納整理業務の補助
○居所調査
○口座振替による納付の勧奨

※１年更新

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田市市民生活部国保年金課

支援員

○小学生以上１８歳未満の障がい（身体・知的）をお持ちの方
が利用される学童保育的な施設で、放課後の生活支援に従
事していただきます。
・宿題や遊びを行う利用者の見守り。
・送迎業務（普通車ＡＴ使用）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

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

4人 018-874-8897

家庭料理程度の調
理ができる方
簡単なパソコン操
作

14人 秋田県秋田市

労災
05010- 4958291

労災
05010- 4957891

世話人

○障がい者グループホーム新設につき、世話人を増員します
・調理　・清掃　・服薬確認　・戸締り
・業務日報の作成
・その他、付随する業務（通院同行）

＊福祉経験のない方が活躍しています。
　研修体制が充実しているので、初心者の方も安心して働け
ます。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 特定非営利活動法人　あきた結い
ネット毎　週
秋田県秋田市泉南３－２４－２９キャ
トルセゾン泉１０１

毎　週
秋田県秋田市泉南３－２４－２９キャ
トルセゾン泉１０１

5人 018-874-8897

不問
14人 秋田県秋田市

3,500人 秋田県秋田市

労災
34010-14733391

支援員

○業務拡大につき支援員を増員します。
○障がい者の就労サポート業務に従事していただきます。
・インターネット販売業務（受注、発注、メール管理）
・作業のサポート、業務日誌の作成
・商品販売、売上金の管理
・社用車使用の場合あり
・その他、付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 特定非営利活動法人　あきた結い
ネット

看護師／秋田市

看護師（パート）の求人です。

アイグランが運営する保育園で、子供たちの看護業務をお願
いします。
保育に入りながら子供の健康管理が主な仕事です。
身体測定をしたり、保健だよりを作ったり、お仕事は様々で
す。


正・准看護師

日祝他 株式会社　アイグラン
その他

広島県広島市中区光南２－１－２０

3人 082-504-6588

不問

不問
9人 秋田県南秋田郡井川町

労災
05010- 4885891

看護師又は准看護
師

他 株式会社　リハネットワーク
毎　週

秋田県南秋田郡井川町今戸字カチ
田２９－４

9人 018-874-3843

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

看護師または准看護師

○通所介護における健康チェックや健康相談、機能訓練指導
　等の業務に従事します。

＊笑顔で仕事を行うことができる方、対人交流が好きな方を
募集しています。

＊就業時間、勤務日数は相談に応じます。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給（時給換算）

1人 875円～875円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時15分 就業場所

日給（時給換算）

1人 885円～1,009円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～16時00分 就業場所

時給

1人 770円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時00分～12時30分 就業場所

月給（時給換算）

1人 1,258円～1,258円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)10時00分～15時00分

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 762円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所18人 秋田県秋田市

労災
05010- 4918591

調理員（デイサービスさ
くら家）

○デイサービス利用者及び職員の昼食・夕食（１７食程度）の
調理と食器洗いをしていただきます。
＊食器は手洗いとなります。
＊食材の買い物には社有車を使用しますが、使用状況に
よってはマイカーを使用する場合もあります。
＊メニューや食材の管理等は、相談しながら決定します。
＊２名体制（交替制）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 企業組合　さくら家
毎　週

秋田県秋田市牛島東２丁目１－９

15人 018-835-3663

不問

7人 018-834-1141

不問
544人 秋田県秋田市

労災
05010- 4925291

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 4895591

食器洗浄業務


　○食器洗浄業務全般に従事していただきます。
　・機械での食器洗浄
　・食器の整理整頓
　・その他付随する業務
　＊アルバイト勤務です。土日のみなど、自分の都合に合わ
せて勤務できます。
　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

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル
毎　週

秋田県秋田市中通１丁目３番５号

毎　週
秋田県潟上市天王字追分西２９－７
６　秋田県総合教育センタ－内

5人 018-873-7871

不問
5,500人 秋田県秋田市

71人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 4929391

調理補助「ショートステ
イさるびあ」

○「ショートステイさるびあ」において調理補助を担当して
　いただきます。　　
・入所者３０～４０人分の調理業務（朝、昼、夕）
・食器洗い
・清掃等
・調理員　早番２名、遅番２名体制
・その他、付随する業務

＊制服貸与します。

不問

他 一冨士フードサービス　株式会社　秋
田事務所

営業事務（パート）

・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あり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 タルイシ機工　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山王臨海町２－５４

21人 018-865-1341

パソコン操作（エク
セル・打ち込み程
度）

1人 018-800-6258

・事務職の経験者
（経理経験者優遇）
・パソコン操作
（ワード、エクセル）

1人 秋田県秋田市

労災
05010- 4962991

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- 4891491

経理事務及び事務補
助

○経理事務及び事務補助に従事していただきます。

・弥生会計ソフトでの経理事務及び事務作業
・ワード、エクセルを使用
・社会保険関係の事務手続

不問

土日祝他 秋田県理容生活衛生同業組合
毎　週

秋田市旭北栄町１－５　秋田県社会
福祉会館６Ｆ

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、一太
郎）の操作、入力の
できる方

2,575人 秋田県秋田市

95,094人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010- 4900591

介護保険料の収納事
務員

【仕事の内容】
○介護保険料の収納等
　・保険料の納付相談・納付催告を行う。
　（窓口・電話・訪問により行う）

○その他付随する業務

＊雇用期間：１年毎の更新あり

不問

土日祝 秋田市役所

医療事務（秋田市南部
病院）

○総合病院での医療事務業務に従事していただきます。
・受付業務
・患者対応
・電話対応
・入力業務
・レセプト点検

＊年度更新予定

（財）日本医療教育
財団主催試験合格
者＊他の団体の資
格可、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

54人 018-835-4276

不問

42人 018-862-6681

不問
546人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 4961691

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- 4912691

庁費支弁非常勤職員
（事務補助員・訓練室）

・職業訓練業務の事務補助、各種会議等の資料作成補助
・職業訓練及び人材開発関係助成金の業務補助
・郵便物の受理、発送業務
・行政文書の収受、編綴作業
・来客対応
・パソコン入力（ワード、エクセル）
・その他電話対応、庶務担当業務補助　等

不問

土日祝他 秋田労働局
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－３

毎　週
秋田県潟上市天王字追分西２９－７
６

72人 018-873-7200
パソコン操作（エク
セル・一太郎等を
使って定型フォー
ムへの入力ができ
ること）

72人 秋田県潟上市

75人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05060- 1504791

研修事務補助（非常勤
職員）

・教育関係資料の管理
（データ管理、資料整理）
・簡単なパソコン入力
・研修資料等の印刷製本
・電話応対
・来客接待

不問

土日祝他 秋田県総合教育センター

一般事務【秋田山王
店】
＊営業支援課

◇店舗営業の事務補助　【応募前見学できます！！】
・写真撮影　　・パソコン入力
・外出用務（自家用車使用：別途ガソリン代支給）
＊難しい操作はありません。
【４～８時間の勤務希望でもＯＫ】
・勤務時間についてはご相談下さい。
・水曜、日曜休日。その他休日についても相談に応じます。
・正社員登用の可能性あり
※詳細は面接時に説明いたします。
※家庭事情に配慮します。

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水日他 朝日綜合　株式会社
毎　週

秋田県横手市赤坂字館ノ下８０－１
ベッチモントｙｏｋｏｔｅ　３階

14人 0182-32-6263

不問

基本的なパソコン
操作

14人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4959591

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
日商簿記３級以上

土日祝他 特定非営利活動法人　あきた結い
ネット毎　週
秋田県秋田市泉南３－２４－２９キャ
トルセゾン泉１０１

5人 018-874-8897

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

事務員

○事務員として従事していただきます。
・領収書、伝票等の整理
・会計ソフトを使って売上や支出の入力
・電話応対、来客応対
・外出業務（銀行、備品等の購入など）
＊外出は社有車（ＡＴ車）または自家用車使用（ガソリン代支
給：１Ｋｍ３０円）
＊平成３１年４月１日以降の採用予定です。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 850円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)21時00分～ 3時00分 就業場所
(2)21時00分～ 4時00分
(3)22時00分～ 4時00分

月給（時給換算）

2人 1,250円～1,250円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 4時00分～ 6時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

日給（時給換算）

1人 827円～827円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

15人 018-863-5900

不問
15人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 4910091

12ヶ月
労災

05010- 4883491

一般事務（嘱託職員）

○一般家庭、一般企業、公共団体から依頼を受け、センター
に登録している６０歳以上の会員へ就業を紹介するお仕事で
す。
○電話対応、窓口対応が中心で、お客様の要望を確認し、書
類作成（ＥＸＣＥＬ等を使用）、就業会員の手配、書類のチェッ
クを行ってもらいます。
○社用車（ＡＴ車）を使って、書類の受け渡しや郵便局訪問を
行ってもらいます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 一般社団法人　秋田市シルバー人材
センター毎　週
秋田市八橋南１丁目８－２　秋田市
老人福祉センター２階

毎　週
秋田県秋田市千秋明徳町３－３１

8人 018-833-6361

不問
56人 秋田県秋田市

35人 秋田県秋田市

労災
05010- 4939491

清掃（急募）

○校舎内外の清掃業務に従事していただきます。
・校舎内（男女のトイレ、廊下、教室等）の拭き、掃き掃除
・ごみの回収
・校舎外の掃き掃除
・その他、付随する業務

【３月中旬から勤務可能な方希望。それ以降でも応相談】

不問

土日祝他 学校法人　敬愛学園

新聞配達／週５日（四
ツ小屋または勝平方
面）

○新聞朝刊の配達業務
・仕分け後、原付での配達になります。
＊各地区１名ずつの募集です。
＊就業場所は相談に応じます。
＊週５日勤務。希望日優先します（週４日希望の方相談可）
＊配達部数や詳細については、面接時に説明します。


原付または普通自
動車免許

他 有限会社　旭光　（朝日新聞　秋田南
部専売所）その他
秋田県秋田市仁井田蕗見町８－１１

35人 018-839-7376

不問

普通自動車免許取
得してから３年以上
経過していること

4人 秋田県秋田市

労災
05010- 4914491

普通自動車免許１
種

月火水木日祝 ＥＣＯ代行
毎　週

秋田県秋田市八橋本町５－１－３８

4人 090-8800-0805

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

代行運転手（１種免許）
金土のみ【急募】

・お酒を飲まれたお客様をご自宅まで自動車を代行してお送
　りする業務での随伴車の運転業務。
・安全運転ができる方。
＊ＡＴ限定の方も可能です
＊就業時間（１）（２）（３）から選択可
＊就業時間、就業日数は相談に応じます
＊金、土のみの勤務
※全員時間給制です
　【障害をお持ちの方やシニアの方　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。

●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

時給

1人 1,200円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 3,480円～3,480円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,121円～1,266円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

月給（時給換算）

1人 928円～928円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時18分 就業場所

月給（時給換算）

1人 1,134円～1,134円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時15分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～13時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～12時30分 就業場所

時給

1人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 60歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（時給換算）

6人 890円～1,230円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5058891

毎　週
秋田県秋田市外旭川字四百刈２－６

20人 018-853-1120


エクセル、ワード、
インターネット操作
ができる方

44人 秋田県秋田市

5,000人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 5066891

営業事務（秋田支店）

・電話によるお客様対応
・データ入力・リモート対応
・資料作成・物品管理
・整理整頓・来客対応
・その他付随する業務

不問

土日祝 株式会社　アルファシステム

一般事務員（経理課）

○事務補助業務を担当していただきます。
・パソコンによる入力操作作業、書類のチェック、書類等のコ
ピー等
・エクセル、ワード、一太郎による入力作業、文書作成等
・来客の対応ほか　

＊雇用期間平成３１年４月１日～平成３２年３月３１日


不問

土日祝他 東北森林管理局
毎　週

秋田県秋田市中通５丁目９－１６

152人 018-836-2014

・パソコン操作可能
な方（エクセル・
ワード・一太郎等）
・事務経験者

1人 018-828-4310

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5028391

労災
03010- 6629491

事務

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

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 高松木材　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋大川町２０－３

毎　週
岩手県盛岡市永井１－１３－１

5人 019-638-5190

パソコン入力の基
本操作

82人 秋田県秋田市

82人 秋田県秋田市

雇用・労災
03010- 6627691

一般事務（秋田市）

当社の秋田ＳＳにおいて東芝コンシューママーケティング（株）
のサービス代行に関わる業務を行っていただきます。
１．受付、電話対応
２．営業、在庫管理業務
３．伝票入力
４．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 株式会社　アイヴィック

一般事務（秋田市）

当社の秋田ＳＳにおいて東芝コンシューママーケティング（株）
のサービス代行に関わる業務を行っていただきます。
１．受付、電話対応
２．営業、在庫管理業務
３．伝票入力
４．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 株式会社　アイヴィック
毎　週

岩手県盛岡市永井１－１３－１

5人 019-638-5190

パソコン入力の基
本操作

25人 018-895-7166

・パソコン操作可能な方
（エクセル・ワード等
ワープロソフト）
・職業訓練に関する経
験あれば尚可

28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- 5044091

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- 5045391

巡回就職支援指導員

・離職者を対象とした職業訓練に関する事務及び情報提供、
収集等の業務。
・委託訓練先との連絡調整に関する業務（訪問）
・受講者に対する就職支援に関する業務
・書類提出業務
・その他の業務補助

※公用車もありますが、マイカーを使用することもあります
（距離に応じてガソリン代支給）。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

毎　週
秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４番
の５３

3人 018-895-7166

・職業訓練に関する
経験（必須）
・パソコン操作（エクセ
ル、ワード、一太郎）

28人 秋田県秋田市

546人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 5098791

在職者訓練等推進員

・地域の中小企業の在職者訓練等に関するニーズの把握
・在職者訓練並びに職業訓練及び技能検定に関する情報提供及び
相談
・在職者訓練についての年間計画の作成及び指導員の手配
・地域の事業主等が行う職業訓練に対する援助及びその実施促進
・民間訓練支援施設で実施する職業訓練に関する業務
・民間訓練支援施設の使用許可に関する業務
・その他職業訓練の推進並びに職業訓練及び技能検定の振興に必
要な業務
＊自家用車借上げ

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田県立秋田技術専門校

雇用保険相談員（ハ
ローワーク秋田）

○雇用保険に関する各種給付に係る申請及び届出に関する
　周知及び相談

○その他各種給付の適正な活用のため必要な事務


＊応募書類：紹介日を含め４日以内（土日を除く）に就業場
所へ郵送または持参して下さい。

不問

土日祝他 秋田労働局
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－３

91人 018-862-6681

雇用保険法又は職業
紹介業務についての
知識
ワード、エクセル操作
必須

51人 018-860-5603

53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- 5110491

秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5085091

特別任用職員（知財窓
口支援担当者）

弁護士・弁理士等の法廷業務に抵触しない範囲で、各種専
門家・支援機関と協働し、以下の支援業務を行います。

・知財窓口における相談者への知財支援
・相談者への訪問による知財支援
・知財窓口の円滑な運営のために必要な諸活動への協力
・その他知財窓口支援担当者に必要な業務の実施

　外出用務には公用車（ＡＴ車）を使用。

土日祝他 公益財団法人　あきた企業活性化セ
ンター毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１－１

○無床産婦人科クリニックであり、外来と日帰り手術を行てい
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
その他

秋田県秋田市山王中園町１０－３５

6人 018-834-8046

不問
6人

＊特記事項欄参照
・パソコン（ワード、
エクセル、メール
等）の操作が可能
な方
・普通自動車免許
（ペーパー不可）ＡＴ
限定可

＊特記事項欄参照

平成31年3月7日発行（平成31年3月6日受付分)　Ｎｏ．１

3ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師または准看護師

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～14時00分 就業場所

時給

2人 762円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分
(3)12時00分～17時00分

時給

5人 762円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)21時00分～ 5時00分 就業場所
(2)21時00分～ 1時00分
(3) 1時00分～ 6時00分

時給

2人 762円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～21時00分 就業場所
(2)17時00分～22時00分
(3)17時00分～ 1時00分

時給

2人 762円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～ 9時00分 就業場所
(2) 6時00分～ 9時00分
(3) 6時00分～13時00分

時給

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～ 9時00分 就業場所
(2) 6時00分～ 9時00分

時給

2人 762円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分
(3)12時00分～17時00分

時給

2人 762円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～21時00分 就業場所

時給

2人 762円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 1,000円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給

3人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～15時00分 就業場所
(2)12時00分～19時00分

2,600人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5170291

ベーカリー部門（６時間
勤務）

○ベーカリー部門における商品管理全般です。
・パン製造
・品出し
・レジ作業
・袋詰め　など
＊日、祝祭日も勤務できる方
＊初めての方でも研修指導致しますので、ご安心ください。
＊１年ごとの契約更新です。

不問

他 株式会社　伊徳　秋田東店
毎　週

秋田県秋田市広面字家ノ下７２－３

170人 018-884-1109

不問

0人 03-3294-0511

＊営業経験
＊パソコンの基本
操作（ワード・エク
セル・メール程度）

5人 秋田県秋田市
3ヶ月

労災
13010-32735291

2ヶ月
雇用・労災

05010- 5037391

営業（商社）／秋田営
業所

＊当社は大手上場電子関連企業様を主な取引先とする、創
業
　７０年の歴史ある神田の商社です。
＊化学薬品をはじめ取扱製品は多岐にわたります。
＊環境事業や資源循環型商品の拡販やオリジナル製品（半
導体メーカーのクリーンルーム用の消耗品・備品等）の販売
もしております。
・営業エリア：おもに秋田県内（１日約７件前後）
・基本ルート営業であるが新規開拓もあります。

普通自動車免許

土日祝他 株式会社　河辺商会
毎　週

東京都千代田区神田錦町１丁目１３

その他
秋田県秋田市山王中島町１０－２８

10人 018-867-1563

不問
30人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市
2ヶ月

労災
05010- 5036091

販売員（２１～５時また
は２１～１時または１～
５時）

・レジ打ち、接客
・商品の陳列及び補充等
　　　　　　　　　　　　　　　　
＊採用から１～２ヶ月程度研修期間（時給７６２円、日中勤
務）
＊雇用期間は２ヶ月毎の更新　　　　　　　　　　　　　　
＊長期勤務できる方を募集（契約更新の有無は勤務状況に
よ
　り判断）

不問

他 ローソン秋田山王中島町店　（有限
会社　ならやま酒店）

販売員（１７時～２１時）
・レジ打ち、接客
・商品の陳列及び補充等

＊採用から１～２ヶ月程度研修期間（時給７６２円）　　　
＊雇用期間は２ヶ月毎の更新　　　　　　　　　　　　　　

＊長期勤務できる方を募集（契約更新の有無は勤務状況に
より判断）

不問

他 ローソン秋田山王中島町店　（有限
会社　ならやま酒店）その他
秋田県秋田市山王中島町１０－２８

10人 018-867-1563

不問

10人 018-867-1563

不問
30人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災

05010- 5035191

2ヶ月
労災

05010- 5034591

販売員（９時～１７時）
○レジ打ち、接客
○商品の陳列及び補充等
＊就業時間（１）可能な方優先　
　その他の勤務時間帯を希望の場合は相談可
＊採用から１～２ヶ月程度研修期間（時給７６２円）
＊雇用期間は２ヶ月毎の更新（更新の有無は勤務状況により
判断）
＊長期勤務できる方を募集

不問

他 ローソン秋田山王中島町店　（有限
会社　ならやま酒店）その他
秋田県秋田市山王中島町１０－２８

その他
秋田県秋田市山王中島町１０－２８

10人 018-867-1563

不問
30人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010- 5032891

販売員（５時～９時また
は６時～９時）

・レジ打ち、接客
・商品の陳列及び補充等

＊採用から１～２ヶ月程度研修期間（時給７６２円）
＊雇用期間は２ヶ月毎の更新

＊長期勤務できる方を募集（契約更新の有無は勤務状況に
より判断）

不問

他 ローソン秋田山王中島町店　（有限
会社　ならやま酒店）

販売員（早朝）

○コンビニエンスストア店舗内において、販売業務全般を
　担当していただきます。
・接客、レジ会計業務
・商品の陳列・管理、補充
・商品の発注業務
・店舗内外の清掃
・その他付随する業務
＊勤務時間、勤務日数等は相談によります。
＊高校生、学生も応募可能です。

不問

他 ローソン秋田東通一丁目店　（有限
会社　ならやま酒店）毎　週
秋田県秋田市東通１丁目４－２

15人 018-836-5399

不問

15人 018-836-5399

不問
30人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010- 5031791

6ヶ月
労災

05010- 5030491

販売員（夕方）

○コンビニエンスストア店舗内において、販売業務全般を
　担当していただきます。
・接客、レジ会計
・商品の陳列・管理、補充
・商品の発注業務
・店舗内外の清掃
・その他付随する業務
＊勤務時間、勤務日数等は相談によります。
＊高校生、学生も応募可能です。

不問

他 ローソン秋田東通一丁目店　（有限
会社　ならやま酒店）毎　週
秋田県秋田市東通１丁目４－２

毎　週
秋田県秋田市東通１丁目４－２

15人 018-836-5399

不問
30人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010- 5029691

販売員（深夜）

○コンビニエンスストア店舗内において、販売業務全般を
　担当していただきます。
・接客、レジ会計
・商品の陳列・管理、補充
・商品の発注業務
・店舗内外の清掃
・その他付随する業務

＊勤務時間、勤務日数等は相談によります。

不問

他 ローソン秋田東通一丁目店　（有限
会社　ならやま酒店）

販売員（日中）

○コンビニエンスストア店舗内において、販売業務全般を
　担当していただきます。
・接客、レジ会計
・商品の陳列・管理、補充
・商品の発注業務
・店舗内外の清掃
・その他付随する業務
＊勤務時間、勤務日数等は相談によります。
＊高校生、学生も応募可能です。

不問

他 ローソン秋田東通一丁目店　（有限
会社　ならやま酒店）毎　週
秋田県秋田市東通１丁目４－２

15人 018-836-5399

不問

不問
2,600人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5169491

不問

他 株式会社　伊徳　秋田東店
毎　週

秋田県秋田市広面字家ノ下７２－３

170人 018-884-1109

3ページ中 2ページ

平成31年3月7日発行（平成31年3月6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

鮮魚部門（７：００～１４：
００）６時間勤務

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



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～15時30分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

2人 780円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 762円～772円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～18時00分 就業場所
(2)18時00分～ 3時00分

時給

1人 780円～810円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)14時30分～18時30分 就業場所
(2) 7時00分～10時00分
(3)16時00分～19時00分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時00分～19時00分 就業場所

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～ 9時45分 就業場所
(2)16時15分～17時45分

時給

3人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

127人 018-896-5880

不問
180人 秋田県秋田市

労災
05010- 5022791

平成31年4月1日～平成
31年6月29日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5102791

運転員（リンデンバウム
いずみ）

・施設利用者の送迎業務を担当して頂きます。
・ワゴン車又は乗用車（ＡＴ・ＭＴあり）を運転し送迎します。
＊就業時間は１日３時間、（１）（２）両方の勤務です。
＊安全、安心な運転の出来る運転の上手な方希望
＊月～金の間で４日程度の勤務となります。
・不定期ですが、土、日、祝日の送迎もあります。
　（１ヶ月１０時間程度）
　※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（Ａ
Ｔ限定不可）

他 社会福祉法人　いずみ会
毎　週

秋田県秋田市泉菅野２丁目１７－１１

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

不問
8,500人 秋田県秋田市

8,500人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平成
31年6月29日 雇用・労災

05010- 5099891

冷凍食品の凍結（１０：０
０～１８：００）

○流れ作業による冷凍食品の凍結作業
・凍結作業
・立ち作業となります。
・作業服は貸与します。

＊冷凍庫内の作業はありません。

不問

土日祝 フジフーズ株式会社　秋田工場

冷凍食品の凍結（１４：０
０～１９：００）

○流れ作業による冷凍食品の製造に関する凍結作業
・立ち作業となります。
・作業服は貸与します。

＊冷凍庫内の作業はありません。

不問

土日祝 フジフーズ株式会社　秋田工場
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

不問

15人 018-877-3224

不問
15人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010- 5144491

雇用・労災
05010- 5076591

佃煮製造助手、パック
詰め、梱包及び配達

・製造の際の簡単な助手
・佃煮のパック詰め
・自動車免許（ＡＴ可）ある方は配達 不問

日祝他 有限会社　佐藤徳太郎商店
その他

秋田県潟上市昭和大久保字宮の前１
６２－１

毎　週
秋田県秋田市広面字二階堤２０－１

54人 018-893-5422

不問
75人 秋田県秋田市

130人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 5039991

放課後児童クラブ指導
員

【主な仕事の内容】
・環境整備
・学習見守り
・生活指導
・遊びの伝承　等

※児童数は最大で３５人です（最低３人で担当）

不問

日祝他 企業組合　秋田福祉サービス　ふきの
とう広面

カラオケボックススタッフ
（ＡＱＡ仁井田店）

○店内における各種業務を担当していただきます。
・カラオケスタジオのカウンター業務
・受付、室内準備
・調理補助
・その他付随する業務

＊未経験者にも仕事内容は指導します。

不問

他 株式会社　アルノ
毎　週

秋田県秋田市泉北１丁目３－２　アル
ノビル３Ｆ

8人 018-823-4144

不問

7人 018-869-7666

不問
60人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5125391

平成31年4月15日～平
成31年5月31日 雇用・労災

05010- 5090291

接客・調理補助（山王
店）

○自社焙煎の高品質なコーヒーとパスタやスイーツなどオリジ
ナルの商品を提供、販売しているカフェのお仕事です。
・接客は主にラウンジでのお客様応対や豆の販売などを行い
　ます。
・調理補助はパスタ、サンドイッチ、デザートなどの作成や
　仕込みを行います。
＊お客様とコミュニケーションを取り、明るく前向きに仕事がで
きる方、大歓迎です。
＊就業時間、曜日についてはご相談下さい。

不問

他 ナガハマコーヒー　株式会社
毎　週

秋田県秋田市外旭川字小谷地１１０
－１

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
14,000人 秋田県秋田市

51人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 5033291

レストランホール業務
【秋田市】

○ゴルフ場レストランでのホール業務


※１１月頃までの予定のお仕事です。（契約更新の場合）

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

接客・配膳補助

○ラーメン店での接客業務等に従事していただきます。
・お客様が購入された食券を受け取り注文のラーメンを運ぶ
・トッピングの盛り付け
・食器洗浄（油分が少なく簡単です）
・テーブル拭きなど（下膳はセルフサービスです）

＊契約の更新は１年毎になります。

不問

水他 ヤマヨ　株式会社
その他

秋田県秋田市泉中央１丁目３－５６

4人 018-863-5344

不問

11人 018-832-0038

不問
1,600人 秋田県秋田市

～平成31年10月31日
労災

05010- 5055991

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

調理補助係

○秋田カントリークラブ内のレストランにおいて、調理補助（盛
付等）
・食器洗浄の業務

※働き方改革関連認定企業　男女イキイキ職場宣言事業所

不問

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－６９

0人 018-828-4851

不問

平成31年3月7日発行（平成31年3月6日受付分)　Ｎｏ．３

他 日本ビューホテル株式会社　秋田
ビューホテル毎　週
秋田県秋田市中通２丁目６－１

31人 秋田県秋田市
～平成31年6月30日

労災
05010- 5124091

リネン管理業務

【平成３１年４月１日からの新規契約による募集です！！】

・寝具の交換及びベッドメイキング業務
・各病棟の寝具や病衣の回収、補充。状況によっては集配車
からの受取などもあります。
・その他付随する業務も担当します。

＊採用日：平成３１年３月末頃を予定しています。
＊雇用期間：表示後は年度毎の契約更新となります。

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

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,170円～1,310円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時30分 就業場所

時給

1人 1,200円～1,400円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 840円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)10時00分～18時00分

時給

1人 770円～870円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 64歳以下 就業場所

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時45分 就業場所

時給

1人 865円～878円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,066円～1,066円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時15分～15時15分 就業場所

5人 018-893-3552

ＰＣ操作できる方
5人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010- 5218891

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 労災

05010- 5285591

通販業務の事務

○インターネット通販業務
・パソコンを使用した受注管理業務
・お客様からの電話応対、メール返信
・注文商品の梱包、発送業務


＊パソコン使用必須業務になります。
　キーボードにてスムーズに文字入力ができる方

不問

土日祝他 ネクストオーダー　株式会社
毎　週

秋田県潟上市天王字塩口９８－１

毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

87人 018-831-2011

不問
350人 秋田県秋田市

122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- 5241891

検診事務補助（非常
勤）

・検診車による巡回健診及びセンター内での検診業務
・身体測定・視力検査・受付補助　等
＊早朝出発の検診あり
＊出勤日、勤務日数については相談に応じます。
＊勤務時間については、健診スタッフとして従事のため検診車で出
発してから、帰庁するまでとなります。
＊健診の日程により、勤務時間が変動しますが１日平均６時間程度
の勤務となります。
＊冬期間は、健診日程が少ないため従事する日が少なくなります。

不問

土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団

国家行政事務　（会計
課７Ｈ）

○会計事務補助に従事していただきます。
・パソコン入力、編集
・宅配便等の発送業務
・書類の整理、電話対応
・その他雑務

不問

土日祝他 秋田地方法務局
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－３

9人 018-862-6531

パソコン操作（エク
セル等）

018-889-2215

2,334人 秋田県秋田市
平成31年4月3日～平
成31年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5236591

パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、Ｐ
ｏｗｅｒＰｏｉｎｔ等）が
出来ること。ＰＣを
使って簡易なチラ
シの作成ができる
こと。

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13070-25024991

事務系スタッフ（総合学
務課）【産休育休代替】

所属先：総合学務課
高大接続事業（高校生に大学入学後、支障なく大学の講義に
対応できる学力を身に付けさせるための支援事業）に関する
以下の業務を担当いただきます。　
・事業の実施補助
・会計処理事務
・文書管理事務
・その他事業に関する事務補助
　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

毎　週
東京都渋谷区初台２ー５－８　西新
宿豊国ビル２Ｆ

20人 0120-938-841

入力などの簡単な
ＰＣ作業、電話対応
経験など

650人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5265491

一般事務【秋田】入力、
電話対応などの作業♪

【一般事務】在宅マッサージを提供する事業所の事務員とし
て、以下の業務をお願いします。
・書類作成
・電話応対
・介護事業所等への書類提出
◎お仕事に慣れてきたら…
施術スタッフの訪問シフト管理なども徐々に教えていきます。
また、介護事業所への書類提出など、外出業務をお願いする
こともございます。

不問

土日 株式会社フレアス

事務員

○事務の仕事を行っていただきます。
・電話対応
・受発注のパソコン入力作業
・その他、付随する業務

＊就業時間（１）（２）いずれか選択。面接時ご相談。

＊就業時間、勤務日数はご相談に応じます。

不問

日祝他 株式会社石川酒店
その他

秋田県秋田市中通六丁目１４番１３
号

8人 018-832-3161


パソコン操作経験
者
（販売経験者尚可）

14人 018-895-5311

パソコン基本操作
のできる人

720人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年7月31日 雇用・労災

05010- 5232491

平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災

05010- 5203191

事務員（臨時）

○軽自動車（四輪）に関する、各種申請の事務処理
○窓口業務補助
○パソコン入力
○電話応対等

＊窓口で受け付けを行い、書類をチェックし、シートを
　ＯＣＲで読み込ませ、車検証を作成します。
＊数名で協力しながら窓口業務、作成業務を行います。


不問

土日祝他 軽自動車検査協会　秋田事務所
毎　週

秋田県秋田市寺内字三千刈４６３－
３

毎　週
秋田市新屋表町８番１９号

22人 018-828-3038

不問
22人 秋田県秋田市

285人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災
05010- 5213391

幼稚園教諭（午後専
属）

○幼稚園児の保育、教育を担当します。
・３歳～５歳児の保育業務（午後専属）
・その他付随する業務

＊契約更新は、園長と面談のうえ決定します（６か月更新）




幼稚園教諭または
保育士

土日祝 学校法人　児童福音学園認定こども
園　ルーテル愛児幼稚園

診療放射線技師（外旭
川病院）

○放射線業務を担当します。
　・一般撮影
　・ポータブル撮影
　・ＣＴ撮影
　・ＰＡＣＳ管理

＊医師、看護師、コメディカルなど多職種で協力して診療を
行っており、明るく楽しい職場です。

診療放射線技師

土日祝他 医療法人　惇慧会
毎　週

秋田県秋田市外旭川字三後田１４２

212人 018-868-5511

不問

不問
945人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5217791

看護師免許

土日祝他 秋田赤十字病院
毎　週

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
２２２－１

945人 018-829-5000

平成31年3月8日発行（平成31年3月7日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師（泌尿器科・
パート）

○看護業務に従事していただきます。
・外来業務（泌尿器科）
・その他、付随する業務


＊平成３１年４月１日からの雇用開始となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 865円～878円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所

時給

2人 865円～878円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～12時45分 就業場所
(2)12時45分～16時45分

時給

1人 865円～878円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 865円～878円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

2人 865円～878円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所
(2)11時00分～18時00分

時給

1人 800円～870円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所

時給

4人 780円～830円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～14時00分 就業場所
(2)12時00分～18時30分
(3) 8時00分～13時30分

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時45分～19時15分 就業場所
(2) 9時45分～13時15分

時給

1人 780円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～19時00分 就業場所

時給

1人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所2,600人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010- 5222691

インストア・ベーカリー
（８時～１２時）

○インストア・ベーカリー部門にて下記の業務に従事していた
だきます。
【主な業務内容】
・商品陳列及び補充
・商品の袋詰め
・接客、販売業務
・レジ登録

＊初めての方でも研修指導しますので、ご安心ください。

不問

他 株式会社　伊徳　土崎みなと店
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目２－１
８

135人 018-816-0060

不問

135人 018-816-0060

不問
2,600人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010- 5221391

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5192991

インストア・ベーカリー
（１５時～１９時）

○インストア・ベーカリー部門にて下記の業務に従事していた
だきます。
【主な業務内容】
・商品陳列及び補充
・商品の袋詰め
・接客、販売業務
・レジ登録

＊初めての方でも研修指導しますので、ご安心ください。

不問

他 株式会社　伊徳　土崎みなと店
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目２－１
８

その他
秋田県秋田市外旭川字中谷地２４

10人 018-869-7217

不問
20,000人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災

05010- 5230691

衣料品の販売

○ベビー、子供用品の販売業務に従事していただきます。
・接客販売、レジでの会計業務
・商品の品出し作業や清掃業務もあります。
・その他、付随する業務あり（商品包装等）

＊入社後、レジ操作や接客案内等について指導いたします
ので、初めての方でも安心して応募してください。

＊土・日・祝日に勤務できる方

不問

他 バースデイ　外旭川店

売店販売員（秋田県立
循環器・脳脊髄セン
ター）

【平成３１年４月１日オープンによる募集です！！】

○秋田県立循環器・脳脊髄センター内売店での販売業務に
従事していただきます。
・販売、仕入れ、在庫管理が主たる業務となります。

不問

他 株式会社　サンアメニティ東北
毎　週

秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１９
４番地１

0人 018-881-3171

不問

135人 018-816-0060

不問
2,600人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010- 5223991

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5220091

鮮魚部門（１３時～１７
時）

○鮮魚部門部門にて下記の業務に従事していただきます。
【主な業務内容】
・鮮魚部門における商品づくり
・商品陳列及び補充
・商品のパック詰め
・値付け

＊初めての方でも研修指導しますので、ご安心ください。

不問

他 株式会社　伊徳　土崎みなと店
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目２－１
８

毎　週
秋田県秋田市土崎港西３丁目２－１
８

135人 018-816-0060

不問
2,600人 秋田県秋田市

122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- 5246391

レジ担当（９時～１６
時、　１１時～１８時）

○お客様のお買いもの商品の会計をします。
・レジ登録からお会計までのお客様対応
○サービスカウンターの作業をします。
・お客様からの依頼による包装作業
・宅急便の受付

＊初めての方でも研修指導しますので、ご安心ください。

不問

他 株式会社　伊徳　土崎みなと店

国家行政事務　（登記
部門６Ｈ運転業務あり）

○登記事務補助に従事していただきます。
　・庁用車の運転及び管理点検
　・土地建物現地調査に伴う測量補助
　・書類の整理
　・パソコン入力、編集
　・その他雑務


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田地方法務局
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－３

32人 018-862-6531

パソコン操作（エク
セル等）

32人 018-862-6531

パソコン操作（エク
セル等）

122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- 5245091

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- 5244191

国家行政事務　（登記
部門６Ｈ運転業務なし）

○登記事務補助に従事していただきます。
・電話対応
・パソコン入力、編集
・郵送業務
・書類の整理等


不問

土日祝他 秋田地方法務局
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－３

毎　週
秋田県秋田市山王７丁目１－３

32人 018-862-6531

パソコン操作（エク
セル等）

122人 秋田県秋田市

122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

05010- 5243591

国家行政事務　（登記
部門７Ｈ）

○登記事務補助に従事していただきます。
・電話対応
・パソコン入力、編集
・郵送業務
・書類の整理等

不問

土日祝他 秋田地方法務局

国家行政事務　（戸籍
課）

○戸籍事務補助に従事していただきます。
・窓口対応、電話対応
・パソコン入力、編集
・来客対応
・その他雑務

不問

土日祝 秋田地方法務局
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－３

8人 018-862-6531

パソコン操作（エク
セル等）

パソコン操作（エク
セル等）

122人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・公災

05010- 5242291

不問

土日祝他 秋田地方法務局
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－３

9人 018-862-6531

4ページ中 2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．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

国家行政事務　（会計
課４Ｈ）

○会計事務補助に従事していただきます。
・パソコン入力、編集
・宅配便等の発送業務
・書類の整理、電話対応
・その他雑務



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時20分～ 9時50分 就業場所

時給

1人 950円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～19時30分 就業場所

時給

3人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

1人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
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20分～16時20分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)11時30分～13時30分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時30分～ 9時30分 就業場所
(2) 9時30分～15時30分

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～ 9時00分 就業場所
(2)18時00分～19時00分

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～12時30分 就業場所

6人 018-881-3171

不問
530人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 労災

05010- 5249491

～平成32年3月31日
労災

05010- 5209791

惣菜調理補助【国際教
養大学】

○国際教養大学売店で販売する、おにぎり、サンドイッチ、お
弁当の調理補助業務に従事していただきます。
・調理場所はカフェテリア内厨房となりますので、売店への運
搬（徒歩２分以内）もあります。


不問

他 株式会社　サンアメニティ　秋田支社
毎　週

秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１９
４－１

毎　週
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

130人 018-857-3101

不問
480人 秋田県秋田市

25人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5199091

調理補助（パート）

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

＊上記食事の食器洗浄を主に担当していただきます。

※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）

調理、盛付け

○「ショートステイ　おぐら」での調理スタッフとして従事して頂きま
す。
・施設利用者様の給食の調理
・後片付け
・清掃等
・制服貸与いたします。
＊施設内にて調理を行い、施設利用者様を笑顔にする仕事です。あ
なたの力をぜひ活かして下さい。
＊元気で明るい対応が求められます。
【６０歳以上の方応募可能】

不問

他 株式会社　しまっくす
毎　週

秋田県秋田市大町３丁目２－３０

6人 018-824-8846

不問

19人 018-824-8846

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5198191

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 労災

05010- 5231991

宅配弁当調理

○宅配弁当の調理、食材仕分け等に従事して頂きます。
・お弁当の調理
・後片付け
・清掃等
・制服貸与いたします。
＊毎日の生活を支える食事の調理を通して地域のお年寄り
を笑顔にする仕事です。あなたの力をぜひ活かして下さい。
【６０歳以上の方応募可能】

不問

他 株式会社　しまっくす
毎　週

秋田県秋田市大町３丁目２－３０

毎　週
秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１９
４番地１

0人 018-881-3171

不問
20人 秋田県秋田市

132人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5212091

調理補助（秋田県立循
環器・脳脊髄センター）

【平成３１年４月１日オープンによる募集です！！】

○秋田県立循環器・脳脊髄センター内食堂での調理補助業
務に従事していただきます。
・盛付け、食器洗い、提供、簡単な調理が主たる業務となりま
す。

不問

土日祝 株式会社　サンアメニティ東北

調理員≪急募≫

○乳幼児の給食業務
・給食、おやつの調理
・食器の片付け
・厨房内の片付け、清掃等

※３月で退職者ありの為急募です。

＊制服は貸与します。

不問

日祝他 社会福祉法人　翼友会
隔　週

秋田市飯島飯田１丁目１２－４０

29人 018-816-0550

不問

130人 018-857-3101

不問
480人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・労災

05010- 5208491

12ヶ月
雇用・労災

05010- 5204091

調理職員（パート）

・施設入所者（１５０人）
・通所利用者昼食（約４０人）
・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）毎　週
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

その他
秋田県秋田市大町３－３－１５　ユニ
バースビル６Ｆ

0人 018-888-1333

不問
15,000人 秋田県秋田市

372人 秋田県潟上市
12ヶ月

労災
05010- 5201291

調理員（第二聖和）

○多機能型障害福祉施設において調理全般に従事していた
だきます。
・食材の検品、下処理、調理、盛付け、配膳、下膳、洗浄、清
掃などの業務となります

＊初年度は１５食程度を見込んでおり、２名体制で調理する
予定です。
＊契約は１年毎の更新予定です。
※２０１９年４月１日にオープンする新しい施設です。

不問

日他 株式会社　メフォス北日本　東北事
業部　秋田支店

調理員（パート）

○入院患者の調理業務に従事していただきます。（患者約１
８０食）
・夕食の調理と後片付け
・管理栄養士５名、栄養士１名、調理師１０名
　（ほかに調理師補助の職員が５名います）

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定評価制度

不問

他 医療法人　仁政会　杉山病院
毎　週

秋田県潟上市昭和大久保字北野出
戸道脇４１

245人 018-877-6141

不問

不問
372人 秋田県潟上市

12ヶ月
労災

05010- 5200891

不問

他 医療法人　仁政会　杉山病院
毎　週

秋田県潟上市昭和大久保字北野出
戸道脇４１

245人 018-877-6141

平成31年3月8日発行（平成31年3月7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

調理員（パート）

○入院患者の調理業務に従事していただきます。（患者約１
８０食）
・夕食の調理と後片付け
・管理栄養士５名、栄養士１名、調理師１０名
　（ほかに調理師補助の職員が５名います）

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定評価制度

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

月給（時給換算）

7人 909円～909円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時30分～18時30分 就業場所
(2)14時00分～18時30分
(3) 8時30分～13時30分

月給（時給換算）

7人 909円～909円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時30分～18時30分 就業場所
(2) 8時30分～13時30分

時給

1人 950円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)20時00分～22時00分 就業場所
(2) 9時30分～17時30分
(3) 9時30分～15時30分

時給

2人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 1,100円～1,250円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～ 9時30分 就業場所
(2)12時30分～13時30分
(3)14時00分～15時30分

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)14時00分～18時00分 就業場所

19人 018-824-8846

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5196291

労災
05010- 5224491

宅配弁当の配達

○宅配弁当の配達業務に従事して頂きます。
・秋田市内中心
・社用車（軽）使用

＊制服貸与いたします。


不問

他 株式会社　しまっくす
毎　週

秋田県秋田市大町３丁目２－３０

毎　週
秋田県秋田市飯島字前田表２４８

28人 018-845-7985

不問
28人 秋田県秋田市

2,600人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010- 5225791

園バス運転手

○送迎バスの運転業務に従事していただきます。
・送迎の園児は１０人程度になります。
・担当の送迎者が同乗します。

＊園の行事の際に先生方の移動がある場合は送迎していた
だく場合もあります。

＊送迎は実働２時間半程度になります。
　これ以上の勤務も可能です。相談に応じます。

中型免許

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

惣菜部門（８時～１２
時）

○惣菜部門にて下記の業務に従事していただきます。
【主な業務内容】
・惣菜部門における商品作り
・パック詰め
・値付け
・商品陳列

＊初めての方でも研修指導しますので、ご安心ください。

不問

他 株式会社　伊徳　土崎みなと店
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目２－１
８

135人 018-816-0060

不問

35人 018-829-4000

不問
91人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 労災

05010- 5284291

～平成32年3月31日
公災

05010- 5235291

警備（非常勤嘱託）

○学内の巡回

○学内の戸締り

○受付窓口対応　等


＊詳細はホームページ参照

不問

祝 日本赤十字秋田看護大学
その他

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
１７－３

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

2人 018-888-5429

不問
3,360人 秋田県秋田市

3,360人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・公災・健康・厚生
05010- 5234891

児童厚生員（Ｂ）

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

＊２～３名体制での業務となります。

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

保育士資格・幼稚
園教諭免許・教員
免許
いずれかの資格を
持っている方

日祝他 秋田市役所

児童厚生員（Ａ）

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

＊２～３名体制での業務となります。

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

保育士資格・幼稚
園教諭免許・教員
免許
いずれかの資格を
持っている方

日祝他 秋田市役所
な　し

秋田県秋田市山王１丁目１－１

2人 018-888-5429

不問

不問
13,000人 秋田県秋田市

2ヶ月
労災

13010-33475691

不問

他 株式会社　マルハン
毎　週

東京都千代田区丸の内１－１１－１
パシフィックセンチュリープレイス丸の

30人 03-5221-7974

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

臨海店／パチンコ店・
ホール・カウンタース
タッフ

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

※研修期間は入社日から１２５～２５０時間

●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



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（時給換算）

1人 1,300円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,583円～1,583円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,300円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
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～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分
(3)12時00分～18時00分

時給

2人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 1,400円～2,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,400円～2,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,400円～2,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 1,217円～1,217円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時45分 就業場所
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- 5387991

毎　週
秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４－２
６

35人 018-888-2000

実験実務経験者
35人 秋田県秋田市

862人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
11030-10123391

実験補助（非常勤職
員）


　○　実験補助業務に従事していただきます。

　・　試薬試料の調整、分析機器の操作等
　・　実験器具等の洗浄作業　
　・　その他付随する業務

不問

土日祝 秋田県総合食品研究センター

子ども英会話講師［秋
田市／イオンモール秋
田教室］

直営の教室にて、幼児から高校生までの子どもを対象に
英会話のレッスンをしていただきます。
・英会話レッスン、文法レッスンの提供
・会員、保護者対応　　　　・各種イベント案内
・欠席者の電話入れ　　　　・手紙配布
・授業参観　　　　　　　　・教室清掃
・ペーパーワーク（報告書、連絡票記入）など

※研修制度と英語力サポート制度で未経験の方でも安心
　（働いている方の７～８割は未経験者）

不問

日他 イッティージャパンイースト株式会社
毎　週

埼玉県さいたま市大宮区下町１丁目
５０番地

1人 048-642-0982

日常英会話程度の
語学力がある方

1人 048-642-0982

日常英会話程度の
語学力がある方

862人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
11030-10085691

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

11030-10081591

子ども英会話講師［秋
田市／秋田泉教室］

直営の教室にて、幼児から高校生までの子どもを対象に
英会話のレッスンをしていただきます。
・英会話レッスン、文法レッスンの提供
・会員、保護者対応　　　　・各種イベント案内
・欠席者の電話入れ　　　　・手紙配布
・授業参観　　　　　　　　・教室清掃
・ペーパーワーク（報告書、連絡票記入）など

※研修制度と英語力サポート制度で未経験の方でも安心
　（働いている方の７～８割は未経験者）

不問

日他 イッティージャパンイースト株式会社
毎　週

埼玉県さいたま市大宮区下町１丁目
５０番地

毎　週
埼玉県さいたま市大宮区下町１丁目
５０番地

1人 048-642-0982

日常英会話程度の
語学力がある方

862人 秋田県秋田市

51人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5414991

子ども英会話講師［秋
田市／イオン土崎港教
室］

直営の教室にて、幼児から高校生までの子どもを対象に
英会話のレッスンをしていただきます。
・英会話レッスン、文法レッスンの提供
・会員、保護者対応　　　　・各種イベント案内
・欠席者の電話入れ　　　　・手紙配布
・授業参観　　　　　　　　・教室清掃
・ペーパーワーク（報告書、連絡票記入）など

※研修制度と英語力サポート制度で未経験の方でも安心
　（働いている方の７～８割は未経験者）

不問

日他 イッティージャパンイースト株式会社

保育士（パート）

○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１５名位の園児
・０歳児～２歳児はスタッフが３～５名程度
・３歳児～５歳児はスタッフ２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

土日祝 社会福祉法人　若駒会
毎　週

秋田県秋田市山王２丁目１－２１

29人 018-862-0266

不問

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
１４－１

89人 018-829-3577

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- 5444591

39人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010- 5462091

放課後等デイサービス
事業支援補助

○障害をもつ小・中・高校生の生活能力向上の為の支援。
　（学習、食事、排せつ、運動　等）

＊定員１０人に対して職員４～５人体制
＊送迎業務あり（公用車使用）

他 社会福祉法人　秋田県社会福祉事
業団　高清水園毎　週

栄養士

○秋田県健康増進交流センター「ユフォーレ」内健康増進部
において、ご利用者様の栄養面の指導に従事していただきま
す。

・カロリー摂取指導
・食生活改善指導
・料理教室の開催等
・トレーニングルーム、フロントの受付・案内等もあります

栄養士免許

他 河辺地域振興　株式会社
毎　週

秋田県秋田市河辺三内字丸舞１－１

39人 018-884-2111

不問

87人 018-831-2011

不問
349人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 労災

05010- 5413691

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 労災

05010- 5418291

臨床検査技師（非常
勤）

○検診車による巡回健診及びセンター内での検診業務
・尿検査・心電図検査・採血　等
＊早朝出発の検診あり
＊出勤日、勤務日数については相談に応じます。
＊勤務時間については、健診スタッフとして従事のため検診車で出
発してから、帰庁するまでとなります。
＊健診の日程により、勤務時間が変動しますが、１日平均６時間程
度の勤務となります。
＊冬期間については、健診日程が少ないため従事する日が少なくな
ります。

臨床検査技師

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

秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

87人 018-831-2011

不問
349人 秋田県秋田市

秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 労災

05010- 5409891

診療放射線技師（非常
勤）

○検診車による巡回健診及びセンター内での検診業務
・胸部レントゲン撮影等
＊早朝出発の検診あり
＊出勤日、勤務日数については相談に応じます。
＊勤務時間については、健診スタッフとして従事のため検診車で出
発してから、帰庁するまでとなります。
＊健診の日程により、勤務時間が変動しますが、１日平均６時間程
度の勤務となります。
＊冬期間については、健診日程が少ないため従事する日が少なくな
ります。

診療放射線技師

土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団毎　週

○検診車による巡回健診及びセンター内での検診業務
・問診・血圧測定・採血　等
＊早朝出発の検診あり
＊出勤日、勤務日数については相談に応じます。
＊勤務時間については、健診スタッフとして従事のため検診車で出
発してから、帰庁するまでとなります。
＊健診の日程により、勤務時間が変動しますが、１日平均６時間程
度の勤務となります。
＊冬期間については、健診日程が少ないため従事する日が少なくな
ります。

保健師・看護師・准
看護師免許のいず
れか

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

87人 018-831-2011

不問
349人

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）可能
な方
（保育士・児童指導
員及び障害福祉施
設勤務経験があれ
ば尚可）

平成31年3月11日発行（平成31年3月8日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護職（非常勤）

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給（時給換算）

1人 1,460円～1,460円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時15分 就業場所

時給

3人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～12時30分 就業場所
(2)16時00分～20時00分
(3)17時00分～21時00分

時給

1人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)11時00分～18時00分 就業場所

時給

2人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)11時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 870円～870円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 1,100円～1,200円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)16時30分～ 9時00分 就業場所354人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5450891

介護員（小玉医院）【夜
間専門】≪急募≫

○病棟入院患者の介護業務全般を担当します。
【主な業務内容】
・入浴、食事、排泄介助
・その他付随する業務
＊夜勤専門で月１０回の勤務となります。
＊１勤務あたりの賃金は、１３，０５０円です。　　
＊将来的にグループ会社への出向の可能性もあります。　　
＊退職予定者ありの為
＊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】

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

57人 018-877-7110

不問

2人 022-715-8301

不問
800人 秋田県秋田市

3ヶ月
労災

04010-18706791

雇用・労災
05010- 5473991

（派）家電品の説明
（家電量販店内）［秋田
市］

１．家電量販店で、の商品説明が主な業務です。来店客を店
内で誘導して頂く場合もあります。
２．週２日勤務が基本です。
　　（土曜、日曜、祝日　月１０日まで）
３．初心者でも商品研修、接客の研修を行いますので大丈
夫。接客経験のある方ならすぐにコミュニケーション力を発揮
することができます。

＊３ヶ月毎契約更新

不問

月火水木金 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

その他
秋田県秋田市御所野地蔵田１丁目１
－１　イオン１Ｆ

6人 018-893-3786

不問
18人 秋田県秋田市

2,600人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5434291

販売業務（店頭販売：イ
オンモール秋田）

○バラエティ雑貨「ＦＡＣＥ」にて販売業務全般に従事していた
だきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ティーンズ向けのアクセサリー、バック、文具等店頭販売
・レジ業務
・商品管理　等

＊４～５時間程度（応相談）
＊制服貸与
＊社内割引制度あり

不問

他 株式会社　内藤　秋田店

グロサリー部門担当【６
ｈ勤務】（１１時～１８時）

・商品品出
・売場手直し
・商品発注
・倉庫整理
・ハンディターミナル使用
・接客
・その他付随する業務

不問

他 株式会社　伊徳　いとく自衛隊通店
その他

秋田県秋田市土崎港北２丁目１７－
６０

160人 018-846-6655

不問

160人 018-846-6655

不問
2,600人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010- 5433891

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5431491

ベーカリー部門担当【４
ｈ勤務】（７時～２０時）

○サンドイッチ・パンなどの値付け、陳列、加工、発注、
　接客などをしていただきます。

＊パン作りの知識を得たり、食べ方の提案が出来たり、女性
もたいへん活躍しているお仕事です。

＊立ち仕事となります。
＊未経験者にも仕事内容は教えます。

不問

他 株式会社　伊徳　いとく自衛隊通店
その他

秋田県秋田市土崎港北２丁目１７－
６０

その他
秋田県秋田市土崎港北２丁目１７－
６０

160人 018-846-6655

不問
2,600人 秋田県秋田市

2,600人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5429091

惣菜部門（寿司担当）
【６ｈ勤務】（１１時～１８
時）

・寿司の製造
・商品の品出し
・商品発注
・売場手直し
・その他、付随する業務

不問

他 株式会社　伊徳　いとく自衛隊通店

鮮魚部門担当【６ｈ勤
務】　　（７時～）（１１時
～）

○鮮魚部門での業務を担当していただきます。
・商品作り
・品出し
・発注業務
・接客
・その他付随する業務
＊未経験の方が大多数で、それぞれ活躍しています。人との
　触れ合いが多く、コミュニケーションが広がる楽しい仕事
　です。

不問

他 株式会社　伊徳　いとく自衛隊通店
その他

秋田県秋田市土崎港北２丁目１７－
６０

160人 018-846-6655

不問

160人 018-846-6655

不問
2,600人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5424791

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5432791

青果部門担当【６ｈ勤
務】　　１０時～１７時

・野菜や果物のカット、袋詰め
・商品の品出し
・売場手直し
・商品発注
・接客
・その他、付随する業務

不問

他 株式会社　伊徳　いとく自衛隊通店
その他

秋田県秋田市土崎港北２丁目１７－
６０

その他
秋田県秋田市土崎港北２丁目１７－
６０

160人 018-846-6655

不問
2,600人 秋田県秋田市

2,600人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010- 5426291

サポート（レジ担当）【６
ｈ勤務】（１０時～１７時）

○レジ操作や接客などを行います。
・接客
・その他付随する業務

＊未経験の方が大多数で、それぞれ活躍しています。人との
　触れ合いが多く、コミュニケーションが広がる楽しい仕事
　です。
＊ラッピング技術も身に付きます。

不問

他 株式会社　伊徳　いとく自衛隊通店

サポート（レジ担当）【４
ｈ勤務】（８時３０分～２
１時）

○レジ操作や接客などを行います。
・接客
・その他付随する業務

＊未経験の方が大多数で、それぞれ活躍しています。人との
　触れ合いが多く、コミュニケーションが広がる楽しい仕事
　です。
＊ラッピング技術も身に付きます。

不問

他 株式会社　伊徳　いとく自衛隊通店
その他

秋田県秋田市土崎港北２丁目１７－
６０

160人 018-846-6655

不問

秋田県内食品企業ま
たは支援機関（商工
会・金融機関・自治体
等）での勤務経験

35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- 5388491

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田県総合食品研究センター
毎　週

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４－２
６

35人 018-888-2000

4ページ中 2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．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

マッチングスタッフ（非
常勤職員）


○　県内外企業に向けた米加工技術の営業業務に従事。

・　県内米加工関連事業者への訪問調査及び調査結果の
データベース化
・　県内外の企業・団体に対するマッチングコーディネート活
動
・　首都圏の展示会等での技術的説明
・　その他付随する業務



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 825円～825円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～15時00分 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 6時00分～10時00分 就業場所
(2) 6時00分～14時00分

時給

1人 950円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,200円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)11時00分～19時30分 就業場所

時給

1人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給

4人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所
(2)10時00分～17時00分
(3)11時00分～18時00分

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

月給（時給換算）

1人 769円～1,230円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 3時30分～ 6時00分 就業場所

25人 018-874-8739

不問
25人 秋田県秋田市

労災
05010- 5392091

6ヶ月
雇用・労災

05010- 5410191

新聞配達員

○朝日新聞の配達（バイク使用）をしていただきます。

＊給与は、担当地区・部数により月給制

＊担当地区は相談による
　（手形・千秋・保戸野・泉・外旭川・添川　等）

＊詳細は面談にて相談致します

原付免許（自動二
輪車免許または普
通自動車免許あれ
ば尚可）

他 朝日サービスアンカーＡＳＡ千秋公園
（有限会社　ＡＳＡ千秋公園）な　し
秋田県秋田市千秋明徳町１－１３

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
2,351人 秋田県秋田市

133人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010- 5404391

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

倉庫内作業員
○冷蔵・冷凍倉庫内にて冷凍食品を納品先別に仕分けする
作業に従事していただきます。
・店舗別仕分け作業
・ラベルシール貼り付け作業

＊作業日数・時間は面談時に希望を考慮します。



不問

他 秋印　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字一本木８０－
４

10人 018-869-7890

不問

10人 018-881-5454

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5461191

3ヶ月
雇用・労災

05010- 5463391

保守点検、工事

○当社の各種点検業務を担当していただきます。
・貯水槽清掃、油タンク漏えい検査、消防設備保守点検、水
処理装置保守点検、配管工事、機械修理
・秋田県内が現場になります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 有限会社　環境技研
毎　週

秋田県秋田市下浜長浜字兜森７７－
６

毎　週
秋田県秋田市河辺三内字丸舞１－１

39人 018-884-2111

不問
39人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5408791

プール監視員（ユフォー
レ）

○秋田県健康増進交流センター「ユフォーレ」内プール、
　各種お風呂がある「バーデゾーン」の監視員。　

・その他温度等調べたり、遊具等の整理、
　トレーニングルームの受付対応

＊契約の更新あり

不問

他 河辺地域振興　株式会社

一般事務（パート）【急
募】

○一般事務
・宅建・建築に関わる事務作業（パソコン入力他）
・書類の整理
・経理の補助
・来客・電話対応
・郵便物発送準備
・外出あり（社用車ＡＴ）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 トーケンホーム　株式会社
毎　週

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）

30人 018-879-8804

不問
9,720人 秋田県南秋田郡五城目町

平成31年7月1日～平
成31年8月31日 雇用・労災

05010- 5405691

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13060- 5912591

駐車場整理員

○パチンコホールの敷地内にて駐車場の巡回チェック業務を
　担っていただきます。
【具体的な業務】
・駐車されている車１台１台を定期的に回り、ライトの消し
　忘れ、窓の閉め忘れ、迷惑駐車などの確認、対応を行って
いただく他、駐車場内の清掃や備品整理など、お客様の快適
なひと時をサポートする仕事です。


不問

他 株式会社　ダイナム　秋田五城目店
その他

秋田県南秋田郡五城目町大川西野
字堤の内１４－１

毎　週
東京都大田区蒲田５－３８－３　蒲田
朝日ビルデイング８階

35人 03-5711-8211

不問
750人 秋田県秋田市

62人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05020- 1378091

カフェスタッフ＜秋田市
＞

○駅ビル内にあるドトールコーヒーショップ（ＦＣ）です。
　レジ・接客・ドリンクやフード調理などをお願いします。

※スキルに応じて研修を行いますので、初めての方もご安心
ください。

＊マイカー通勤可
＊雇用・社会保険完備
＊社員割引あります

不問

他 株式会社　オアシスＭＳＣ

調理員【ヴェル】

◆小規模多機能型居宅介護において、利用者（１５名程度）　の食事
の調理業務全般に従事して頂きます。
◎調理・配膳・後片付け・食器洗浄等の作業。
◎献立作成はありません。
◎現在、２人体制で行っています。
◎買い出し業務あります。（社用車使用）
＊就業時間４時間の場合は買い出しありません。
※応募希望者は連絡の上、先に紹介状と履歴書を郵送して下さい。
後日、面接日時等を本人へ連絡します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【備考欄確認】

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊調理師免許あれ
ば尚可

他 ヴォルファート株式会杜
毎　週

秋田県能代市字中柳２７番地３

17人 0185-89-5432

不問

不問
94,964人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
労災

05010- 5448691

不問

他 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
その他

秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

50人 018-835-4276

平成31年3月11日発行（平成31年3月8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

調理員（ニチイケアセン
ター秋田）

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

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 738円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～15時00分 就業場所

時給

2人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)18時00分～23時00分 就業場所
(2)20時00分～ 0時00分
(3)17時00分～21時00分

05010- 5458491

皿洗い　ドリンク作り

○和食料理店でのお仕事です。
・皿洗い（骨董が多いので丁寧に洗うことが必要です）
・ビール、日本酒、ワインなどのドリンク作り
・経験次第で簡単な接客

＊料理の配膳や会計は、基本的にはありません

不問

日他 和食と酒　はれとけ
毎　週

秋田県秋田市南通築地１－１　ファー
ストワン築地１Ｆ

3人 018-827-3574

不問

不問
2,000人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

04010-18739991

不問

日祝他 株式会社　東武
毎　週

宮城県仙台市青葉区立町１－２　広
瀬通東武ビル　８階

4人 022-217-2636

4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

（請）クリーンクルー（秋
田山王２１ビル）［秋田
市］

◎館内の清掃業務
・フロア・トイレ等のモップ、掃除機掛け


＊年度毎契約更新




