
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

3人 2,060円～2,060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20分～15時05分 就業場所
(2) 9時00分～15時45分

時給

1人 1,700円～1,700円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 1,500円～2,000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45分～14時30分 就業場所
(2)14時30分～18時00分

時給

2人 1,200円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 就業場所

時給

1人 1,250円～1,400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 920円～920円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時15分 就業場所

時給

1人 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～16時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,268円～1,431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30分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,786円～1,902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30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

6人 018-816-0588

パソコン操作可能
な方（エクセル、
ワード）

8人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4189191

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 公災

05010- 4182691

一般事務

○一般事務業務に従事していただきます。
・運輸局に提出する書類作成業務
・自動車の登録業務
・電話応対、来客応対　等
・売上管理など
＊運輸局への書類提出時は社用車（ＡＴ限定可）を使用し
　ます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　パキザ商事　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市飯島穀丁１５－１０

毎　週
秋田県秋田市山王７丁目１－３

26人 018-862-6681

・パソコンの操作必須
・社会保険労務士
等、労働時間管理等
労務管理に関する経
験知識を有する方

546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 公災

05010- 4181391

働き方・休み方改善コ
ンサルタント

○労働時間等設定改善法、労働契約法に関する相談対応及び
　指導。（企業等の要望に応じて訪問指導あり）
○同法に関する説明会・ワークショップの開催
○労働基準法の規定（労働時間、休日、年次有給休暇等）に
　関する相談対応及び指導
○事業場に対する労務管理状況の点検業務等
※活動エリアは秋田県内（官用車を使用）
＊任期（雇用期間）の更新は、勤務実績、勤務態度、能力及び従事
する事業の予算の状況等により判断します。また、更新の際、任用
条件が変更となる場合があります。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田労働局

雇用均等行政特別協
助員

○男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム　
　（・有期雇用）労働法、女性活躍推進法等に係る基本的な相談対
応。
○女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画
の策定援助。
○その他、相談件数の集計等のパソコン入力作業があります。
・パソコン入力（エクセル、ワードを使用）
※任期（雇用期間）の更新は、勤務実績、勤務態度、能力及び従事
する事業の予算の状況等により判断します。また、　更新の際、任用
条件が変更となる場合があります。

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

26人 018-862-6681

不問

9人 018-847-7511

パソコン操作（出来
ればＣＡＤ等できる
方）

9人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4135891

平成31年3月6日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4164091

事務員

○事務全般を担当していただきます。
・店舗・家具等の設計補助
・各種書類の作成
　※パソコンを使用しての業務比重が高いです。
・総務、経理等の補助業務
・電話、来客応対
・その他付随する業務

＊稀に外出用務あり（自家用車使用：手当支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　佐々木巧作所
毎　週

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地２５
３－２

毎　週
秋田県秋田市本道１－１－１

950人 018-884-6010

ワード、エクセルな
どのパソコンを使用
できる方

1,400人 秋田県秋田市

104人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災
05010- 4184491

技能系スタッフ（薬剤
部）

薬剤部において薬剤助手として次の業務に従事していただき
ます。
・調剤助手
・パソコンを用いての薬の在庫入力


　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝 秋田大学医学部総務課

正看護師・准看護師

○ショートステイ施設内において、利用者様の看護業務全般
の仕事に従事していただきます。

＊定員３３名入所可能の施設です。

＊週２９時間以内での勤務となります。（時間は応相談）


看護師または准看
護師

他 株式会社　うめの木園　ショートステ
イ　おもてなし毎　週
秋田県南秋田郡五城目町富津内下
山内字奈良崎１－４

26人 080-1809-7023

不問

8人 018-838-0872

不問
30人 秋田県潟上市

労災
05010- 4168491

12ヶ月
労災

05010- 4146191

看護師、准看護師

○通所施設にて、看護に関する業務を担当していただきま
す。
・バイタルチェック
・服薬確認
・日常的な健康把握
・機能訓練指導

＊勤務時間・休日については相談に応じます。


看護師または准看
護師

日他 アポロキュアサービス株式会社　す
てっぷ毎　週
秋田県潟上市天王字二田２２２－１


毎　週
秋田県秋田市泉中央５丁目１９番１８
号

9人 018-883-5555

看護師としての業
務経験

9人 秋田県秋田市

120人 秋田県南秋田郡大潟村
～平成31年3月31日

雇用・公災
05010- 4121091

看護師または准看護師

○医師の指示による小児看護業務全般
・診察介助
・検査（種々迅速診断キット、ｅｔｃ）
・採血、点滴
＊点滴は大きい子のみとし、手のかかるケースは
　出来るだけ他の方法をとっています。
　
＊土・日いずれか１日を含む週３～５日勤務です。
＊平日の就業時間、就業日数は相談の上決定します。


看護師または准看
護師

木祝他 こどものクリニック

看護師（非常勤職員）


○診療所での看護業務（スタッフ４人）


＊雇用期間：本人の勤務状況等により１年毎の更新あり
＊公務災害補償制度（労災保険相当）あり
　
　

看護師資格

日祝他 大潟村役場
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村字中央１－１

4人 0185-45-2111

不問

不問
149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・健康・厚生

05010- 4097291

看護師　または　准
看護師免許

土日祝他 秋田県立秋田きらり支援学校
毎　週

秋田市南ヶ丘１丁目１－１

149人 018-889-8573

平成31年2月26日発行（平成31年2月25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

看護職員（非常勤）
○看護業務に従事していただきます。
・医療的ケアに係る看護業務
・重度、重複障がい児に対する医療的ケア
・痰の吸引（口腔、鼻腔、気管切開部）、経管栄養（経鼻、胃ろ
う）、気管切開部の衛生管理、酸素療法、導尿等
・授業（自立活動）時の指導補助



℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給（時給換算）

1人 1,109円～1,109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30分 就業場所
(2) 9時00分～15時30分
(3)10時20分～16時50分

月給（時給換算）

1人 1,053円～1,053円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

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30分～13時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 1,379円～1,379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15分 就業場所

時給

2人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～13時30分 就業場所
(2)13時30分～19時00分

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)16時00分～20時00分 就業場所14,000人 秋田県秋田市
平成31年3月12日～平
成31年4月30日 雇用・労災

05010- 4154591

商品の陳列【秋田市】

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

※その他付随する作業あり

不問

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

0人 0120-709-707

不問

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成31年3月12日～平
成31年4月30日 雇用・労災

05010- 4153291

平成31年3月12日～平
成31年4月30日 労災

05010- 4156091

スーパーお惣菜コー
ナーでの調理補助・盛
付け【秋田市】

○当社派遣先事業所において、次の業務に従事していただ
きます。
・スーパーお惣菜コーナーでの簡単な調理補助、盛付け、
パック詰め、商品陳列など

＊制服貸与します。

不問

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

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

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

05010- 4155191

ベーカリーコーナー担
当

○秋田市内の派遣先において、ベーカリーコーナー業務に従
事していただきます。

・ベーカリーコーナーでのレジ
・パンの製造補助
・商品陳列　など

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

レジ業務【秋田市】

○秋田市内の派遣先において、レジ業務に従事していただき
ます。

※制服貸与。初心者の方へも丁寧に指導します。

不問

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

0人 0120-709-707

不問

2人 018-862-2596

不問
14人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4109491

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- 4096891

クリーニング受付

○当社クリーニング店での受付業務に従事していただきます
・コンピュータ使用による受付
・精算業務
・その他付随する業務として軽作業もあります。

＊初めての方でも丁寧に指導しますので、安心して応募くだ
さい。

不問

他 有限会社　藤屋クリーニング
毎　週

秋田県秋田市新屋豊町１５－２３

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１番１号

24人 018-860-1770

・金融機関の信用
事業監査に関し相
応の知識を有する
者

3,500人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4201091

非常勤検査員
○農協、森林組合、漁協の立ち入り検査業務
・貸付金等の資産査定検証
・検査に関連するその他業務（報告書、指摘事項作成他）

＊対象範囲：秋田県内全域、自家用車使用（手当は内部規
定
　による）
＊採用当初は職員が同行します。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田県農林水産部農業経済課

受付（ＡＭ～）

　・歯科受付業務
　・設備、器具の洗浄・消毒
　・その他、付随する業務に従事していただきます。 不問

木日祝 はまなす歯科クリニック
毎　週

秋田県秋田市外旭川字前谷地４１－
１

5人 018-847-5888

経験者（年数問わ
ず）

70人 018-860-3312

パソコン（入力程
度）

70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- 4159991

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- 4148391

一般事務補助

○窓口受付業務（納税証明書交付等）に従事していただきま
す。
・事務補助、書類整理
・各種業務補助、各種システム入力

＊週５日、２８時間４５分勤務になります。
＊雇用期間の更新有り（条件による）

不問

土日祝他 秋田県総合県税事務所
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番２号

毎　週
秋田県秋田市仁井田緑町４－１

91人 018-833-7431

パソコンの基本操
作可能な方
（エクセル・ワード
等）

91人 秋田県秋田市

31人 秋田県秋田市

雇用・労災
05011-  295691

学校一般事務補助

・電話応対、来校者応対
・文書収受、発送、パソコンへの入力
・各種証明書作成及び発行
・印刷業務、執務室の清掃
・その他職員から指示された業務

不問

土日祝他 秋田県立　秋田南高等学校・中等部

一般事務（北浦営業
所）

○タクシー会社の一般事務です。

・売上の計算
・日報の整理
・書類作成
・電話応対　　など

不問

他 浮田産業交通　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋町字渋谷地９６－
１４

7人 018-888-9600

不問

不問
44人 秋田県秋田市

雇用・労災・財形
05010- 4192491

不問

土日祝他 羽後運送　株式会社　（本社営業所）
毎　週

秋田県秋田市向浜１丁目５番１６号

27人 018-865-0233

4ページ中 2ページ

平成31年2月26日発行（平成31年2月25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

経理、一般事務

○電話応対、書類作成、データ入力などの一般事務全般に
従事していただきます。
・仕事になれてきたら、給与計算等、経理事務もお願いしま
す。

＊基本的なＰＣ操作ができる方歓迎
＊意欲・向上心のある方、歓迎します
＊正社員登用の可能性あり
＊勤務時間などは面接時に要相談



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～11時30分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 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 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時30分～ 9時30分 就業場所

時給

3人 787円～837円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 840円～940円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

3人 900円～1,100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)19時00分～ 7時15分 就業場所

時給

3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)21時00分～ 7時00分 就業場所

時給

2人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～13時00分
(3)13時00分～18時00分

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)14時45分～18時30分 就業場所

5人 018-847-5888

経験者（年数問わ
ず）

5人 秋田県秋田市

労災
05010- 4198091

雇用・労災
05010- 4170591

歯科助手・受付（ＰＭ
～）

　・歯科受付業務
　・歯科診療補助
　・設備、器具の洗浄・消毒
　・その他、付随する業務に従事していただきます。

不問

木日祝 はまなす歯科クリニック
毎　週

秋田県秋田市外旭川字前谷地４１－
１

毎　週
秋田県潟上市天王字二田２２２－１


8人 018-838-0872

不問
30人 秋田県潟上市

158人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4144291

介護職員

○通所施設にて、介護業務全般を担当していただきます。
・身体介護
・機能訓練の補助
・ご利用者の送迎（ワンボックスカー：ＡＴ車使用）
・その他付随する介護業務

＊就業時間、就業日数については相談に応じます。



普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 アポロキュアサービス株式会社　す
てっぷ

介護職員（夜勤補助
員）

○特別養護老人ホーム「ぬくもり山王」で夜間だけの高齢者
介護及び生活支援全般の業務を担当していただきます。
・排泄介助、ナースコール対応、起床・就寝の介助が主な業
務で、朝食・夕食の食事介助はありません。
・２Ｆ入所者３２名に対して、夜勤者２名で夜勤業務を行ない
ます。

＊社用車使用


普通自動車免許１種
（ＡＴ限定可）
介護福祉士もしくはヘ
ルパー２級の資格が
ある方は優遇

他 社会福祉法人　はまなす会　特別養
護老人ホーム　ぬくもり山王その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
番地の５９

33人 018-824-7000

入居施設介護経験
１年以上

33人 018-824-7000

入居施設介護経験
１年以上

158人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4142791

12ヶ月
雇用・労災

05010- 4125491

介護職員（夜勤専門
員）

〇特別養護老人ホーム「ぬくもり山王」で夜間だけの高齢者
介護及び生活支援全般の業務を担当していただきます。
・排泄介助、ナースコール対応、起床・就寝の介助で、朝食・
夕食の食事介助はありません。

＊社用車使用


普通自動車免許１種
（ＡＴ限定可）
介護福祉士もしくはヘ
ルパー２級の資格が
ある方は優遇

他 社会福祉法人　はまなす会　特別養
護老人ホーム　ぬくもり山王その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
番地の５９

毎　週
秋田県秋田市新屋比内町２２番２２
号

20人 018-828-2721

不問
40人 秋田県秋田市

2,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
27010-15289791

介護職員（パート）

○定員３０名の介護付き高齢者向け住宅において、介護業務
に従事していただきます。
・利用者様の日常生活のお手伝い
　（起床就寝介助、食事介助、入浴介助、排泄介助、体位変
換、安全確認（見守り）、その他必要な介助）
・サービス記録の記入
・レクリエーションの実施　等


不問

他 セントシェアハウス株式会社

１００円ショップでの販
売等（ワッツ秋田寺内ダ
イユーエイト

１００円ショップの販売スタッフ
　（商品補充・ＰＣでの発注・陳列・接客など）
＊ワッツウィズ秋田寺内ダイユーエイト店での勤務
＊３月中旬オープン予定。オープニングスタッフ募集。
（国道７号（臨海バイバス）沿いＤＡＩＹＵ８秋田寺内店内）
＊接客や販売の仕事が未経験という方もご安心ください。
　丁寧に指導致します。レジ業務はありません。
＊有休制度・賞与（規定）あります。
※オープンの１０日程度前より、親展準備作業と研修の予定

不問

他 株式会社　ワッツ東日本販売
その他

大阪市中央区城見１丁目４番７０号　
　住友生命ＯＢＰプラザビル　５Ｆ

0人 06-4792-3282

不問

160人 0185-22-6300

不問
505人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

05011-  307091

平成31年3月12日～平
成31年4月30日 労災

05010- 4177791

商品補充係（御所野
店）

○園芸、インテリア、衣料品、一般食品、日配、青果などの品出し業
務です。
・商品補充、売り場作り　　・商品の発注、検品
・賞味期限チェック　　　　　・レジ操作など
※雇用期間は雇入れの日から３ヶ月、その後は６ヶ月毎の
　更新となります。
※原則、シフトによる勤務となりますが、勤務時間、休日に
　ついては相談に応じます。
○社員登用制度あり○　　　　「働き方改革関連認定企業」

不問

他 株式会社　アマノ
その他

秋田県男鹿市船越字内子８９番地

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

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

05010- 4176491

日配品の品出し、陳列
【秋田市】

・乳製品や豆腐などの日配品を棚に並べる作業に従事してい
ただきます。

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

スーパー精肉コーナー
での肉のスライス・計量
など【秋田市】

○当社派遣先事業所において、次の業務に従事していただ
きます。
・スーパー精肉コーナーでの肉のスライス、計量、商品陳列な
ど

＊制服貸与します。

不問

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

0人 0120-709-707

不問

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成31年3月12日～平
成31年4月30日 労災

05010- 4157391

不問

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

0人 0120-709-707

平成31年2月26日発行（平成31年2月25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

日配品の品出し、陳列
【秋田市】

・乳製品や豆腐などの日配品を棚に並べる作業

・重い物を持つこともあります。

℡ 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 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30分～13時00分 就業場所

時給

2人 762円～769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

3人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)19時00分～ 3時00分 就業場所
(2)20時00分～ 4時00分
(3)21時00分～ 5時00分

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

3人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)19時00分～ 3時00分 就業場所
(2)20時00分～ 4時00分
(3)21時00分～ 5時00分

時給

1人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給

1人 762円～800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) 7時00分～14時00分 就業場所
(2) 9時00分～16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 18歳～64歳 (1)23時00分～ 1時00分 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

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 883円～883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 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- 4112191

警察署留置業務支援

○警察署の留置施設において、
・施設内の清掃
・被留置者の衣類の洗濯・乾燥
・被留置者の食事の配膳
・面会の受付
　等の業務補助を行う。

＊公務災害補償制度（労災保険相当）あり

不問

土日祝 秋田中央警察署
毎　週

秋田県秋田市千秋明徳町１－９

250人 018-835-1111

不問

0人 018-862-4525

不問
330人 秋田県南秋田郡八郎潟町

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 4163191

雇用・労災
05010- 4188591

リネンキーパー「湖東厚
生病院」

○病院内での寝具のカバー交換・回収・補充等の仕事を担当
していただきます。　　　　　　
・病棟でのリネン品の上げ下ろし等に従事します。
・布団などを台車に積み込み、エレベーターにて運搬

＊年度毎の契約更新となります。

不問

土日祝 秋田基準寝具　株式会社
毎　週

秋田県秋田市八橋字イサノ６－１

毎　週
秋田県秋田市飯島穀丁１５－１０

6人 018-816-0588

パソコン操作可能
な方（エクセル、
ワード）

8人 秋田県秋田市

476人 秋田県秋田市

労災
05010- 4173391

車の維持管理

○車の維持管理業務に従事していただきます。
・車体の洗浄及び車内の掃除

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　パキザ商事　秋田支店

清掃業務（ビイギャル
外旭川店）

○「ビイギャル外旭川店」での清掃業務です。
　営業終了後、店舗内の清掃をお願いします。
・床、球台、トイレ等の清掃として、ホウキ・モップ・ぞうきん掛
けなど。
＊深夜帯２時間位の勤務です。
＊勤務中、禁煙対応出来る方を希望します。
＊時給は１，０００円です。（８００円＋深夜割増手当）

不問

他 株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズ毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

6人 018-862-3251

不問

73人 0185-45-3311

不問
105人 秋田県南秋田郡大潟村

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 4171191

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 4105091

客室清掃

○下記業務を行っていただきます
・客室清掃
・ベットメイク
・ふとん敷き
・その他、付随する作業

不問

他 株式会社　ルーラル大潟
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村字北一丁目
３番地

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－８１

24人 018-888-8054

不問
28人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

労災
05010- 4106391

紙加工補助

○印刷会社に納入するために当社工場内でＡ３・Ａ４等に断
裁された紙の梱包作業及び品出し作業
・手作業梱包紙に包む作業です。
・受注内容によって様々な梱包枚数になり、重い物では１包
み２０Ｋｇになります。

＊１年毎の更新になります。

不問

土日祝他 三傳物流　株式会社

運転手（２種免許）

○お客様の車を自宅まで届ける仕事に従事していただきます

・お客様の車の運転を担当します。
・代金授受等行います。
　　　　　　　
＊営業範囲は主に秋田市内です。
＊２種普通免許が必要です。

【男女ともに活躍できます】

２種普通自動車免
許

他 秋田県民代行
毎　週

秋田県秋田市楢山石塚町２１－２５

6人 090-4312-9856

不問

20人 018-862-3267

不問
210人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災

05010- 4111591

労災
05010- 4107691

運転士（川元小川町）

〇障がい福祉サポートセンター（重度心身障がい者通所施設
における）利用者の送迎業務
・その他付随する業務

※車椅子リフト付のワンボックスカー（ＡＴ車）

※就業時間（１）、（２）の両方に対応していただきます。

普通運転免許（ＡＴ
限定可）

日他 社会福祉法人　秋田聖徳会
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目５－６

毎　週
秋田県秋田市楢山石塚町２１－２５

6人 090-4312-9856

不問
6人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4108991

運転手（１種免許）【伴
走車運転】

○お客様の車を自宅まで届ける仕事に従事していただきま
す。
・伴走車の運転を担当していただきます。
・代金授受等をします。

＊伴走車（社用車）はＡＴの軽自動車又は普通車です。

＊営業範囲は主に秋田市内です。

【男女とも活躍できます】

１種普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

他 秋田県民代行

工場内軽作業　（９：００
～　１５：００）

○当社クリーニング工場での作業をお願いします。

・プレス作業の仕上げ業務
・その他付随する業務

＊初めは簡単な作業から担当します。

不問

日他 有限会社　藤屋クリーニング
毎　週

秋田県秋田市新屋豊町１５－２３

12人 018-862-2596

不問

経験者（年数問わ
ず）

5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4200191

不問

木日祝 はまなす歯科クリニック
毎　週

秋田県秋田市外旭川字前谷地４１－
１

5人 018-847-5888

4ページ中 4ページ

平成31年2月26日発行（平成31年2月25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

歯科助手・受付（ＡＭ
～）

　・歯科受付業務
　・歯科診療補助
　・設備、器具の洗浄・消毒
　・その他、付随する業務に従事していただきます。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,250円～1,400円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～12時30分 就業場所
(2)15時10分～18時30分

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 900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

月給（時給換算）

1人 840円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～16時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 832円～832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10分～12時40分 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時45分～12時15分 就業場所

時給

1人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～13時00分 就業場所

時給

1人 850円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～12時30分 就業場所
(2)15時10分～18時30分

時給

2人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所

9人 018-836-1184

経験者に限る
9人 秋田県秋田市

労災
05010- 4235191

雇用・労災
05010- 4241291

歯科助手

○歯科診療の助手的業務を担当
・医師、衛生士の診療における補助業務
・器具の洗浄、クリニック内の清掃など
・その他付随する業務　　
＊週３日位の勤務です。
　土曜日勤務もあります。　　　　　　
＊（１）（２）どちらのシフトも対応可能な方。
＊時給は、就業時間により異なります。　　　

不問

日祝他 南浦歯科クリニック
毎　週

秋田市南通宮田１－３

な　し
秋田県秋田市外旭川字中谷地６７－
１

22人 018-869-7807

不問
22人 秋田県秋田市

22人 秋田県秋田市

労災
05010- 4239991

看護助手

○看護助手として以下の業務を担当していただきます。
・透析者の看護補助や介護補助
・食事（昼のみ）の配膳・補助
・透析室雑務等
（業務内容はむずかしいことはありません。わからないことは
丁寧に指導いたします。）

不問

日 いしやま内科腎クリニック

看護助手

○看護助手として以下の業務を担当していただきます。
・外来看護師の医療業務補助（検査・患者誘導などの補助）
・医薬品処方補助業務
・院内施設設備の清掃・整理など

【急募】
　むずかしい業務ではありません。仕事の内容への指導はて
いねいにわかりやすく行います。未経験者でも可能な仕事で
す。肉体労働はありません。

不問

日祝他 いしやま内科腎クリニック
毎　週

秋田県秋田市外旭川字中谷地６７－
１

22人 018-869-7807

不問

2人 018-893-5008

不問
2人 秋田県秋田市

労災
05010- 4220991

12ヶ月
労災

05010- 4217591

介護・送迎・事務

・利用者の送迎（普通車・軽自動車利用）
・事務（入力作業、その他付随する業務）
・日常生活を営むのに必要な機能減退を防止する訓練




普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）
介護職員初任者研
修　以上

火土日他 株式会社　きょうせい
毎　週

秋田県秋田市仁井田栄町８－２６

毎　週
秋田県秋田市中通六丁目１番４７号

2人 018-834-2783

不問
34人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4214791

介護用品販売員

○介護用品販売店にて介護用品の販売及び電話・来客対応
を担当していただきます。
・その他、付随する業務 不問

土日祝 株式会社こぶし

一般事務

・パソコンによる書類作成（伝票、見積り他）
・簡単な経理処理や労務管理
・電話対応、来客対応
・事務所や資材置場の整理整頓
・銀行での振込みなど雑務全般

＊社有車か自家用車での外出用務もしていただきます。
　（自家用車使用の場合はガソリン代支給）

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

土日祝他 株式会社　石井住宅企画
毎　週

秋田県秋田市飯島字砂田３３－１２

3人 090-6623-7997

不問

018-853-6079

2人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 4210391

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4237391

一般事務（総務、経理）

○一般事務
・ＰＣ作業（エクセル、ワード、簡単なパワーポイント操作やＰＤＦ編集
等。丁寧に指導します）  ・電話応対、来客対応、その他雑務
・外出用務：自家用車使用の場合あり、燃料代支給
○経理事務
・請求書、経費精算書の作成
・会計ソフト（ＴＫＣ等のスキルがあれば尚よし）
○海外企業との取引あり。簡単な英語のビジネス文書やメール作成
（翻訳ソフトを利用）
○インターネットによる移動・宿泊の手配

土日祝 株式会社　ジャパンウェルサービス
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目１２－２９
シバタビル

2人

毎　週
秋田県秋田市旭南３丁目７－４６

3人 018-863-5526

不問
3人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

労災
05010- 4236091

動物病院での受付及び
看護補助

○動物病院での受付及び看護補助業務に従事していただき
　ます。
・受付、電話応対業務
・ペットの診療補助
・院内清掃
・その他、関連する業務あり

※就業時間等ご相談に応じます。

不問

他 有限会社砂原ペットオフィス

歯科衛生士

○歯科衛生士業務全般を担当
・歯科診療の補助
・保健指導等
・その他付随する業務　　
＊週３日位の勤務です。
　土曜日勤務もあります。　　　　　　
＊（１）（２）どちらのシフトも対応可能な方。
＊時給は、就業時間により異なります。　　　

歯科衛生士

日祝他 南浦歯科クリニック
毎　週

秋田市南通宮田１－３

9人 018-836-1184

経験者に限る

不問
8人 秋田県秋田市

労災
05010- 4223891

看護師または准看
護師

木日祝 高橋正喜クリニック
毎　週

秋田県秋田市中通６－６－１５　パー
クヒルズ中通１Ｆ

8人 018-884-5656

平成31年2月27日発行（平成31年2月26日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師

○クリニックでの内科外来業務を担当していただきます。
・バイタルチェック、採血、注射
・心電図、他各種検査補助
・患者さんの生活指導など
・その他、看護業務全般

＊勤務は基本的に月・火・水・金・土の週５日勤務ですが
　相談に応じます。（木日祝はお休みです）
＊就業時間は（１）のみ（２）のみまたは組合せ等相談に
　応じます。日数、時間とも相談に応じます。

サンセイエンタープライズ　株式会社
毎　週

秋田県秋田市茨島２丁目６番２３号

5人 018-823-6717

ハンダ経験者
5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4225591


普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
＊一般事務経験３年
以上（３年以内のブラ
ンク）
＊顧客との連絡方法
はほぼメールである
為、ビジネスメールが
できる方。

電子部品の組立（ハン
ダ他）

○電子部品に搭載されるアンテナ部品の組立業務を担当しま
す。
・ハンダ工程（チップ部品等）
・その他付随する作業

＊主に座っての作業です
＊制服貸与します。

＊仕事に対してやる気のある方　歓迎

不問

土日祝他

℡ 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

時給

1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 就業場所

時給

2人 800円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1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 就業場所

時給

1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 就業場所

時給

1人 762円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分
(3)13時00分～19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)10時30分～14時00分 就業場所

時給

1人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)18時00分～21時30分 就業場所

時給

1人 1,100円～1,100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～16時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 986円～986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～17時15分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,499円～1,499円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時45分 就業場所
(2)10時15分～19時00分

時給

3人 900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 18歳以上 (1)11時00分～14時00分 就業場所
(2)17時00分～23時00分
(3)22時00分～ 5時00分

その他

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 1,000円～1,350円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4244091

合板製造工【向浜工
場】（パート）

○生産工程の機械オペレーター及び他製造作業に就いていた
　だきます。
・その他、付随する業務
＊作業服貸与します。
＊機械の操作方法は丁寧に指導いたします。
＊雇用期間：本人の勤務状況等により３～６ヶ月間の更新
　あり。ただし、生産状況により最長５年までの契約更新が
　あります。
＊準社員、正社員への登用制度あり。
　年間２４名（過去３年間平均）が登用されています。

不問

他 秋田プライウッド　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３２

199人 018-823-8511

不問

4人 018-888-5429

2,532人 秋田県秋田市

352人

平成31年4月2日～平
成32年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 4205491

平成31年4月2日～平
成32年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 4204991

専門職（市民活動支援
アドバイザー）

○市民活動支援業務に従事していただきます。
　・市民活動支援各種講座等の企画、開催
　・市民活動に関する情報収集・取材、アドバイス
　・パソコンでの資料作成、インターネット、ホームページ作成
等
＊原則、週５日以内の勤務となります（ローテーションにより
土日休日勤務あり）
＊お休み等、シフトは希望により調整します
＊雇用期間：平成３１年４月２日～平成３２年３月３１日
１年毎の更新あり

他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

32人 018-888-5429

就学前の乳幼児の
育児に関する職務
経験

2,532人 秋田県秋田市

1,500人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年5月31日 労災

05010- 4234591

専門職（子育て支援）
○子育て支援業務に従事していただきます。
・就業前の親子の子育て支援等
　（育児に関する相談、イベントの補助等）

原則、週５日の勤務となります（土日休日勤務あり）

雇用期間：平成３１年４月２日～平成３２年３月３１日
　　　　　１年毎の更新あり

不問

他 秋田市役所

デモンストレーション業
務（秋田市内／扶養
内）

○次のお仕事を行っていただきます。
・ＩＨ電化製品の説明、ＰＲ業務
（操作方法、メーカーごとの特徴等の説明）
・ショールームでのお料理作り
（レシピあり、お客様は平均で２組程）
・報告書作成（ＰＣへの入力

＊月１０日前後の勤務です
＊月２回程度土曜日出勤あり

不問

他 マンパワーグループ　株式会社　秋
田支店毎　週
秋田県秋田市中通２丁目３番８号
秋田アトリオンビル１１Ｆ

1人 018-831-1069

ＰＣ基本操作（文章
入力）

1人 018-825-0888

不問
1人 秋田県秋田市

労災
05010- 4264491

労災
05010- 4263991

調理（夜）

○簡単な調理を担当していただきます。
・パーティ、コンサート、宴会時の調理
・後片づけ　等

＊予約状況をみて事前に出勤日を調整します。

＊週１～２日の勤務です。


不問

他 カフェ　ブルージュ
毎　週

秋田市南通築地６－１７

毎　週
秋田市南通築地６－１７

1人 018-825-0888

不問
1人 秋田県秋田市

1,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
27150- 4612491

調理（昼）

○簡単な調理を担当していただきます。
・パスタ、家庭料理（カレー、シチュー、ハンバーグ等）の
　調理
・食器洗浄　等

＊週２日（火・木）の勤務です。

＊お客様の状況により就業時間が前後する場合があります。

不問

月水金土日祝 カフェ　ブルージュ

美容師（楢山店）
【９６３０－４】

美容師業務全般
　　
　＊能力により、すぐにスタイリストデビューが可能です。
　＊ブランクがあっても営業中にレッスンができます。
　＊子育て中の方もシフト調整しやすくＷワークも可能。
　＊パートの採用でも経験により店長以上の役職登用もあり
　＊フルタイム出勤が可能になれば正社員登用も可能です。
　
　面接は就業場所（店舗）で行います。


美容師免許

他 株式会社　カットツイン
その他

大阪府高槻市芥川町１－７－２６　カ
ワノビル５階

3人 072-685-0767

不問

2人 018-837-3909

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4253391

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4252091

アイリスト・ネイリスト（フ
ローリナ）

○主にネイル、アイラッシュ（まつ毛エクステンションなど）、化
粧品販売を担当していただきます。
・その他、付随する業務

＊働きながら通信教育、美容学校で学ぶこともできます。
　その際は、勤務形態等考慮します。

＊勤務日数、時間は相談に応じます。
（毎週土曜日は出勤していただきたいです）

不問

他 有限会社　ディーキューブ　美容室
ビートル毎　週
秋田県秋田市東通２丁目１３－１

毎　週
秋田県秋田市東通２丁目１３－１

8人 018-837-3909

不問
35人 秋田県秋田市

35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4251191

アイリスト・ネイリスト
（エルティーブ）

○主にネイル、アイラッシュ（まつ毛エクステンションなど）、化
粧品販売を担当していただきます。
・その他、付随する業務

＊働きながら通信教育、美容学校で学ぶこともできます。そ
の際は、勤務形態等考慮します。

＊勤務日数、時間は相談に応じます。
（毎週土曜日は出勤していただきたいです）

不問

他 有限会社　ディーキューブ　美容室
ビートル

スタイリスト、アイリス
ト、ネイリスト（フローリ
ナ）

○主に、アイラッシュ（まつ毛エクステンションなど）、化粧品
品販売を担当していただきます。
・その他、付随する業務

＊働きながら通信教育、美容学校で学ぶこともできます。そ
の際は、勤務形態等考慮します。

＊勤務日数、時間は相談に応じます。
（毎週土曜日は勤務していただきたいです）

不問

他 有限会社　ディーキューブ　美容室
ビートル毎　週
秋田県秋田市東通２丁目１３－１

018-837-3909

5人 018-837-3909

不問

不問
35人 秋田県秋田市

○美容全般のほか、婚礼、エステ、アイラッシュ、化粧品の販
売を担当していただきます。
・ＣＭや雑誌などのヘアメイク、イベント企画。
・その他、付随する業務

＊美に関することをトータルで提案しています。

＊上記は基本的な業務内容ですが、美容師免許の有無に
よっ　て、業務内容は異なります。 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4249791

不問

他 有限会社　ディーキューブ　美容室
ビートル毎　週
秋田県秋田市東通２丁目１３－１

7人

代行運転経験２年
程度以上
地理・建物ある程
度わかる方

2ページ中 2ページ

平成31年2月27日発行（平成31年2月26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

美容師、アイリスト
（ビートル）

アタカメンテナンス　株式会社

代行運転（普通１種免
許）

○代行運転業務に従事していただきます。
・伴走車の運転（日報記入を含む）

＊お客様の状況等によって勤務時間は変動します。

＊週３日（火・木・金）の勤務です。

第１種　普通自動
車免許

月水土日 サツキ代行
毎　週

秋田県秋田市新屋栗田町３１番
県営新屋住宅１１棟－４０２号

2人 090-8252-5546

秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

労災
05010- 4207891

（契約）秋田市／作業
員

＊生ゴミ搬入室での搬入車両誘導
＊床清掃
＊不適物運搬等の荷下ろし、移し替え、コンテナ積み込み作
業等

不問

土日祝他

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
財務関係の資格所有
者優遇
（ファイナンシャルプ
ランナー・簿記等）
市民活動や活動支
援、相談指導等に関
する知識及び経験

12ヶ月
労災

13030- 4588791

毎　週
東京都台東区東上野３丁目１番１３
号　第７大銀ビル

5人 03-3844-6590

不問
300人



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,000円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

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) 8時30分～16時30分 就業場所

時給

1人 1,250円～1,250円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

1人 850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) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

5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 就業場所

時給

5人 1,000円～1,000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 就業場所

時給

1人 1,100円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時30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 就業場所

17人 018-853-5301

不問
829人 秋田県潟上市

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災

05010- 4346891

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- 4354891

幼稚園教諭補助

・就学前の幼児への教育補助
・園内の環境整備
・その他、付随する業務

＊雇用期間：業務内容により年度毎の更新あり




・幼稚園教諭免許
（必須）
・保育士免許あれ
ば尚可　

土日祝他 潟上市役所
毎　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

毎　週
秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

829人 018-853-5301

不問
829人 秋田県潟上市

829人 秋田県潟上市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4353791

介護支援専門員

・要支援認定者等のケアプランの作成及び
　ケアマネジメント業務

　　　　　　　　　　　　　　　



介護支援専門員

土日祝他 潟上市役所

保育士（７Ｈ）

○乳幼児の保育
・児童の保育に関すること
・児童の保育に関する書類の作成
・保育環境の整備及び保育室の管理
・児童の安全と健康の管理
・その他、付随する業務

＊雇用期間：業務内容により年度毎の更新あり


・保育士資格（必
須）
・幼稚園教諭免許
あれば尚可　

日祝他 潟上市役所
隔　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

829人 018-853-5301

不問

829人 018-853-5301

不問
829人 秋田県潟上市

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災

05010- 4352491

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災

05010- 4333391

保育士（４．５Ｈ）

○乳幼児の保育
・児童の保育に関すること
・児童の保育に関する書類の作成
・保育環境の整備及び保育室の管理
・児童の安全と健康の管理
・その他、付随する業務

＊雇用期間：業務内容により年度毎の更新あり


・保育士資格（必
須）
・幼稚園教諭免許
あれば尚可　

日祝他 潟上市役所
隔　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

その他
秋田県秋田市仁井田字仲谷地２８４
番地

46人 018-839-5375

不問
88人 秋田県秋田市

23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- 4266891

保育教諭

○３歳未満児の保育業務全般を担当していただきます。
・保育施設に関わる保育業務および清掃等
・１クラスを複数名で対応しております。

＊毎週土曜日の勤務が出来る方を希望します。
＊年度ごとの契約更新。


保育士資格及び幼
稚園教諭免許

日祝他 社会福祉法人　雄仁会　あおぞら幼
保連携型認定こども園

保育士（パート）

○０歳児から就学前児の保育業務全般を担当します。
（現在８５名の乳幼児をお預かりしています。）

＊保育士１８人で対応します。

＊年度毎の契約更新です。

保育士資格

土日祝 社会福祉法人友睦会　やまばと保育
園毎　週
秋田県秋田市新屋寿町８－６９

23人 018-865-0633

不問

25人 022-348-2273

不問
20,300人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

04010-14794591

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- 4350691

機能訓練指導員（デイ
サービス）［秋田茨島営
業所／秋田市］

・ご利用者様一人ひとりに対する個別機能訓練の計画作成、
実施、評価
・集団機能訓練プログラムの作成、実施、評価
・スタッフやご家族への動作介助の指導
・レクリエーション補助等のデイサービスでの業務一般、各種
記録

＊未経験の方・ブランクの長い方でも大歓迎です。
＊お客様は１日２０名程度（定員３４名）
＊初回契約後、原則１年毎更新

普通自動車免許（ＡＴ
可／業務上使用の場
合あり）
理学療法士または作
業療法士

他 株式会社　ツクイ　東北圏
毎　週

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８
－２

毎　週
秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

829人 018-853-5301

不問
829人 秋田県潟上市

829人 秋田県潟上市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4343991

栄養士（７Ｈ）

・保育園給食の栄養管理
・献立作成、発注、支払
・給食提供の衛生管理
・調理もしていただきます。

＊雇用期間：業務内容により年度毎の更新あり


・栄養士資格（管理
栄養士資格あれば
尚可）

土日祝他 潟上市役所

栄養士（パート）

○学校給食の調理及び片付け
・食材の鮮度等の検収作業及び保管
・食品の選別、剥皮洗浄等の下処理をし、切裁断等後調理、
調味、配食
・食後、食器具類の洗浄作業及び消毒
・学校給食施設全域の安全・衛生管理
・学校給食の栄養管理
・献立作成、発注、支払い

栄養士

土日祝他 潟上市役所
毎　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

35人 018-853-5301

パソコン操作ので
きる方（専用のソフ
ト、エクセル）

不問
81人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010- 4311791

歯科衛生士免許

水日祝他 医療法人社団　宝樹会
毎　週

秋田県潟上市天王字二田２１９－１２
２

14人 018-870-6482

平成31年2月28日発行（平成31年2月27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

歯科衛生士（ふただ歯
科クリニック）

○歯科衛生士業務及び関連業務に従事していただきます。
・保険指導、予防処置、診察補助、メンテナンス担当
・インプラントアシスタント業務
・電話応対、データ入力
・往診補助
・その他付随する業務

＊ユニホーム貸与、サンダル購入補助あり。
＊応募前の職場見学歓迎します。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

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 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
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 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 830円～830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) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時15分 就業場所

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時15分 就業場所

時給

1人 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 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68,927人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 4326691

衣料品販売（キッズ）


○売場での販売業務に従事していただきます。
・売場における販売・陳列・レジ業務
・その他、付随する業務
※６か月ごとの契約更新制

不問

他 イオンリテール　株式会社　イオン秋
田中央店その他
秋田県秋田市楢山川口境５－１１

241人 018-837-3000

不問

829人 018-853-5301

不問
829人 秋田県潟上市

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4345791

平成31年3月15日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4323191

学校事務補助員

○学校事務の補助及び軽微な学校事務の処理
○来客等の応対、電話対応
○文書の送付等、教育委員会との連絡調整
○各種学校行事への協力

不問

土日祝他 潟上市役所
毎　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

毎　週
秋田県秋田市本道１－１－１

950人 018-884-6010

ワード、エクセルな
どパソコンが使える
こと

1,400人 秋田県秋田市

1,400人 秋田県秋田市
平成31年3月15日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4322591

技術系スタッフ（分子機
能学・代謝機能学講
座）

分子機能学・代謝機能学講座において次の業務に従事して
いただきます。
・実験動物（マウス）の管理
・ケージ交換などの作業
・ＰＣＲなどの生化学実験、データ整理
・その他の実験補助
・実験準備（清掃、実験器具の洗浄など）

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝 秋田大学医学部総務課

事務系スタッフ（分子機
能学・代謝機能学講
座）

分子機能学・代謝機能学講座において次の業務に従事して
いただきます。
・研究室の来客、事務、Ｅメールの対応
・エクセルを使った研究室の経理や事務作業
・ワードによる文書、手紙作成
・実験準備補助（清掃、実験器具の洗浄など）
・その他の簡単な実験補助

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝 秋田大学医学部総務課
毎　週

秋田県秋田市本道１－１－１

950人 018-884-6010

ワード、エクセルな
どパソコンが使える
こと

2人 018-833-2334

パソコン操作がで
きる方（入力程度）

88人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災
05010- 4308391

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災

05010- 4330591

事務補助員（秋田市）

○院外処方せんＦＡＸ送信補助業務

○患者様に対し、院外処方せんに関する説明、保険薬局の
案内などの他、送信業務に付随する業務

＊業務に慣れるまでは就業時間の延長をしていただきます。
＊遅番、早番の交替制ですが、病院の診療体制により就業
時間などが変更になる場合があります。
＊年度毎の契約更新

不問

土日祝 一般社団法人　秋田県薬剤師会
毎　週

秋田市千秋久保田町６－６

その他
秋田県秋田市仁井田字仲谷地２８４
番地

25人 018-839-5375
パソコン操作（ワー
ド・エクセル）は必
須
一般事務経験があ
れば尚可

88人 秋田県秋田市

1,050人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4325391

一般事務


○一般事務業務に従事していただきます。
・社会保険関係、給与、委託費請求、日常の収支事務、現金
取扱い等。

＊銀行用務や官公庁への書類提出等、外出業務もありま
す。
＊パソコン操作はワード・エクセルの他、専用ソフトを使用し
ますが、専用ソフトは指導します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 社会福祉法人　雄仁会　あおぞら幼
保連携型認定こども園

一般事務

○一般事務に従事していただきます。
・受付、電話応対、伝票処理及びコンピュータ入力
・その他、パソコンによる書類作成等

＊雇用期間は１年間（更新あり）

不問

日祝他 日本メナード化粧品株式会社　秋田
支店その他
秋田県秋田市山王３丁目８－２６

7人 018-863-3555

ワード、エクセルの
基本操作

241人 018-837-3000

不問
68,927人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 4328491

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- 4344491

テナント管理・販売促進
担当


○店舗内のテナント管理、事務作業
・店内装飾準備、切り替え、イベント準備
・その他、付随する業務

※簡単なパソコン操作をする作業があります。

※６か月ごとの契約更新制

不問

他 イオンリテール　株式会社　イオン秋
田中央店その他
秋田県秋田市楢山川口境５－１１

毎　週
秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

829人 018-853-5301

不問
829人 秋田県潟上市

829人 秋田県潟上市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4348591

特別支援教育支援員

・学習及び発達障がいを有する児童生徒等に対する
　学校生活全般の支援及び学校行事における介助等

不問

土日祝他 潟上市役所

幼稚園教諭（７．５Ｈ）

・就学前の幼児への教育
・園内の環境整備
・その他、付随する業務

＊雇用期間：業務内容により年度毎の更新あり




・幼稚園教諭免許
（必須）
・保育士免許あれ
ば尚可

土日祝他 潟上市役所
毎　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

17人 018-853-5301

不問

不問
829人 秋田県潟上市

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災

05010- 4347291

・幼稚園教諭免許
（必須）
・保育士免許あれ
ば尚可　

土日祝他 潟上市役所
毎　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

17人 018-853-5301

4ページ中 2ページ

平成31年2月28日発行（平成31年2月27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

幼稚園教諭（５Ｈ）

・就学前の幼児への教育
・園内の環境整備
・その他、付随する業務

＊雇用期間：業務内容により年度毎の更新あり






職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

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 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～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 900円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 910円～940円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時30分～19時00分 就業場所
(2)14時30分～18時30分
(3)13時30分～16時30分

時給

1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) 7時30分～14時00分 就業場所
(2) 8時00分～14時30分
(3) 8時30分～15時00分

時給

4人 790円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)18時00分～22時00分 就業場所

8人 018-824-1386

不問
10人 秋田県秋田市

労災
05010- 4283591

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災

05010- 4355291

飲食店ホール

○天ぷら専門店、串揚げ専門店でのホール接客全般、営業
準備、席案内、配膳、片付け、清掃などを担当していただきま
す。

＊労働日数については相談いたします。

不問

日祝他 株式会社　醍醐
その他

秋田県秋田市大町５丁目４－１５
フェニックスビル１Ｆ

毎　週
秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

829人 018-853-5301

不問
829人 秋田県潟上市

88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- 4331191

給食調理員（パート）

○保育園、こども園給食の調理及び片付け
・食材の鮮度等の検収作業及び保管
・食品の選別、剥皮洗浄等の下処理をし、切裁断等後調理、
調味、配食
・食後、食器具類の洗浄作業及び消毒
・保育園、こども園給食施設全域の安全・衛生管理

不問

土日祝他 潟上市役所

調理員



○乳幼児の昼食とおやつの調理及び厨房清掃など
　離乳食やアレルギー食の調理を含みます。

＊約１５０食程度を約５名体制で調理します。


不問

土日祝他 社会福祉法人　雄仁会　あおぞら幼
保連携型認定こども園毎　週
秋田県秋田市仁井田字仲谷地２８４
番地

45人 018-839-5375

不問

3人 018-857-0292

不問
3人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 4338891

～平成32年3月31日
雇用・労災・財形

05010- 4306191

歯科助手

○歯科助手業務に従事していただきます。
・診療の介助
・機器の準備、滅菌、消毒
・患者誘導
・院内清掃　等

不問

水日祝他 藤岡歯科医院
毎　週

秋田県秋田市土崎港東４丁目４－２

毎　週
秋田県秋田市外旭川字神田５９２

88人 018-868-1355

不問
88人 秋田県秋田市

20,300人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
04010-14788391

ホームヘルパー

○在宅老人の訪問介護業務に従事していただきます。
・生活介助、身体介助　等
・訪問記録
・その他、付随する業務
＊１日に３～４件程度
＊訪問には自家用車を使用（ガソリン代は別途支給）
＊土・日勤務できる方尚可
＊雇用期間：年度毎の更新あり
※リフレッシュ休暇制度あり（連続７日間、５万円支給）

介護職員初任者研修
（旧ホームヘルパー２
級）以上
普通自動車免許（自
家用車所有者）

他 社会福祉法人　憲寿会　介護老人保
健施設　千秋苑

ケアクルー（介護職員）
［秋田茨島営業所／秋
田市］

・デイサービスを利用されるお客様に対する送迎車両の運転
または添乗、乗降・移動
・入浴、食事、排せつ介助
・イベントやレクリエーションの企画・運営
・機能訓練の補助、各種記録、送迎等
＊チームでのお仕事ですので、未経験の方・ブランクの長い
方も大歓迎です。
＊使用車：１０人乗り、軽自動車

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
介護資格（ヘルパー、
介護福祉士等）あれ
ば尚可

他 株式会社　ツクイ　東北圏
毎　週

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８
－２

21人 022-348-2273

不問

3人 018-839-7227

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4315191

労災
07032-  406691

インテリアショップアド
バイザー（パート）

○インテリアショップでのインテリア用品の販売、コーディネー
ト、採寸、見積り等を担当していただきます。

＊勤務時間は９時～１８時の間の６時間程度


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

火水他 有限会社　インテリア桜庭
毎　週

秋田県秋田市仁井田本町３丁目６－
３７

毎　週
福島県喜多方市字押切南２丁目１１
番地

4人 0241-22-2814

不問
800人 秋田県秋田市

68,927人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 4329791

衣服販売員（エムズ＆
レトロガール秋田アル
ス店）

＊婦人カジュアル衣料販売業務全般と店舗運営・管理全般
　・商品・在庫管理
　・レジ業務・接客・商品説明
　・ラッピング・店内ディスプレイ
　・商品補充・店内清掃
　・その他付随業務
　※社員割引制度あり
　※社員登用制度あり
　※報奨金制度あり

不問

他 株式会社　Ｒ１０００

グロサリー担当


○加工食品の品出し、陳列、発注
・その他、付随する業務

※６か月ごとの契約更新制

不問

他 イオンリテール　株式会社　イオン秋
田中央店その他
秋田県秋田市楢山川口境５－１１

241人 018-837-3000

不問

不問
68,927人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 4327991

不問

他 イオンリテール　株式会社　イオン秋
田中央店その他
秋田県秋田市楢山川口境５－１１

241人 018-837-3000

平成31年2月28日発行（平成31年2月27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

化粧品売場担当


○売場での販売業務に従事していただきます。
・売場における販売・陳列・レジ業務
・その他、付随する業務全般を行っていただきます。
　

※６か月ごとの契約更新制

℡ 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～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時00分～17時00分 就業場所
(2)14時00分～20時00分
(3) 7時00分～13時00分

時給

3人 790円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

3人 850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) 6時30分～ 9時30分 就業場所
(2)14時00分～19時00分
(3)17時30分～20時30分

時給

5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 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時00分 就業場所

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 (1) 8時00分～10時00分 就業場所

時給

2人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)18時00分～22時00分 就業場所

8人 018-824-1386

不問
10人 秋田県秋田市

労災
05010- 4281891

労災
05010- 4313291

食器洗い・片付け、ドリ
ンク作り

○食器洗い、片付け、ドリンク作りに従事していただきます。
・業務用食洗機を使用するため手洗いは少ないです。
・店舗内の裏調理場・洗い場の清掃（整理整頓と拭き掃除）

＊分かり易い作業内容ですので、飲食店経験のない方でも
大丈夫です。スタッフが分かり易くご指導いたします。

＊労働日数については、相談いたします。

不問

日祝他 株式会社　醍醐
その他

秋田県秋田市大町５丁目４－１５
フェニックスビル１Ｆ

毎　週
秋田県秋田市川尻大川町９－３１

0人 018-862-7455

不問
90人 秋田県秋田市

187人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 4295691

清掃員（秋田市卸町）

○ご契約いただいている焼肉店での開店前の清掃です。
・フロア、男女トイレの清掃
・テーブルやイスなどの拭き掃除ほか

＊現場へは直行、直帰です。
＊お子様の学校行事の参加など考慮しますので、ご遠慮なく
ご相談ください。
＊事業拡大による増員です。
＊６０歳以上の方応募歓迎

不問

他 株式会社　共和

一般家庭・事業所など
のお掃除【メリーメイド
きよみや八橋】

○ご契約頂いている一般のご家庭、事業所等のお掃除
・お掃除の内容などは事前に打合せされているため、決めら
　れた内容のお掃除を決められた時間で行います。

＊２～３名でのグループでの行動が主

＊雇用期間：１年毎の更新あり

＊社用車使用（ＡＴ）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 清三屋商事　株式会社　ダスキンき
よみや　八橋店毎　週
秋田県秋田市八橋新川向１２－１４

39人 018-888-5371

不問

15人 0234-21-1888

不問
2,750人 秋田県秋田市

～平成31年6月20日
労災

06030- 2104691

～平成31年6月20日
労災

06030- 2102091

ルート兼工場仕上げ
（秋田南工場）期間限
定６／２０まで

◎ルート集配及び工場内仕上作業
・ワンボックスカー（社用車）を使用し、決まったルートで各店
舗へのクリーニング品の集配作業
　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ルート配送時以外は、工場内で洗いあがったクリーニング品
の仕上、出荷準備作業　　　　　


＊雇用期間は２０１９年６月２０日までとなります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定：可）

他 ロイヤルネットワーク株式会社
その他

山形県酒田市浜田１丁目７－２０

その他
山形県酒田市浜田１丁目７－２０

15人 0234-21-1888

不問
2,750人 秋田県秋田市

2,750人 秋田県秋田市
～平成31年6月20日

労災
06030- 2101191

ルート兼工場仕上げ
（秋田第２工場）期間限
定６／２０まで

◎ルート集配及び工場内仕上作業
・ワンボックスカー（社用車）を使用し、決まったルートで各店
舗へのクリーニング品の集配作業
　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ルート配送時以外は、工場内で洗いあがったクリーニング品
の仕上、出荷準備作業　　　　　


＊雇用期間は２０１９年６月２０日までとなります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定：可）

他 ロイヤルネットワーク株式会社

ルート兼工場仕上げ
（秋田泉工場）期間限
定６／２０まで

◎ルート集配及び工場内仕上作業
・ワンボックスカー（社用車）を使用し、決まったルートで各店
舗へのクリーニング品の集配作業
　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ルート配送時以外は、工場内で洗いあがったクリーニング品
の仕上、出荷準備作業　　　　　


＊雇用期間は２０１９年６月２０日までとなります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定：可）

他 ロイヤルネットワーク株式会社
その他

山形県酒田市浜田１丁目７－２０

13人 0234-21-1888

不問

829人 018-853-5301

不問
829人 秋田県潟上市

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災

05010- 4351991

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災

05010- 4335991

保育補助員

○乳幼児の保育補助業務
・児童の安全と健康の管理
・園内の環境整備（掃除・おもちゃの消毒等）
・その他、付随する業務

＊雇用期間：業務内容により年度毎の更新あり
　



不問

日祝他 潟上市役所
隔　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

その他
秋田県秋田市仁井田字仲谷地２８４
番地

46人 018-839-5375

不問
88人 秋田県秋田市

829人 秋田県潟上市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 4349191

保育補助

○３歳未満児の保育業務全般を担当していただきます。
・保育施設に関わる保育業務および清掃等
・１クラスを複数名で対応しております。

＊年度ごとの契約更新。



不問

日祝他 社会福祉法人　雄仁会　あおぞら幼
保連携型認定こども園

放課後児童クラブ指導
員

○保護者が就労等で昼間家庭にいない小学生児童に対して
育成指導を行う
・子供の健康管理、安全確保
・遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培う
・学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助を行う
・基本的な生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを
行う

不問

日祝他 潟上市役所
その他

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

829人 018-853-5301

不問

不問
88人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・労災

05010- 4334691

不問

日祝他 社会福祉法人　雄仁会　あおぞら幼
保連携型認定こども園その他
秋田県秋田市仁井田字仲谷地２８４
番地

5人 018-839-5375

4ページ中 4ページ

平成31年2月28日発行（平成31年2月27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

児童指導員＜急募＞

・学童保育サービスの提供
・施設内清掃
・利用児童に対する生活指導及び遊びの指導

＊通常は（１）（２）のみの勤務
　夏休み、冬休み等の学校長期休みの場合は、
（２）と（３）の交替勤務になる場合があります。

＊年度ごとの契約更新



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,300円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時45分
(3) 8時00分～14時00分

時給

1人 3,500円～3,500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 (1) 8時15分～15時00分 就業場所

時給

1人 1,940円～1,940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15分～15時00分 就業場所

時給

1人 3,500円～3,500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 (1) 8時15分～15時00分 就業場所

時給

1人 1,940円～1,940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15分～15時00分 就業場所

時給

1人 3,500円～3,500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 (1) 8時15分～15時00分 就業場所

時給

1人 1,940円～1,940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15分～15時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1)14時00分～17時00分 就業場所
(2)14時00分～18時00分

時給

1人 1,400円～1,600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

21人 018-864-1369

不問
23人 秋田県秋田市

労災
05010- 4387891

平成31年4月1日～
雇用・労災

05010- 4402591

非常勤講師

○秋田クラーク高等学院での業務を担当していただきます。
・教科指導

高校教員免許（情
報）

日祝他 株式会社　寺小屋義塾
毎　週

秋田県秋田市泉北１丁目１２－３１

毎　週
秋田県秋田市将軍野青山町１１－１
８

18人 018-845-6724

不問
68人 秋田県秋田市

300人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月11日 労災

05010- 4365091

幼稚園教諭（預かり保
育）

○幼稚園での預り保育業務に従事して頂きます。

＊平日：１４：００～１７：００または
　　　　　　　　　　　　　１４：００～１８：００

＊長期休業日及び代休日等
　１０：００～１７：００の間でシフト制（５時間程度）

幼稚園教諭免許

土日祝他 学校法人加賀谷学園　将軍野幼稚
園

スクールソーシャル
ワーカー（非常勤職員）
【秋田市】

○スクールソーシャルワーカーとして以下の業務に従事して
　いただきます。
１．不登校や問題行動等への対応に関する学校及び児童
　　生徒、保護者等との相談・訪問
２．学校と関係機関とのネットワーク構築、調整
　（コーディネーター役）
３．学校や市町村教育委員会における不登校や問題行動等に
　　対する未然防止、対応等の情報収集、啓発、支援
４．県央部（秋田市、由利本荘市、にかほ市）の小中学校の要請に
対応
＊移動には自家用車使用（旅費別途支給）

普通自動車免許

土日祝他 秋田県　教育庁　義務教育課
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１番１号

22人 018-860-5141

公立小・中学校校
長経験者

22人 018-860-5141

福祉等の分野におい
て専門的な知識と技
術を有する者
又は活動経験の実績
がある者

300人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月11日 労災

05010- 4364191

平成31年4月1日～平
成32年3月11日 労災

05010- 4361891

スクールソーシャル
ワーカー（非常勤職員）
【資格あり】

○スクールソーシャルワーカーとして以下の業務に従事して
　いただきます。
１．不登校や問題行動等への対応に関する学校及び児童
　　生徒、保護者等との相談・訪問
２．学校と関係機関とのネットワーク構築、調整
　（コーディネーター役）
３．学校や市町村教育委員会における不登校や問題行動等に
　　対する未然防止、対応等の情報収集、啓発、支援
４．県央部（秋田市、由利本荘市、にかほ市）の小中学校の要請に
対応
＊移動には自家用車使用（旅費別途支給）

社会福祉士　又は
精神保健福祉士
普通自動車免許

土日祝他 秋田県　教育庁　義務教育課
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１番１号

毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１番１号

110人 018-860-5141

公立高等学校校長
経験者

300人 秋田県秋田市

300人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月11日 労災

05010- 4360791

スクールソーシャル
ワーカー（非常勤職員）
【明徳館高校】

○スクールソーシャルワーカーとして以下の業務に従事して
　いただきます。
１．不登校や問題行動等への対応に関する学校及び児童
　　生徒、保護者等との相談・訪問
２．学校と関係機関とのネットワーク構築、調整
　（コーディネーター役）
３．学校や市町村教育委員会における不登校や問題行動等に
　　対する未然防止、対応等の情報収集、啓発、支援
４．秋田明徳館高校、スペース・イオ、県内のその他の県立学校の
要請に対応　＊移動には自家用車使用（旅費別途支給）

普通自動車免許

土日祝他 秋田県　教育庁　義務教育課

スクールソーシャル
ワーカー（非常勤職員）
【資格あり】

○スクールソーシャルワーカーとして以下の業務に従事して
　いただきます。
１．不登校や問題行動等への対応に関する学校及び児童
　　生徒、保護者等との相談・訪問
２．学校と関係機関とのネットワーク構築、調整
　（コーディネーター役）
３．学校や市町村教育委員会における不登校や問題行動等に
　　対する未然防止、対応等の情報収集、啓発、支援
４．秋田明徳館高校、スペース・イオ、県内のその他の県立学校の
要請に対応＊移動には自家用車使用（旅費別途支給）

社会福祉士　又は
精神保健福祉士
普通自動車免許

土日祝他 秋田県　教育庁　義務教育課
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１番１号

110人 018-860-5141

福祉等の分野におい
て専門的な知識と技
術を有する者
又は活動経験の実績
がある者

85人 018-860-5141

公立小・中学校校
長経験者

300人 秋田県潟上市
平成31年4月1日～平
成32年3月11日 労災

05010- 4359391

平成31年4月1日～平
成32年3月11日 労災

05010- 4358091

スクールソーシャル
ワーカー（非常勤職員）
【潟上市】

○スクールソーシャルワーカーとして以下の業務に従事して
　いただきます。
１．不登校や問題行動等への対応に関する学校及び児童
　　生徒、保護者等との相談・訪問
２．学校と関係機関とのネットワーク構築、調整　（コーディネーター
役）
３．学校や市町村教育委員会における不登校や問題行動等に
　　対する未然防止、対応等の情報収集、啓発、支援
４．男鹿、潟上、南秋地域の小中学校の要請に対応する。
　　また、センターの電話相談、来所相談のケースにも対応する（全
県が対象）

普通自動車免許

土日祝他 秋田県　教育庁　義務教育課
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１番１号

毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１番１号

85人 018-860-5141

福祉等の分野におい
て専門的な知識と技
術を有する者
又は活動経験の実績
がある者

300人 秋田県潟上市

148人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災
05010- 4381091

スクールソーシャル
ワーカー（非常勤職員）
【資格あり】

○スクールソーシャルワーカーとして以下の業務に従事して
　いただきます。
１．不登校や問題行動等への対応に関する学校及び児童
　　生徒、保護者等との相談・訪問
２．学校と関係機関とのネットワーク構築、調整（コーディネーター
役）
３．学校や市町村教育委員会における不登校や問題行動等に
　　対する未然防止、対応等の情報収集、啓発、支援
４．男鹿、潟上、南秋地域の小中学校の要請に対応する。
　　また、センターの電話相談、来所相談のケースにも対応する（全
県が対象）

社会福祉士　又は
精神保健福祉士
普通自動車免許

土日祝他 秋田県　教育庁　義務教育課

保育士「ごしょの保育
園」

・０歳児から５歳児の保育業務全般。

＊１クラス３３名で担当保育士の人数はクラスの年齢によって
異なります。
＊クラス配置は面接時に相談のうえ決定します。
＊平成３２年３月３１日までの雇用です。
　その後１年毎に契約更新あり（基本的に継続）。

保育士

土日祝他 社会福祉法人　山王平成会
毎　週

秋田県秋田市御所野地蔵田２丁目９
－６

51人 018-892-7555

不問

不問
26人 秋田県秋田市

労災
05010- 4369491

看護師または准看
護師
＊保健師あれば尚
良

土日他 ジョイリハ秋田寺内【株式会社　ヤマ
サ興産】毎　週
秋田県秋田市寺内字イサノ６０－２

10人 018-896-4154

平成31年3月1日発行（平成31年2月28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

看護師又は准看護師
（パート）

・ご利用者様の健康状態の把握、対応
・介護予防トレーニングのレッスン、レッスンサポート
・口腔機能向上プログラムの実施
・口腔トレーニングのサポート（いずれも研修があります）

＊食事、入浴なしの機能訓練に特化したデイサービスです。
＊健康管理がメインとなります。
＊ブランクのある方、子育て中の方も安心して働けます。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所

時給

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)10時15分～17時15分 就業場所
(2)13時15分～17時15分

時給

5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 1,400円～1,400円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時50分～21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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

時給

1人 940円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分
(3)13時00分～19時00分

時給

1人 940円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分
(3)13時00分～19時00分

時給

1人 940円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分
(3)13時00分～19時00分

時給

1人 940円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分
(3)13時00分～19時00分

時給

1人 940円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分
(3)13時00分～19時00分

1,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
27150- 5076491

理容師（楢山店）
【９６３０－４】

理容業務全般

　＊カット・シェービング・シャンプー・カラーリング
　　パーマなど

　＊面接は店舗にて行います。


理容師免許

他 株式会社　カットツイン
その他

大阪府高槻市芥川町１－７－２６　カ
ワノビル５階

3人 072-685-0767

不問

3人 072-685-0767

不問
1,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
27150- 5072091

雇用・労災・健康・厚生
27150- 5068491

理容師（広面店）
【５３１５－４】

理容業務全般

　＊カット・シェービング・シャンプー・カラーリング
　　パーマなど

　＊面接は店舗にて行います。


理容師免許

他 株式会社　カットツイン
その他

大阪府高槻市芥川町１－７－２６　カ
ワノビル５階

その他
大阪府高槻市芥川町１－７－２６　カ
ワノビル５階

3人 072-685-0767

不問
1,200人 秋田県秋田市

1,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
27150- 5064091

理容師（将軍野店）
【５２６０－４】

理容業務全般

　＊カット・シェービング・シャンプー・カラーリング
　　パーマなど

　＊面接は店舗にて行います。


理容師免許

他 株式会社　カットツイン

理容師（泉登木店）
【５２３０－４】

理容業務全般

　＊カット・シェービング・シャンプー・カラーリング
　　パーマなど

　＊面接は店舗にて行います。


理容師免許

他 株式会社　カットツイン
その他

大阪府高槻市芥川町１－７－２６　カ
ワノビル５階

3人 072-685-0767

不問

3人 072-685-0767

不問
1,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
27150- 5060891

雇用・労災
05010- 4373091

理容師（秋田店）
【５２０５－４】

理容業務全般

　＊カット・シェービング・シャンプー・カラーリング
　　パーマなど

　＊面接は店舗にて行います。


理容師免許

他 株式会社　カットツイン
その他

大阪府高槻市芥川町１－７－２６　カ
ワノビル５階

毎　週
秋田県秋田市将軍野南３丁目１０－
３

1人 018-811-2875

不問
1人 秋田県秋田市

400人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
13010-29232691

動物看護アシスタント
業務または動物看護師

○ペットクリニックでの診察アシスタント業務に従事していただ
きます。
・動物診察時のアシスタント業務
・入院動物の看護補助
・受付、電話応対、会計業務
・器具の洗浄　
・その他（院内清掃等）

不問

他 きのしたペットクリニック

販売・ギフトアドバイ
ザー（秋田店・パート）

＊ブランドバッグ・小物・ジュエリー・時計等、幸せなプレ
　ゼント選びのお手伝いをする仕事です。
（ブランド品や当社オリジナルブランドの販売・商品管理・ディ
スプレイ等）
＊未経験者歓迎。
＊安心の東証ＪＡＳＤＡＱ上場企業で働きませんか。
　あなたの活躍をお待ちしています。
＊ノルマはありません。
＊是非ホームページもご覧ください。

不問

他 株式会社　ハピネス・アンド・ディ
その他

東京都中央区銀座１－１６－１　東貨
ビル４Ｆ

4人 03-3562-7523

不問

20人 018-827-3500

ｏｆｆｉｃｅ（Ｅｘｃｅｌ）系、ソ
フトウエアの使用経
験
ｐｈｏｔｏｓｈｏｐでの画像
加工経験あれば尚可

50人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 4382391

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- 4375691

データエントリースタッ
フ

○商品データの入力、更新のお仕事です。
・ＥＣサイト内の商品データの入力
・商品画像の加工、更新作業を行います。 不問

土日祝他 株式会社　エスツー
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目３－１０　秋
田スカイプラザビル７Ｆ

毎　週
秋田県秋田市山王７丁目１番３号（秋
田合同庁舎５Ｆ）

34人 018-823-7801
パソコン操作出来
る方
（Ｗｏｒｄ：文字入
力、Ｅｘｃｅｌ：表計
算）

44人 秋田県秋田市

3人 秋田県南秋田郡五城目町
3ヶ月

雇用・労災
05010- 4399091

事務補助（パート）

○事務補助業務に従事していただきます
　・パソコン（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ等）による資料作成
　・一般事務　
　・雑務全般
　
　

不問

土日祝他 東北農政局　西奥羽土地改良調査
管理事務所

一般事務

・電話、来客対応
・労働・社会保険関係の書類作成、官公庁への届出・申請手
続き
・各会社と書類等のやりとり
・給与計算、勤怠管理、会計等のデータ入力、書類作成、ファ
イル管理等
・パソコンでワード・エクセルのほか給与・会計ソフトを使用し
ます。
・外出業務にはマイカーを使用（ガソリン代支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 小玉社会保険労務士・行政書士事務
所毎　週
秋田県南秋田郡五城目町大川西野
字西野８３－５

3人 018-852-9098

パソコン操作（ワー
ド、エクセル入力が
できること）

不問
5人 秋田県秋田市

労災
05010- 4384991

不問

水土日祝他 いしかわ鍼灸整骨院
毎　週

秋田県秋田市保戸野千代田町１３－
１　セレクトビル１Ｆ

3人 018-853-1140

3ページ中 2ページ

平成31年3月1日発行（平成31年2月28日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

受付業務

○鍼灸整骨院での受付業務他
・受付窓口での受付、診察券発行
・電話応対（電話での予約受付もあり）
・会計、専用ソフトを使ったＰＣでの患者様の管理等、簡単
　な事務作業
・待合室や施術室での患者様の誘導等施術の補助
・レセプト補助
・その他雑務
＊仕事に慣れてから、徐々に診察器具等の準備、患者様の着
　替え補助等も行っていただきます。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 940円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分
(3)13時00分～19時00分

時給

1人 762円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分
(3)13時00分～19時00分

時給

4人 1,000円～1,350円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)11時00分～17時00分
(3)17時00分～21時30分

時給

2人 790円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～59歳 就業場所

時給

4人 800円～1,050円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)11時00分～17時00分
(3)17時00分～21時30分

時給

2人 900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) 7時30分～11時30分 就業場所
(2) 8時00分～12時00分
(3)13時00分～17時00分

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)14時00分～19時00分 就業場所
(2)15時00分～19時00分
(3)13時00分～19時00分

時給

3人 800円～800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

時給

3人 800円～800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 18歳以上 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)13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) 9時00分～16時00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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～11時30分 就業場所

13人 018-867-0216

不問
15人 秋田県秋田市

労災
05010- 4424491

平成31年3月18日～平
成31年4月30日 雇用・労災

05010- 4394791

配送（９：００～１６：００）

○布団の配送、配達業務に従事していただきます。
［仕事の詳細］
・布団の配送、配達（秋田県内が主であるが、一部県外
（隣県への配送あり）バン、又は２ｔ）
　トラック等を使用（トラックは月２回程度）
・商品梱包、発送手配
・他、雑務仕事有
＊女性・男性問わず、責任を持って取り組む姿勢のある方希
望

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）

土日祝他 株式会社　品川商事　秋田店
毎　週

秋田県秋田市川尻若葉町５－１０


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 秋田県潟上市

14,000人 秋田県潟上市
平成31年3月18日～平
成31年4月30日 雇用・労災

05010- 4392991

サンドイッチ・調理パン
の製造【潟上市】

・サンドイッチ・調理パン等の製造をお願いします。
・ライン作業です。

※その他付随する作業あり

※初めてでも丁寧に指導いたします。

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

おにぎりの製造【潟上
市】

・おにぎりの製造
・ライン作業です
・初めてでもできる簡単な作業です。 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

018-827-5619

90人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 4377491

平成31年3月11日～平
成31年11月30日 労災

05010- 4411191

放課後学童クラブ

【主な仕事の内容】
・子供が安心、安全に生活できる環境を整え、自ら危険を回避
できるように支援する。
・発達段階に応じた主体的な遊び、自主性、社会性及び創造
性の向上、基本的生活習慣が確立できるように支援する。
・社用車を運転して外出レクリエーションあり（普通車、軽自動
車）
＊３１年より入室児童増加に伴い支援員を増員


他 企業組合　秋田福祉サービス　ふきの
とう金足毎　週
秋田県秋田市金足小泉字潟向８６－
１

22人

その他
秋田県秋田市山王臨海町１－１
秋田魁新報社ビル　２Ｆ

2人 018-838-0350

不問
3人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 4421391

フロント受付【秋田市】

・フロントでの受付業務、清算業務

・ロビー、事務所の清掃、電話取次ぎ

・簡単なパソコン入力



不問

他 株式会社　さきがけプラスＡ

接客・調理補助・レジ他
【秋田】

○回転寿司店での各種業務に従事していただきます。
・ホール接客、レジ、注文受け
・調理補助（食材を切ったりする作業等）、洗い場

＊本人の適性をみて担当を決定します。
＊土・日・祝日働ける方優先します（就業時間等は相談可）
＊制服支給
＊就業場所は面談のうえ決定します。

不問

他 株式会社ブレーンリンク・ダイニング
回転寿司　すし江戸毎　週
秋田県秋田市仁井田本町４丁目４－
１１－７号

70人 018-893-4468

不問

8人 0185-73-3737

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05020- 1010091

6ヶ月
雇用・労災

05010- 4419291

調理補助業務

＊洋風料理を中心に和のテイストを取り入れたビストロ・バ　ル
風の飲食店です。昼はパスタ中心のランチメニュー、夜はお酒
のおつまみから食事まで、ジャンルを問わず幅広いメニューが
あります。
＊キッチンでの調理業務は、野菜のカットなどの仕込から料理
の盛り付けなど、調理業務全般に関わる作業を担当していた
だきます。

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

毎　週
秋田県秋田市仁井田本町４丁目４－
１１－７号

70人 018-893-4468

不問
90人 秋田県秋田市

1,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
27150- 4919791

握り場スタッフ【秋田】

○回転寿司店での握り場の業務に従事していただきます。
・すしの握り、魚さばき等の仕込み
・カウンター内での対面業務　等 不問

他 株式会社ブレーンリンク・ダイニング
回転寿司　すし江戸

美容師（楢山店）
【９６３０－４】

美容師業務全般
　　
　＊能力により、すぐにスタイリストデビューが可能です。
　＊ブランクがあっても営業中にレッスンができます。
　＊子育て中の方もシフト調整しやすくＷワークも可能。
　＊パートの採用でも経験により店長以上の役職登用もあり
　＊フルタイム出勤が可能になれば正社員登用も可能です。
　
　面接は就業場所（店舗）で行います。


美容師免許

他 株式会社　カットツイン
その他

大阪府高槻市芥川町１－７－２６　カ
ワノビル５階

3人 072-685-0767

不問

不問
1,200人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
27150- 5104991


理容師免許

他 株式会社　カットツイン
その他

大阪府高槻市芥川町１－７－２６　カ
ワノビル５階

3人 072-685-0767

平成31年3月1日発行（平成31年2月28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

理容師（潟上店）
【５５２２－４】

理容業務全般

　＊カット・シェービング・シャンプー・カラーリング
　　パーマなど

　＊面接は店舗にて行います。

厚生ビル管理　株式会社
な　し

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

37人 018-823-4061

不問
600人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・労災

05010- 4408491

保育士・教員免許・
児童厚生員・児童
支援員
社会福祉士、いず
れか必須。その他
資格は問合せ下さ
い。
普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

清掃員（秋田厚生医療
センター）

○「秋田厚生医療センター」内の日常清掃業務を担当していた
だきます。
・男女トイレの清掃
・病室や廊下のモップ掛け
・床の掃き、拭き等　

＊年度毎の契約更新があります。

＊勤務開始日は相談に応じます。

不問

日祝

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



4ページ中 4ページ

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

　

　　　　　　　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　１日　㈱イースリー【電気工事及び設備工事補助】
　２．　３月　４日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」「デイサービス森のテラス」【介護職】
　３．　３月　５日　池田ライフサポート＆システム㈱【訪問看護師】
　４．　３月　６日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　５．　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！！
　６．　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】
　７．　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！！
　８．　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！！
　９．　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！！

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

時給

1人 1,400円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

時給

1人 1,300円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時30分 就業場所

月給（時給換算）

1人 1,120円～1,120円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時33分 就業場所

時給

1人 777円～777円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時15分 就業場所

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00分～16時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 950円～980円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

21人 018-893-4137

不問
54人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010- 4461091

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010- 4467891

調理員

○施設利用者の食事の調理、後片付け等。
＊朝・昼・夕食（各最大２０食分）をスタッフ３名で作ります。


＊手作りのお食事が利用者様に喜んでいただいております。

不問

他 株式会社　シンワ
毎　週

秋田県秋田市新屋朝日町１３－２５

毎　週
秋田県秋田市豊岩小山字中山２１６
－２７

81人 018-888-8201

１年以上の業務経
験者　ブランクのあ
る方応募可

111人 秋田県秋田市

1,139人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
04010-15593291

介護員

○介護老人保健施設における入所者（約１００名）の介護業
務に従事していただきます。
・食事介助、入浴介助、着脱介助等
・４３名のスタッフで介護業務を担当します。


【若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業】
※働き方改革関連認定企業


不問

土日祝 社会福祉法人　豊生会　ふれ愛の里

販売スタッフ［秋田市］

自然食品や調味料を扱うお店での簡単な販売（レジ・接客・商
品陳列）のお仕事です。

＊近郊エリア店舗の手伝い

＊３ヶ月毎契約更新

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ＮＨＣ　北日本本部
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
１　三井生命仙台本町ビル（アジュー

1人 022-215-5406

不問

30人 018-883-1175

不問
2,141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- 4540191

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- 4484291

妊産婦健診事務補助
業務

○妊産婦健診結果入力作業
○妊産婦健診等に関する事務

平成３１年４月１日からの雇用を希望

不問

土日祝他 秋田市子ども未来部子ども健康課
毎　週

秋田県秋田市八橋南１丁目８－３

毎　週
秋田県秋田市本道１－１－１

950人 018-884-6010

不問
1,400人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市
平成31年3月21日～平
成31年9月20日 労災

05010- 4479091

事務系スタッフ（中央検
査部）

中央検査部において次の業務に従事していただきます。
・採血室補助業務
・その他庶務、受付業務


　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝 秋田大学医学部総務課

入力事務員

○小型船舶操縦士免許の取得・更新者の申請書類の入力作
業です。

○定型フォームへの入力です。

※翌年の再雇用は応相談。

不問

土日他 ビーエルエス東北
毎　週

秋田県秋田市土崎港西一丁目１０－
４５　べイパラダイス２階

3人 018-816-0712

不問

768人 018-823-4171

不問
768人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010- 4425791

平成31年4月1日～平
成32年3月21日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 4428591

受付案内スタッフ（パー
ト職員）

○総務課に所属し、正面玄関での案内業務に従事していた
だきます。
【主な業務内容】
　・正面玄関で、来院された方に対し、受付等への案内。
　・歩行の不自由な方や、車イスの方への介助。　
　・お困りの方への声掛け。

不問

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

秋田県秋田市山王３丁目１－１

37人 018-860-5168

秋田県南秋田郡五城目町

・高校生への指導
に関する知識技能
を有する者
・特別支援教育に
関する専門的知識
を有する者

467人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 4513791

学習サポーター（五城
目高等学校）

○担任や教科指導担当教員が立案した計画に基づいて、生
徒へ個別的な支援を行う。
　また、それに関わる教材作成等を行う。

土日祝 秋田県教育庁高校教育課
毎　週

看護師または准看護師
（デイサービスセン
ター）

○看護業務全般を担当していただきます。
・デイサービスセンターにおける看護業務全般
・レクリエーション・食事・入浴等の介助
・機能訓練指導等

＊利用者約２０名に対し職員４～５名で対応


【平成３１年４月１日からの雇用となります】


看護師または准看
護師　

日他 秋田なまはげ農業協同組合　秋田中
央介護福祉センター毎　週
秋田県秋田市外旭川字梶ノ目３５７
番１

27人 018-869-9300

不問

臨床経験（１年以
上）

9人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010- 4493291

看護師又は准看護
師

水日祝他 医療法人　きびら内科クリニック
毎　週

秋田市新屋天秤野５－１０

9人 018-888-0112

平成31年3月4日発行（平成31年3月1日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師・准看護師

〇外来看護業務全般に従事していただきます。
　（夜勤はありません。）
・診察の補助
・採血、血圧測定、点滴
・検査等
・その他、付随する看護業務全般


℡ 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

3人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 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 就業場所

時給

5人 770円～770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30分～15時00分 就業場所
(2)13時00分～21時30分
(3)17時00分～21時30分

時給

1人 770円～810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)16時00分～22時00分 就業場所
(2)17時00分～22時00分

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) 8時30分～17時15分 就業場所

時給

2人 880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)13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) 8時30分～11時30分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～12時00分 就業場所

時給

8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) 9時00分～14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) 8時30分～12時30分 就業場所

時給

2人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～ 9時30分 就業場所

日給（時給換算）

1人 782円～782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

6,637人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
13110- 5493091

清掃／ダイナム秋田店

パチンコ店内の清掃作業
・床清掃
・パチンコ台の拭きあげ
・ゴミ回収
・灰皿清掃
・トイレ清掃など
※お客様を気持ちよくお迎えできる清掃を心掛けていただきます。
※勤務日数・休日などはご相談ください。
【受付番号　０２９】

不問

他 株式会社　日本ヒュウマップ
毎　週

東京都荒川区西日暮里５－１５－７
ダイナム綜合投資ビル３階

15人 03-3802-8166

不問

0人 018-874-7622

不問
24,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010- 4510691

12ヶ月
雇用・労災

05010- 4505791

クリーンクルー（北都銀
行通町支店）

○銀行内の日常清掃業務です。
・床面清掃（掃き、拭き）
・トイレ清掃
・カーペット床面、掃除機掛け　等

不問

月水木土日祝他 太平ビルサービス　株式会社　秋田
支店毎　週
秋田県秋田市山王６丁目１４番１２号

毎　週
秋田県秋田市山王６丁目１４番１２号

0人 018-874-7622

不問
24,000人 秋田県秋田市

1,000人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010- 4503991

客室整備（ベッドメイク
等作業：ダイワロイネッ
トホテル）

○ホテル内の清掃業務全般に従事していただきます。
・ベッドメイク
・客室内備品、設備、ユニットバス等清掃
・リネン品、アメニティ類のセット
・その他、軽作業


不問

他 太平ビルサービス　株式会社　秋田
支店

清掃員（新秋木工業）

○請負契約先事業所の清掃業務に従事していただきます。
・事業所棟の掃き拭き掃除（２人体制）
・トイレ、更衣室、浴室等の清掃
・ゴミの回収　
・その他、付随する業務


不問

日祝他 株式会社　タクト　秋田支店
その他

秋田県秋田市豊岩小山字狐森３２３
－２

2人 018-853-8666

不問

1人 018-853-8666

不問
1,000人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010- 4502691

12ヶ月
雇用・労災

05010- 4490491

清掃員（秋田労働局）

○請負契約先事業所の清掃業務に従事していただきます。
・事務所内の掃除機掛け
・ゴミの収集　など

＊毎日３時間の勤務で、休日は土・日・祝、年末年始となりま
す。

不問

土日祝他 株式会社　タクト　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市豊岩小山字狐森３２３
－２

毎　週
秋田県秋田市外旭川字一本木８０－
４　秋印（株）内

16人 018-811-0288

不問
1,233人 秋田県秋田市

292人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 4533091

商品倉庫内の入荷、出
荷業務
　【パート】

○商品の保管倉庫内（３℃前後）にて、商品の入荷、出荷業
務に就いていただきます。
・冷凍庫内での作業あり（ー２０℃）
＊ハンディターミナル（バーコードスキャナー）を使用し、
商品の入荷、出荷及び在庫の管理業務
＊商品の運搬業務

※ある程度の体力を必要とします。
※雇用期間は１年毎の更新となります。（条件あり）

不問

木土 米久　株式会社　秋田支店

日直員

・病院内での土日祭日の事務守衛業務。救急対応無し。電話
対応と入院費の収受及び医師（１人）の食事配膳と寝具交換
等。 不問

月火水木金 医療法人　正観会　御野場病院
毎　週

秋田県秋田市御野場２丁目１４－１

244人 018-839-6141

不問

6人 018-869-7600

不問
42人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災
05010- 4463691

～平成31年4月15日
労災

12010- 9193091

ゲームコーナーのフロ
アスタッフ（五城目店）

○ゲームコーナーのフロアスタッフとして接客の他、次のよ
　うな業務を行っていただきます。
・ゲーム機と店内フロアの清掃
・景品の補充、陳列
・メダルの管理（預かり、払い出しなど）
＊いろいろなゲーム機やキャラクター景品にふれながら出来
る仕事で楽しくやりがいがあり長期に亘って勤務しているス
タッフが多い職場です。

不問

他 株式会社　リスコ
毎　週

秋田県秋田市外旭川字神宮田４７－
２

その他
千葉市美浜区中瀬１－６　ＮＴＴ幕張
ビル７Ｆ

25人 043-298-1021

不問
4,500人 秋田県秋田市

300人 秋田県秋田市

労災
05010- 4545491

Ｃａｆｅスタッフ（イオンス
タイル秋田ＳＣ内）

◆「未来屋書店」はイオングループの書籍専門店です。
・未来屋書店イオンモール秋田店では「ＣＡＦＥｄｅＣＲＩＥ」様を
フランチャイズ運営して、
　未来屋書店Ｂｏｏｋ＆Ｃａｆｅとして運営しています。

・未来屋書店内のＣＡＦＥｄｅＣＲＩＥイオンモール秋田店のＣａｆ
ｅスタッフを募集します

・オーダー受け、レジ、ドリンク作成、簡単な調理、洗い物

不問

他 株式会社　未来屋書店

接客係

○外旭川、サンフェスタ内の「和風そばレストラン」におけるお
客様の席への案内、注文、配膳、片付け、会計、洗い場の
他、朝の掃除等の準備に従事していただきます。

＊未経験でも最初から丁寧に指導します。
＊６０歳以上の方も活躍しています。
＊勤務は週２回から可能です。

不問

他 株式会社　八永南部家敷外旭川店
毎　週

秋田市外旭川字小谷地６５－１

20人 018-869-7320

20人 018-869-7320

不問

不問
300人 秋田県秋田市

調理・調理補助その他
軽作業

○外旭川、サンフェスタ内の「和風そばレストラン」における調
理・調理補助の他、朝の準備等の軽作業に従事していただき
ます。

＊未経験でも最初から丁寧に指導します。
＊６０歳以上の方も活躍しています。
＊勤務は週２回から可能です。

労災
05010- 4544991

不問

他 株式会社　八永南部家敷外旭川店
毎　週

秋田市外旭川字小谷地６５－１

平成31年3月4日発行（平成31年3月1日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

7人 018-888-5429

不問

2ページ中 2ページ

2,532人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年11月30日 雇用・労災

05010- 4426891

公園維持管理業務補
助

○千秋公園他、秋田市内の公園維持管理業務補助

・公園の清掃、草取り、ゴミ拾い、花壇の維持管理、
　剪定枝の片付け、低木の冬囲い、ゴミ等の回収
　
＊上記のほか、トイレの清掃業務もあります。

不問

土日祝他 秋田市役所


