
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)12時45分～20時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 925円～925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30分 就業場所
(2) 9時15分～17時45分
(3) 9時30分～18時00分

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時30分～17時30分 就業場所
(2)14時00分～18時00分

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～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分

時給

2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～16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) 9時00分～12時00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45分 就業場所
(2)10時00分～16時45分

時給

8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

時給

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00分～16時00分 就業場所

時給

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00分～15時30分 就業場所

平成31年3月12日発行（平成31年3月11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

病理・細胞診標本整
理、集配業務

【主な仕事内容】
診断の終了した病理・細胞診の標本の整理・片付け。
取引業者への集配業務。
　
＊外出用務あり（社用車・ＡＴ使用）

　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　秋田病理組織細胞診研
究センター毎　週
秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１２
番地８

24人 018-853-5806

基本的なパソコン
操作（ワード・エク
セル）が使用できる
こと

24人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生・財

形 05010- 5559191

秋田市家庭相談員（嘱
託職員）

○子どもの基本的な生活習慣に関することや教育相談・養育
困難・児童虐待に関する問題について、電話や面接および訪
問により相談を受け、助言・指導を行う。

＊訪問相談（社用車使用：ＡＴ車）

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）　　　　
＊特記事項欄参照

日他 秋田市子ども未来センター
毎　週

秋田県秋田市東通仲町４番１号　秋
田拠点センタ－アルヴェ５Ｆ

33人 018-887-5340

・簡単なＰＣ操作
（文字、数字入力程
度）
＊特記事項欄参照

2,545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- 5564891

保育教諭（満３才児以
上）



＊満３才以上児の預かり保育を担当していただきます。




＊保育士資格
＊幼稚園教諭免許
２級以上あれば尚
可

土日祝他 学校法人仁井田幼稚園　幼保連携
型認定こども園　にいだこども園毎　週
秋田県秋田市仁井田本町３丁目５－
４８

70人 018-839-2048

幼稚園や保育園に
勤めた経験がある
方（ブランク可）

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・労災

05010- 5520491

一般事務（総務課）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
　コピー等。エクセル、ワード、一太郎による入力作業・
　文書作成、文書整理、発送等
・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

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（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
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・公災

05010- 5500391

一般事務（４月～１２
月）


・お客様への電話対応及び商品の説明等
・売掛、商品管理
・請求書、納品書の発行

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


13人 018-867-0216

パソコン操作（ワー
ド、エクセルのでき
る方）

15人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年12月31日 雇用・労災

05010- 5537991

一般事務

◆弊社（秋田開発センター）内での一般事務
◇本社（含む外部）からの電話応対
◇郵便物の管理
◇社員のタイムカードのチェック（毎月１５日〆）
◇小口現金管理（出張交通費の支払い）
◇銀行関係（小口現金引き出し）
◇室内清掃（毎回１０分程度／掃除機をかける）
◇事務用品の発注や雑務全般
※原則として月・水・金の週３日の勤務です
　（出勤曜日応相談）

不問

土日祝他 株式会社　エス・エフ・ティー
毎　週

神奈川県大和市深見西２－７－１１

10人 046-200-4120

ＰＣ操作
63人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

14160- 2254491

事務員

非常勤職員として業務に従事していただきます。
○県の総務事務をコンピュータシステムにより処理。
・職員給与事務及び諸手当の認定事務、年末調整事務等。
・職員旅費計算事務
・物品調達事務
・電話応対、接客対応等有り

不問

土日祝他 秋田県出納局総務事務センター
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１　秋
田県庁６階

45人 018-860-1060

パソコン（一太郎、
エクセル、ワード）
操作出来る方

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- 5502991

事務補助


　○事務補助
　　・パソコンへのデータ入力
　　・図面作成
　　・簡易な庶務作業（電話応対、来客応対、給茶等）



不問

土日祝他 秋田森林管理署
毎　週

秋田県秋田市河辺和田字和田１５６
－３

30人 018-882-2311

パソコン操作出来
る方（エクセル、
ワード、一太郎等）

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- 5510991

非常勤職員（事務補
助・ハローワーク秋田）

・電話応対、担当者への取次ぎ
・専用端末を利用したデータの検索、入力
・文書管理（各書類の整理、印刷、綴込み、
　　　　　　郵便物の受理・発送業務）
・助成金関係業務
・その他職員の事務補助

＊窓口ではなく後方での事務処理です。

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

91人 018-862-6681

パソコンを操作可
能な方（ワード・エ
クセル）

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- 5556891

非常勤職員（事務補
助・ハローワーク秋田）

・電話応対、担当者への取次ぎ
・専用端末を利用したデータの検索、入力
・文書管理（各書類の整理、印刷、綴込み、
　　　　　　郵便物の受理・発送業務）
・雇用保険関係業務
・その他職員の事務補助

＊窓口ではなく後方での事務処理です。

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

91人 018-862-6681

パソコンを操作可
能な方（ワード・エ
クセル）

546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- 5557291

℡ 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 1,253円～1,253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
(2) 9時00分～17時00分

時給

1人 800円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

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 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～14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

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

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) 8時30分～11時30分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,250円～1,250円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 780円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

3人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 就業場所

時給

2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～16時00分 就業場所

2ページ中 2ページ

平成31年3月12日発行（平成31年3月11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

用地専門員

○公共事業における用地取得、補償、管理業務に関する指
導

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- 5494191

不問

金土日祝他 秋田県建設部　建設政策課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番１号

48人 018-860-2411

70人 018-839-2048

不問

公共事業又は、それ
に準ずる事業におけ
る用地業務に５年以
上携わった経験を有
する者

3,500人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　秋田中央商事

調理員

○調理員４名で、０才～５才児まで１日、約３００名の給食を
調理します。

不問

日祝他 学校法人仁井田幼稚園　幼保連携
型認定こども園　にいだこども園毎　週
秋田県秋田市仁井田本町３丁目５－
４８

不問
9人 秋田県秋田市

70人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災
05010- 5517091

調理補助

○「焼肉わかば・山王店」で調理補助のお仕事です。
・仕込み
・盛り付け、厨房内の片付け

＊金土日いずれか勤務可能な方を歓迎します。
＊Ｗワーク可能です。

喫茶　葡蘭馳
毎　週

秋田市中通２丁目１－２２

毎　週
秋田市山王２丁目１０－１

9人 018-883-1129

労災
05010- 5542091

労災
05010- 5523291

ホール係

○「喫茶　葡蘭馳」のホール係を担当していただきます。
・お客様のご案内、注文とり
・料理の提供、片付け
・ホール内清掃　ほか
＊まかない付きです。
＊慣れてきたらレジやドリンク作りをお願いします。
＊長期間働ける方を希望します。
＊就業日数・休日は相談に応じます。
　土曜休みの相談も可能です。

不問

日他

6人 018-823-4316

不問

2人 018-835-5987

不問
2人 秋田県秋田市

不問

土日 株式会社　友愛ビルサービス

ルート配送

○次の業務に従事します。
・当社取引先のルート配送（社有車使用）
・倉庫入出庫作業あり


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社東機工　秋田営業所
毎　週

秋田市八橋南１丁目４－１３

不問
725人 秋田県秋田市

38人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 5508191

清掃スタッフ（老健施設
なぎさ）

○老健施設「なぎさ」の日常清掃全般を担当していただきま
す。
・施設廊下、ホール、トイレ等の清掃
・拭く、掃く、掃除機掛け等


むつみ造園土木　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目１３－３

毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

4人 018-823-1251

平成31年4月1日～平
成31年11月30日 雇用・労災

05010- 5534091

労災
05010- 5488091

公園施設管理作業員
（パート）


○公園施設管理作業員として従事していただきます。

・公園内の草刈り、草取り
・野球場やスポーツ施設の管理業務

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

不問

他

20人 018-865-5385

不問

7人 018-863-2011

不問
94人 秋田県潟上市

不問

日祝他 有限会社　かなえや　秋田営業所

作業員

○秋田市より委託された家庭ごみなどの収集、運搬に係る作
業及び運転手の助手を担当します。

＊収集車乗務のため、頻繁な乗り降りがあり、体力が必要な
仕事です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日他 協業組合秋田クリーン
毎　週

秋田県秋田市寺内字イサノ７６－１

不問
8人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5570791

かりんとう・せんべい製
造補助

○自社工場にてかりんとう等の製造補助、袋詰めや箱詰め
作　業を担当していただきます。
・揚げバットや鍋、ボールなどの洗浄
・その他　付随する業務
＊月～土曜までの週３～５日程度の勤務です。
　繁忙期は、週の労働日数が増える場合があります。
＊お子様の発熱等による急なシフト変更など、優先に対応し
　ます。

株式会社　あきた教材
毎　週

秋田県秋田市卸町３丁目３－６

毎　週
秋田県秋田市外旭川字鳥谷場１６５

8人 018-868-5535

～平成31年4月19日
労災

05010- 5558591

6ヶ月
雇用・労災

05010- 5566591

商品の仕分等《秋田
市》

○商品の仕分け作業に従事していただきます。
・倉庫整理
・電話応対　
・清掃　等
・その他、付随業務

＊雇用期間の更新はありません。

不問

土日祝

毎　週
秋田県秋田市川尻若葉町５－１０


13人 018-867-0216

不問

11人 018-865-1733

不問
26人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年12月31日 労災

05010- 5538491

軽作業員（４月～１２
月）

○工場内の軽作業全般を行います。
・布団の解体（手動の専用機械を使用）
・布団の洗浄（羽毛の洗浄）
・客先別に商品を梱包し発送の手配をします（伝票記入有）
・その他工場内雑務等

＊上着（ジャンパー）貸与します。マスクは支給します。

不問

土日祝他 株式会社　品川商事　秋田店



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～1,300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30分 就業場所
(2)13時00分～18時30分

時給

5人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 780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10分～15時40分 就業場所

時給

1人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時45分～18時45分 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 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時15分～17時00分 就業場所

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時15分～17時00分 就業場所

時給

1人 770円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 800円～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～16時00分 就業場所

時給

2人 770円～770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～14時00分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分
(3)13時30分～18時00分

11人 018-832-6611

不問
460人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 5612591

労災
05010- 5582191

レジ・商品補充【いぶき
の里】

○組合員の作った野菜や漬物等の直売所店内のレジ業務と
商品補充作業に従事していただきます。

＊就業時間（１）（２）（３）のシフト制
＊土日祝日勤務可能な方（勤務は相談に応じます）
＊６か月毎の契約更新制

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 秋田なまはげ農業協同組合
毎　週

秋田県秋田市千秋矢留町２－４０

秋田県秋田市中通２丁目１－１　２Ａ

3人 018-835-0885

3人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
　※社用車を運転
する場合あり（軽・
ＡＴ）
宅地建物取引士あ
れば尚可

6人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5601791

経理事務・賃貸物件管
理《急募》

○経理事務及び賃貸物件管理に従事していただきます。
・賃貸物件管理
・パソコンによる文書作成
・来客対応　・電話応対
・ファイルの整理　・台帳記入
・見積書等の作成
・環境整備

パソコン操作（ワード・エクセル）可能な方

日祝他 有限会社　橘不動産流通
毎　週

受付（パート）

○歯科クリニックでの院内業務
・受付、誘導、会計、カルテ管理
・備品管理、清掃　等 不問

日祝 みやがた駅東歯科
な　し

秋田県秋田市手形字西谷地１８２番
３

6人 018-825-1150

　（経験者優遇）
・パソコン操作
（ワード・エクセル：
入力程度）

763人 018-889-2215

パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ等）
が出来ること。

2,334人 秋田県秋田市
平成31年4月15日～平
成33年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5592391

平成31年4月8日～平
成33年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5579491

事務系スタッフ（監査
室）

所属先：監査室
秋田大学の監査室に係る以下の業務について補助を行っていただ
きます。
・内部監査実施に関する業務
・労務管理等に関する業務
・文書管理等に関する業務
・監事監査業務への対応に関する業務
・監事及び会計監査人との対応及び連絡調整等に関する業務

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

秋田県秋田市手形学園町１－１

毎　週
秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215
パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、Ｐ
ｏｗｅｒＰｏｉｎｔ、電子
メール等）が出来る
こと。

2,334人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市
～平成32年2月29日

雇用・労災
05010- 5607391

事務系スタッフ（国際資
源学研究科）

所属先：国際資源学研究科
国際資源学研究科に係る以下の業務を行います。
・会計業務補助
・事務用品、消耗品の発注・物品管理業務
・会議資料作成補助
・入学式・オープンキャンパス等の行事・イベント等の補助


　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝他 国立大学法人　秋田大学

事務

○パソコンを使っての入力作業（ワード、エクセル）
○経費（給与等）計算業務
○電話対応


不問

日祝他 羽後伝統工芸　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋天秤野３－１１

20人 018-862-1781

パソコン操作可能
な方

19人 018-884-0070

不問
19人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5634491

雇用・労災
05010- 5622091

受付スタッフ

○なかいち１Ｆのビューティーモールの総合受付カウンターの
お仕事です。
・全般的な電話対応
・ボディスタイル事業部会員様の受付対応とシステム入力
・アイラッシュ事業部の電話予約応対、来客対応
・化粧品等の販売、レジ業務など
＊その他付随する業務

不問

他 ＡｄｅＢカンパニー　株式会社
毎　週

秋田県秋田市中通１丁目４－３　エリ
アなかいち

秋田県秋田市保戸野すわ町８－１２
千秋モール

8人 018-883-0755

8人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
ＭＯＳ資格または
日商ＰＣ３級また
は、同等の操作可
能な方

8人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010- 5633991

パソコンインストラク
ター及び事務　（秋田市
パート）

○パソコン指導業務に従事していただきます。

・講習、教室などのパソコン指導
　（最初は補助として覚えていただきます）
・付随する書類作成、機器備品の管理　等
＊正社員登用の可能性あり
＊外出業務あり。社用車（ＡＴ）使用。

土日祝他 有限会社　コンピュータスクールデュ
ナミス毎　週

保育士

【平成３１年４月の開園に向けた募集です！！】
○企業主導型保育事業「ぽこぽこ園」の保育士として勤務していただ
きます。
・おむつ交換や、一緒に遊んだりする等
・書類の作成等、
・食事介助、清掃等、
・その他関連する業務
・主に０～３歳未満児保育を担当します。

＊明るい対応で子供と接することが求められる仕事です。

保育士

日祝他 アイホームプラザ　株式会社
毎　週

秋田県潟上市天王字追分１５番地１
８　プラザビル２階

1人 018-874-7117

不問

不問
28人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5619791

不問

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

17人 018-845-7985

平成31年3月13日発行（平成31年3月12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

預かり保育

○３歳～５歳児の保育（預かり保育）
・遊びの見守り
・保育室の清掃　等

＊春・夏・冬休みは就業日数が変わる場合があります。

※支度金１万円～２万円支給します。


℡ 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

2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 (1)10時30分～14時30分 就業場所
(2)16時00分～21時30分

時給

2人 850円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

日給（時給換算）

6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) 8時15分～12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 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

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時30分～16時00分 就業場所

時給

2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
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 2時00分～ 5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 18歳以上 (1) 3時00分～ 4時30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

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時30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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～10時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

5人 秋田県秋田市

労災
05010- 5596791

院内清掃

○当院の受付開始前の朝９時から院内清掃を行っていただ
きます。
・待合室、トイレ（３ヶ所）、各洗面台、診療室等になります。
・当院は精神科、心療内科が主体になりますので、感染性の
汚染性のものや観血的処置が非常に少なく消毒業務は実質
的に含まれません。

不問

水日祝 医療法人　根本会　かのこメンタルク
リニック毎　週
秋田県秋田市山王５丁目１３－７　プ
ロムナード山王１Ｆ

5人 018-874-7964

不問

16人 018-832-4682

不問
16人 秋田県秋田市

労災
05010- 5595491

労災
05010- 5594991

新聞配達員

○毎週木曜日に指定ルートポスティング業務を担当していた
だきます。

＊秋田魁新報社で、毎週１回発行する「マリ・マリ」をポスティ
ングする仕事です。

不問

月火水金土日祝 有限会社　秋田魁新報東専売所
毎　週

秋田県秋田市千秋矢留町３－３６

な　し
秋田県秋田市千秋矢留町３－３６

16人 018-832-4682

不問
16人 秋田県秋田市

16人 秋田県秋田市

労災
05010- 5593691

新聞配達員（３：００～
４：３０）

○千秋地区の新聞購読者への配達業務を担当していただき
ます。

＊１３０～１５０件程度の配達です。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　秋田魁新報東専売所

新聞配達員（２：００～
５：００）

○新聞にチラシを入れる作業に従事していただきます。
・指定ルートの新聞購読者へ配達業務を担当していただきま
す。
・ポスティング作業もあり。
・自家用車使用。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　秋田魁新報東専売所
な　し

秋田県秋田市千秋矢留町３－３６

16人 018-832-4682

不問

14人 018-823-5065

不問
180人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 5600491

雇用・労災
05010- 5654191

ガソリンスタンドスタッフ
（セルフ）（有期）

○セルフガソリンスタンド内での車検整備業務を担当してい
ただきます。
・車検整備・通検
・一般整備
・その他、付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
自動車整備士資格
２級あれば尚可

他 シナネン石油　株式会社　セルヴィス
秋田その他
秋田県秋田市八橋大畑１－３－４６

その他
秋田県秋田市牛島東７丁目１０－４３

14人 018-833-7906

不問
14人 秋田県秋田市

50人 秋田県秋田市
3ヶ月

労災
05010- 5617991

菓子製造補助

○菓子製造補助業務全般に従事していただきます。
・菓子製造補助
・製品の包装、梱包作業
・製造機械等の洗浄、清掃作業

＊様々な仕事内容でありますが、意欲を持って仕事に向かっ
　ていただければ、どなたでもできる仕事です。
　職場は家庭的で明るい環境です。

不問

日祝他 有限会社　フジタ製菓

子ども英会話イベント
サポートスタッフ（契）

○子ども英会話教室「ペッピーキッズクラブ」の商業施設など
で行うイベントの、ブース設置のお手伝い等サポートスタッフ
を募集。
・イベントブースでお子さんと楽しく英語のゲームを実施
・商業施設内での教室ＰＲ活動（チラシ配布）
・英語が話せなくても大丈夫です
・業界未経験ＯＫ
・常に先輩（正社員）と一緒に働くので安心です

不問

他 パスウェイ　株式会社　秋田支社
毎　週

秋田県秋田市旭北栄町１－４８　セン
タープレイスビル４０１

10人 018-824-0678

不問

1人 018-862-2500

不問
1,050人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5599591

平成31年4月6日～平
成31年7月19日 雇用・労災

05010- 5590191

管理業務補助

＊マンションフロント担当業務員の補助業務
（各マンションへの書類配達、その他）
・社用車使用

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 エムエムエス　マンションマネージメ
ントサービス　株式会社　秋田支店毎　週
秋田県秋田市旭北栄町１－４８　セン
夕ープレイスビル　３０７

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

2人 018-888-5803

不問
3,496人 秋田県秋田市

52人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5613191

給食調理員（臨時職
員）

○学校の給食調理場で学校給食の準備、調理、および清掃
などの業務を行っていただきます。

＊１日の勤務時間は４時間です。

介護職員（ショートステ
イ）

〇ショートステイにおいて介護業務全般を担当していただき
　ます。
（仕事内容詳細）
・食事、入浴、排泄、身の回り等の介助
・その他付随する業務

＊未経験者でも親切に指導します。
＊資格取得を支援します。
＊日勤のみの勤務となります。

他 有限会社　チョウセイ
その他

秋田県潟上市天王字上江川４７－１
３０

34人 018-872-2201

不問
64人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 秋田市教育委員会

雇用・労災
05010- 5630091

不問

火他 協働大町ビル　株式会社
な　し

秋田県秋田市大町３丁目２－４４

7人 018-863-2111

2ページ中 2ページ

平成31年3月13日発行（平成31年3月12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

ホール接客・調理補助
「すごえもん」

○「すごえもん」ホールにて接客業務を担当して頂きます。
・受付でのオーダー受け、レジ業務
・セルフサービスの昼ランチの手伝い
・配膳、食器の片付けなど

○「すごえもん」厨房内での調理補助手伝いも行って頂きま
す。
・料理下処理
・盛り付け、後片付け。

株式会社　友愛ビルサービス
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

1人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

労災
05010- 5643791

ヘルパー２級・初任
者研修修了又は介
護福祉士等（老人
福祉
・介護に関する前
述以外の資格）

清掃スタッフ

○漁協施設及び秋田ステージの建物内の日常清掃業務全
般を担当していただきます。
・事務所、トイレ、廊下、風除室等
・その他、付随する業務全般


不問

水金土日



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 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 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 64歳以下 (1) 8時30分～15時00分 就業場所
(2) 9時00分～15時30分
(3) 9時30分～16時00分

月給（時給換算）

1人 934円～934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
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～12時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13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30分～12時30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)13時30分～17時30分 就業場所

時給

2人 800円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

月給（時給換算）

1人 944円～944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

月給（時給換算）

1人 1,019円～1,019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

18人 018-845-2021

パソコン操作（一太
郎、エクセル、ワー
ド）

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- 5730791

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- 5729391

港湾施設使用料収納
管理事務

○「港湾施設使用料」に係る収納管理事務に従事していただ
きます。
・主に専用システムでのパソコン作業
　＊専用ソフトの操作方法については指導します。
・その他付随する業務

不問

土日祝他 秋田県秋田港湾事務所
毎　週

秋田県秋田市土崎港西１丁目７－１

毎　週
秋田県秋田市土崎港西１丁目７－１

18人 018-845-2021

パソコン操作（エクセ
ル、ワード）
クレーン操作に関す
る知識や経験をお持
ちの方が望ましい

秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5721991

港湾統計調査事務・港
湾施設等保守管理業
務等

○「港湾調査」に係るデータ入力作業、管理区域の巡回パト
ロール、クレーン等荷役機械の点検補助などの業務に従事し
ていただきます。

＊パソコンでの作業はエクセル及び専用ソフトでの操作にな
ります。
　専用ソフトの操作方法については指導します。

不問

土日祝他 秋田県秋田港湾事務所

受付・医療事務

○受付と医療事務の仕事全般を行っていただきます。

・受付、会計、レセコン操作等
・レセプトの提出で、月に１回自家用車を使用することが
　あります。場所は支払基金や保健所です。

普通自動車免許
（ＡＴ可）

日祝 木村内科クリニック
その他

秋田県秋田市新屋田尻沢東町１０－
５

4人 018-828-1112

パソコン操作
医療事務経験者は
歓迎、未経験でも
可です

9人 018-835-1168

＊医療機関での受付
事務、レセプト処理経
験ある方
＊パソコン入力できる
方

9人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5657691

雇用・労災
05010- 5656391

医療事務（１３時３０分
～１７時３０分

○受付、会計、レセプト作成等
・診察の受付
・電話応対（検診の受付含む）
・会計（レジ操作、金銭授受、経理）
・レセプト作成等（ＰＣ入力）、点検
・患者の診察室への案内・清掃等諸雑務
・外出用務（銀行等）あり：社用車使用
・その他、関連する業務

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊医療事務資格あれ
ば尚可

木土日祝他 医療法人　博愛会　山川内科
毎　週

秋田県秋田市東通１丁目２５－２２

な　し
秋田県秋田市東通１丁目２５－２２

9人 018-835-1168

＊医療機関での受付
事務、レセプト処理経
験ある方
＊パソコン入力できる
方

9人 秋田県秋田市

420人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

労災
05010- 5723791

医療事務（８時３０分～
１２時３０分）

○受付、会計、レセプト作成等
・診察の受付
・電話応対（検診の受付含む）
・会計（レジ操作、金銭授受、経理）
・レセプト作成等（ＰＣ入力）、点検
・患者の診察室への案内
・清掃等諸雑務
・外出用務（銀行等）あり：社用車使用
・その他、関連する業務

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊医療事務資格あれ
ば尚可

日祝他 医療法人　博愛会　山川内科

事務　（本部）

パソコンを使ったデータ入力がメインの仕事です

・文字、数字の入力
・伝票等入力
・電話応対

不問

土日 株式会社　マルダイ
毎　週

秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６
号

22人 018-835-6111

パソコン入力程度

1人 018-877-4117

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

46人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災
05010- 5705991

平成31年4月2日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5663091

一般事務（五城目支
店）

○当社「五城目支店」で一般事務をお願いします。
・電話及び来客対応。お茶出し
・事務所内外の清掃
・パソコンでの書類作成（ワード）、表作成（エクセル）
・ほか関連する業務


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　菅与組
その他

秋田県潟上市昭和乱橋字下畑５０

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

66人 018-888-5803

不問
3,500人 秋田県秋田市

75人 秋田県潟上市

雇用・労災
05011-  431991

司書補助及び一般事
務（嘱託職員）「秋田商
業高校」

○秋田商業高校にて、一般事務に従事していただきます。
・事務補助（来客対応、電話応対等）
・司書補助（図書館での本の貸出、本の点検）
＊主に司書補助となります。

不問

土日祝他 秋田市教育委員会

正・准看護師「ゆかり追
分」

○ショ―トステイ（利用定員４５名）における看護業務を
　担当します。
・医師の診療の補助
・看護業務
・施設全般の保健衛生業務など
・通院の手助けなどの外出用務
（社用車：ワゴン車、軽自動車を使用）


正・准看護師
普通自動車運転免
許（通勤用）

他 有限会社　ゆかりの森
毎　週

秋田県男鹿市船越字内子２９４－２５
２

26人 0185-35-5055

不問

不問
19人 秋田県秋田市

労災
05010- 5710091

不問

土日祝他 株式会社　計測技研
毎　週

秋田県秋田市寺内字イサノ９２－１

19人 018-862-1139

平成31年3月14日発行（平成31年3月13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

土質試験業務

○各種土質試験業務（室内作業）
・様々な試験機を使って土の力学特性の分析をします。
（土をふるいにかける、水やセメントを混ぜ合わせる作業）
＊立ち作業又は、かがんでの作業となります。

℡ 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 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)10時00分～16時00分 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 (1) 9時00分～15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～12時00分 就業場所
(2)10時00分～13時00分
(3)10時00分～14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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)10時30分～19時30分
(3)11時30分～20時00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

雇用期間の定めあり 不問 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

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時30分～14時30分 就業場所

時給

1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00分～14時30分 就業場所

時給

3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 65歳以上 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2)10時00分～14時00分
(3)11時00分～15時00分

時給

10人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2)10時00分～14時00分
(3)11時00分～15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

日給（時給換算）

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30分～11時00分 就業場所
(2)15時30分～17時00分

秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 5662191

送迎運転手（パート）

○通所リハビリテーション、ショートステイのご利用者様を自
宅まで送迎していただきます。

＊車いす用の電動リフト車、ワンボックスカー等の運転。
＊送迎先は、秋田市北部が中心となります。

秋田県介護サービス事業所認証評価制度認証事業所
【くるみん】

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 医療法人　運忠会
その他

秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

59人 018-845-4151

不問

22人 018-827-5619

90人 秋田県秋田市

232人

12ヶ月
雇用・労災

05010- 5703391

雇用・労災
05010- 5769091

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

その他
秋田県秋田市中通７丁目１－２　秋
田ステーションビルトピコ３階

0人 018-874-7282

不問
32人 秋田県秋田市

32人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5768191

ホール係

○ホール係に従事していただきます。
・注文受付
・料理をお客様へ運ぶ
・片付け
・レジ
・その他、付随する業務

不問

他 コスモ＆アソシエイツ株式会社　秋田
比内地鶏や秋田駅本店

調理補助

○調理補助に従事していただきます。
・食材のカット
・料理の盛付
・サラダ作り
・麺を茹でるなど簡単な調理
・洗い物

＊３月２２日オープン予定

不問

他 コスモ＆アソシエイツ株式会社　秋田
比内地鶏や秋田駅本店その他
秋田県秋田市中通７丁目１－２　秋
田ステーションビルトピコ３階

0人 018-874-7282

不問

15人 018-832-1129

不問
16人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5709291

雇用・労災
05010- 5702091

調理補助

○「焼肉わかば・東通店」で調理補助のお仕事です。
・仕込み
・ハンバーグ、揚げ物の調理
・盛り付け
・洗い場、厨房内の片付け


不問

他 有限会社　焼肉わかば
毎　週

秋田県秋田市東通２丁目７－３０

毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

5人 018-862-3251

不問
476人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010- 5678291

調理業務（秋田銀行事
務センター）

○秋田銀行事務センター食堂にて、調理業務に従事していた
　だきます。
・厨房内での調理、盛付けなどの食事提供業務
・その他付随する業務（洗い物等）

＊勤務中、禁煙に対応できる方を希望します。　

不問

土日祝 株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズ

エステティシャン、セラ
ピスト

エステティシャン及びセラピストとしての施術受付、
カウンセリング。
エステティシャン・セラピストとして、
あなたの手の温もり、身に付けていく技術や知識により、
お客様に健康管理・美容管理のご提供をします。
自分の想いを手に込めて、それを施術により伝える、
自分の想いや施術により、お客様をハッピーに出来る、
シンプルですが、お客様を笑顔に出来る仕事です。

不問

他 ａｓｉａｎ　ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｖｉｌｌａ　秋田臨海
店毎　週
秋田市山王臨海町２－５６　　臨海Ｎ
Ｓビル１０１

3人 018-893-3393

不問

5人 018-862-4338

不問
25人 秋田県秋田市

労災
05010- 5758291

6ヶ月
労災

05010- 5707791

販売員（パート）

・店頭での惣菜販売
・接客
・その他付随する作業
＊制服（白衣）は貸与いたします。

＊週２０時間未満の仕事です。

不問

他 株式会社　味しん
その他

秋田県秋田市山王２丁目７－１９

毎　週
秋田県秋田市八橋本町３丁目２１番
３４号

6人 018-866-2688

不問
5,000人 秋田県秋田市

2,208人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 労災

05010- 5752391

ベビー・子供服販売員

○ベビー、子供服の販売業務を担当していただきます。
・商品荷出し、陳列（脚立使用の場合あり）
・接客業務
・レジ業務
・開店前清掃
・その他付随する業務

＊初めての方は慣れるまで指導いたします。

不問

他 株式会社　西松屋チェーン　秋田八
橋店

銀行本部業務（事務集
中センター）

○銀行本部業務　　　　　　　　　　　

・事務集中センター業務
（為替関係事務、本部集中業務等）
＊月１５日の勤務です。
＊勤務日数・時間とも相談に応じます。
＊当初は６ヶ月契約。以後契約更新となった場合は６ヶ月。
　その後に契約を更新する場合は１年毎です。

不問

土日祝 株式会社　秋田銀行
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目２－１

018-863-1212

176人 018-863-1212


パソコン操作可能
な方

不問
2,208人 秋田県秋田市

○銀行後方事務
・預金・為替事務
・諸届け事務
・文書整理事務　等

＊月１５日勤務です。

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

平成31年4月1日～平
成31年9月30日 労災

05010- 5740291

不問

土日祝 株式会社　秋田銀行
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目２－１

19人

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
の資格については
問合せ下さい。普
通自動車免許ＡＴ
限定可

3ページ中 2ページ

平成31年3月14日発行（平成31年3月13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

銀行後方事務（県庁支
店）



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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～12時00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

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

月給（時給換算）

2人 944円～944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
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- 5733591

毎　週
秋田県秋田市土崎港西１丁目７－１

18人 018-845-2021

不問
秋田県秋田市

91人 秋田県秋田市

労災
05010- 5695591

港湾施設、公園の維持
管理業務

○港湾施設、公園の維持管理業務を担当していただきます。
・港湾管理区域内の巡回パトロール（清掃含む）
・道路補修（穴埋め等）
・除草（公園含む）
・支障木伐採
・事務所敷地・歩道除雪などの作業
＊パトロール等には公用車使用。
＊作業は２人で行います。

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
大型特殊免許
車両系建設機械運転
者

土日祝他 秋田県秋田港湾事務所

日常清掃

・居室、ホール、廊下等の掃き、拭き（掃除機使用）
・トイレの清掃
・手摺等備品の水拭き
・１人で作業、３人で交代

不問

他 有限会社　ＰＡＴＥＫ
毎　週

秋田県秋田市茨島２丁目６－２３

2人 018-853-1077

不問

不問
25人 秋田県秋田市

労災
05010- 5766291

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　味しん
毎　週

秋田県秋田市山王２丁目７－１９

20人 018-862-4338

平成31年3月14日発行（平成31年3月13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

配達

○配達業務に従事していただきます。
・仕出し料理、弁当、総菜、お膳等の配達
・その他付随する作業


＊１日４～５時間、週４～５日程度のお仕事です。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



　　　　●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１４日　社会福祉法人　幸楽会【介護員】
　２．　３月１５日　池田ライフサポート＆システム㈱【訪問看護師】
　３．　３月１８日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
　４．　３月１９日　㈱全建【大型ウイング、平ボデー、トレーラーの各乗務員】
　５．　３月２０日　㈱へいあん秋田【セレモニープランナー、典礼アシスタント、営業スタッフ　他】
　６．　３月２２日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　７．　３月２５日　㈱無限堂【調理、ホール係】
　８．　３月２６日　西武　秋田店【化粧品販売】
　９．　３月２７日　医療法人　正和会(関係法人含む)【介護福祉士、看護師、介護員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
１０．　３月２８日　㈲アイ・サポート【介護スタッフ】
１１．　３月２９日　社会福祉法人新秋会【介護職員、看護職員】

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 1,300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

1人 1,500円～1,700円
就業場所

パート労働者 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時45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

雇用期間の定めあり 不問 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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～ 9時00分 就業場所
(2)15時00分～19時00分

時給

3人 1,500円～2,400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

3人 1,500円～2,400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

月給（時給換算）

2人 1,477円～1,477円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時33分 就業場所

時給

3人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2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)17時00分～ 8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 就業場所

4人 018-853-5914

経理事務の経験３
年以上
エクセル、ワードの
操作できる方

5人 秋田県秋田市

労災
05010- 5802491

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5817691

経理、事務職

○経理事務全般を担当していただきます。
・現金出納帳の入力（パソコン使用）
・伝票類の作成
・電話応対、来客応対
・外出用務あり（自家用車使用）
・その他付随する業務


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　オリジナルグルーヴ
毎　週

秋田県秋田市東通６丁目１５－２１
２Ｆ

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目２－３２　山
二ビル５階

7人 018-832-0401

不問
1,800人 秋田県秋田市

172人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 5857091

夜間救急受付業務（秋
田赤十字病院）

○「秋田赤十字病院」での救急受付を担当
・夜間に救急受付に来られた患者さんの対応
・保険証のコピー
・必要書類への記入
・預り金の管理　等
＊月の就業時間は１５５時間程度です。
＊当初は平成３２年３月３１日までの契約
（以後、年度ごとの契約更新あり）

不問

他 株式会社　秋田東北ダイケン

事務補助【４時間勤務】

〇事務所内で主に事務補助業務に従事していただきます。
・事務補助
・書類・備品の保管・管理
・電話予約受付、宴会受付、宿泊確認　他

＊４～５時間程度の勤務です。
＊土・日・祝日勤務可能な方
＊雇用期間：１年毎の契約更新

不問

他 株式会社　二十二　天然温泉　ホテ
ルこまちその他
秋田県秋田市卸町１－２－３

50人 018-865-0001

不問

018-860-5168

0人 秋田県秋田市
平成31年5月7日～平
成32年3月13日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 5814191

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

・教育および教育
支援に関わるもの
・基本的なパソコン
操作
（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、Ｐ
ｏｗｅｒＰｏｉｎｔ等）

12ヶ月
労災

03010- 7524791

職場定着支援員（中央
部公開用）

・地域各校の就職支援員との連携による職場定着支援
・就職希望者を対象とした「就職準備セミナー」「コミュニ　ケーション
セミナー」の開催
・関係各機関等との連携による就職支援
・卒業後、早期に離職した者の把握、支援
・離職に関する調査の実施、分析
・長期インターシップの受入先開拓

＊外出業務あり（自家用車を使用）
＊更新予定：なし

土日祝 秋田県教育庁高校教育課
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－１

0人

毎　週
岩手県盛岡市上田２丁目２０－２０
サンヴィレッジ上田　２０１

0人 019-652-4790

不問
200人 秋田県潟上市

200人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
03010- 7523491

家庭教師（潟上市）

小学生・中学生・高校生・浪人生への学習指導　
　１日２時間の指導
　小学生は主に国語・算数
　中学生・高校生・浪人生は数学・英語が中心となります。


＊教科については相談に応じます。

＊就業日数は週１日～で応相談。

不問

他 学生家庭教師会　盛岡

家庭教師（秋田市）

小学生・中学生・高校生・浪人生への学習指導　
　１日２時間の指導
　小学生は主に国語・算数
　中学生・高校生・浪人生は数学・英語が中心となります。


＊教科については相談に応じます。

＊就業日数は週１日～で応相談。

不問

他 学生家庭教師会　盛岡
毎　週

岩手県盛岡市上田２丁目２０－２０
サンヴィレッジ上田　２０１

0人 019-652-4790

不問

4人 018-893-3760

不問
14人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・労災

05010- 5834991

12ヶ月
雇用・労災

05010- 5847591

知的障害者等グループ
ホームの世話人

○共同生活援助事業所（グループホーム）で入居者（知的障
害者等）への賄い（調理）及び入居者の日常生活への生活支
援等を担当します。

・グループホーム２～１０人

※早出、遅出の交代制勤務

※年度更新

不問

他 社会福祉法人　友愛の園
な　し

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－３３

毎　週
秋田県秋田市山王中島町８－１０

22人 018-862-2991

不問
58人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5845891

オペレーション（ホル
ター心電図）

○社内でＰＣを使ってホルター心電図の処理をしていただき
ます。
＊処理の方法は研修します。 臨床検査技師

土日祝他 フクダ電子北東北販売　株式会社

診療放射線技師（パー
ト）

○診療放射線技師業務に従事していただきます。
・レントゲン撮影
・骨密度測定
・その他、付随する業務

＊白衣貸与いたします。

診療放射線技師

日祝他 永沢整形外科クリニック
その他

秋田県秋田市仁井田字中新田７７番
地

14人 018-839-9955

不問

不問
34人 秋田県秋田市

労災
05010- 5824391

看護師又は准看護
師

月火水木金日祝他 有限会社　ｔｏ　ｂｅ
毎　週

秋田県秋田市新屋比内町１３番１号

10人 018-828-8170

平成31年3月15日発行（平成31年3月14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
「ア・ラ・ヤでデイ」

○デイサービスにおける高齢者、障害者の看護業務に従事し
ていただきます。
・健康管理、必要な看護処置
・受診の付き添い、救急時の対応
・内服薬の管理
・その他、付随する業務

＊土曜日のみの勤務となります。

℡ 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 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 780円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時00分 就業場所

時給

1人 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～13時15分 就業場所
(2) 9時45分～19時15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 不問 就業場所

時給

1人 820円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～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 就業場所

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) 6時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

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) 8時00分～15時00分 就業場所
(2) 8時00分～16時00分

日給（時給換算）

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) 9時00分～17時45分 就業場所
(2)10時15分～19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) 8時30分～12時30分 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ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)17時15分～ 8時29分 就業場所
(2) 8時30分～ 8時29分
(3) 8時30分～17時15分

1,800人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災
05010- 5804891

施設警備員（太平山自
然学習センター　まんた
らめ）

○施設内の定期的な巡回、鍵の授受、来場者の出入管理等を　行
います。
・夜間、宿泊者の安全管理
・キャンプファイヤーの立会い
・設備機器の稼働確認、対応
＊就業時間について
（１）１７：１５～翌日８：２９（月１１回程度）
（２）　８：３０～翌日８：２９（月　１回程度）
（３）　８：３０～１７：１５　（月　１回程度）
＊年度毎の契約更新あり。

不問

他 株式会社　秋田東北ダイケン
その他

秋田県秋田市中通２丁目２－３２　山
二ビル５階

4人 018-832-0401

不問

47人 018-834-0968

不問
47人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成31年9月30日 労災

05010- 5848191

～平成32年3月31日
雇用・公災・健康・厚生

05010- 5772791

教育補助

○３～５歳児の教育補助　　　　　　　　　　　　　　　　

＊勤務開始日は要相談

＊勤務状況良好の場合更新あり

＊勤務時間は要相談、週２０時間未満で調整



不問

土日祝他 学校法人見真学園　こまどり幼稚園・
保育園毎　週
秋田県秋田市横森５丁目１－２９

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

4人 018-888-5429

市民活動や活動支
援、相談指導等に
関する知識及び経
験

2,532人 秋田県秋田市

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

05010- 5825691

専門職（市民活動支援
アドバイザー）

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

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 秋田市役所

ゴルフ場レストランでの
調理補助【秋田市】

○ゴルフ場レストランでの調理補助をお願いします。
・盛付
・野菜や肉のカット
・洗い場　等

＊曜日によって勤務時間が異なります。

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

20人 018-838-7011

不問
81人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 5791291

労災
05010- 5799791

厨房調理職員

○有料老人ホームでの厨房業務全般を担当していただきま
す。
○約２０食分を２名体制で行います。
○その他付随する業務

不問

他 有限会社　ケアサービスおちあい　有
料老人ホーム　彩べえ　いいじま毎　週
秋田県秋田市飯島字飯田水尻５０１
－１

毎　週
秋田県秋田市中通３丁目４－４５

8人 018-893-3606

不問
9人 秋田県秋田市

35人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 5806591

美容室店舗内補助



・電話応対（予約の確認）
・店内の掃除
・美容器具の清掃
・タオルの洗濯　等
・その他、付随する業務

不問

月火他 株式会社　ＴＷＯＦＡＣＥ

介護職員

○スマイル薬局併設の「デイサービスセンタースマイル輝」
において、介護業務を担当していただきます。
・入浴、排泄介助、食事見守り　等

＊社用車（ＡＴ車）にて送迎業務も担当していただきます。



普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護福祉士

日他 有限会社　スマイル薬局
毎　週

秋田県秋田市将軍野東１－４－３８

25人 018-846-5778

不問

3人 018-862-4694

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5860491

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5835491

販売員（西武秋田店
地階）

○商品の陳列や接客、レジなどの店内作業全般

＊４名で対応します。
＊１日４～６時間（９：００～１９：００の間）
　週３～５日の勤務になります。
＊就業時間は相談に応じます。

＊接客のお仕事であり、明るい対応や素直で前向きに取り組
むことが求められます。


不問

他 株式会社　川口屋
毎　週

秋田県秋田市大町１丁目６－２０

毎　週
秋田県潟上市天王字上江川４７一２
８１

11人 018-872-2008

不問
20,250人 秋田県潟上市

38人 秋田県秋田市
～平成31年8月20日

雇用・労災
05010- 5838291

ファッション衣料服販売
スタツフ

○衣料品等の販売業務に従事していただきます。
＊商品の陳列、商品管理、レジ業務
＊商品の検収業務
＊清掃業務等
＊土曜日、日曜日、祝日は交代での勤務となります。
＊就業時間（１）と（２）を合わせて週５日勤務です。
＊（２）の勤務が週３日以上可能な方
＊アットホームな職場です！未経験の方でも安心の研修カリ
キュラムとマニュアルが完備されていますので、安心して仕
事を始める事ができます。

不問

他 株式会社　しまむら　天王店

事務員（～Ｈ３１．８．２
０）
＜産休代替＞

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

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水土日祝他 三光不動産　株式会社（Ｓａｎｋｏ）
毎　週

秋田県秋田市保戸野千代田町２－４
３

12人 018-824-0021

不問

不問
11人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010- 5810791

不問

火木土日祝他 チサンマンション秋田管理組合
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目４－４７

1人 018-832-1459

3ページ中 2ページ

平成31年3月15日発行（平成31年3月14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

経理事務と受付窓口業
務

○マンション受付窓口業務
○経理事務
・仕訳、試算表作成（会計ソフト使用）
・請求書、資料作成等、他
○補助業務
・清掃、水道メーター検針、除雪、ほか



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 1,245円～1,245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 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～15時30分 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) 8時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～16時30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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～11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

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

雇用・労災
05010- 5858391

毎　週
秋田県秋田市東通４丁目５番１２号

40人 080-5068-0078

不問
95,000人 秋田県秋田市

5,200人 秋田県秋田市

労災
05010- 5831091

ダイレクトメール仕分け
作業員

○構内でダイレクトメールの仕分け作業を行っていただきま
す。
・ダイレクトメールの中身はカタログ等です
・簡単な端末操作があります

＊１日４時間程度の勤務です。
＊制服貸与いたします。
＊勤務状況に応じて、更新の可能性あり。

不問

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田広面支
店　秋田東通センター

清掃業務「秋田大学」

○建物内の清掃業務全般に従事します。
・事務室、トイレ、廊下、階段　他
＊小型掃除機、モップ、箒等を使用した作業で、
ポリッシャー等の操作はありません。

＊制服貸与します。

【６０歳以上の方の応募歓迎、６５歳以上も応募可能です】

不問

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

5人 018-801-0911

不問

1人 018-853-8666

不問
1,000人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010- 5828791

平成31年3月18日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5803791

清掃員（河辺・戸島野
球場、航空自衛隊）

○請負契約先事業所の清掃業務に従事していただきます。
・トイレ清掃（床・便器・洗面）
（１）河辺・戸島野球場
毎週月曜日　９：００～１２：００の間の２時間（移動を含む）
勤務期間　４月～１１月
（２）航空自衛隊
毎週月・木曜日　９：００～１７：００の間の１．５時間
勤務期間　通年

不問

火水金土日祝 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
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

6人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

432人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 5820291

清掃スタッフ（明徳館高
校）

○明徳館高校の内外清掃全般
・トイレ、廊下、教室、給湯室等の日常清掃全般
・拭く、掃く、ゴミ収集等々 不問

他 株式会社　友愛ビルサービス

自動販売機補充および
置き菓子事業

（１）毎日同じ事業所へ訪問、６台～８台の自動販売機へ缶ペット、食
品などの商品を補充、空缶などを回収するお仕事
（２）１日１０社～１２社程度の事業所へ訪問、専用コンテナにお菓子
を補充し、代金を回収する簡単なお仕事
・ノルマ、営業などは一切ございません。
・（２）置き菓子事業エリアは秋田市、潟上市、南秋田郡、男鹿市のエ
リアとなります。
・使用する車両は普通車または軽自動車のワンボックスタイプです。
※細かい文字を見る必要があります（伝票）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 みちのくキャンティーン　株式会社
秋田営業所毎　週
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
４９

20人 018-847-0613

不問

不問
19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- 5822191

不問

土日祝他 秋田県花き種苗センター
毎　週

秋田県潟上市昭和豊川竜毛字山ノ
下１－１

19人 018-877-7787

平成31年3月15日発行（平成31年3月14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

種苗生産（茎頂培養）

○花きの種苗生産に係る業務
・ダリア等の茎頂培養と継代培養及びその管理を主体に日常
業務を行っています。

＊未経験者でも作業手順は教えます。

※就業場所について（平成３１年８月移転予定につき）
・４／１～７月下旬（潟上市昭和）
・８／１～（秋田市雄和）


℡ 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１５日　池田ライフサポート＆システム㈱【訪問看護師】
　２．　３月１８日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
　３．　３月１９日　㈱全建【大型ウイング、平ボデー、トレーラーの各乗務員】
　４．　３月２０日　㈱へいあん秋田【セレモニープランナー、典礼アシスタント、営業スタッフ　他】
　５．　３月２２日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　６．　３月２５日　㈱無限堂【調理、ホール係】
　７．　３月２６日　西武　秋田店【化粧品販売】
　８．　３月２７日　医療法人　正和会(関係法人含む)【介護福祉士、看護師、介護員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　９．　３月２８日　㈲アイ・サポート【介護スタッフ】
１０．　３月２９日　社会福祉法人新秋会【介護職員、看護職員】

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 1,300円～1,600円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～12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) 9時00分～14時00分 就業場所

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

時給

1人 800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15分～17時15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

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 9時00分～15時30分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～15時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時15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
交替制あり 企業全体

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

時給

4人 770円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

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) 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)12時30分～16時00分 就業場所

13人 018-863-1212

銀行窓口業務経験
者
（金融機関窓口業
務経験者応募可）

2,208人 秋田県潟上市
平成31年4月1日～平成
31年9月30日 労災

05010- 5898591

～平成32年3月31日
雇用・労災

05010- 5954591

銀行窓口業務（大久保
支店）

○銀行窓口業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・窓口での預金受払業務　　　　　　　　　　　　　　　　
・振込、税金納付の受付業務　　　　　　　　　　　　　　
・諸届の受付業務　等

＊月１３日の勤務です。勤務日数・時間とも応相談。

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

不問

土日祝 株式会社　秋田銀行
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目２－１

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

66人 018-835-4276

不問
95,094人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5875391

医療事務（秋田市中央
病院）

○総合病院での受付業務に従事していただきます。
・診察受付
・保険証確認
・患者対応
・電話対応　など
・

＊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

薬局事務（パート）

○調剤薬局での医療事務業務に従事していただきます。
・受付、接客、会計、調剤補助
・商品の配達、運搬もあり
（自家用車使用／ガソリン代は通勤費として支給します）
・その他、付随する業務

＊白衣貸与

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

日祝他 株式会社　神成堂　かんなり堂薬局
フォンテ店その他
秋田県秋田市中通２丁目８－１　フォ
ンテＡＫＩＴＡ　４Ｆ

3人 018-827-3820

不問

16人 018-873-3177

不問
6,724人 秋田県秋田市

平成31年4月8日～平成
31年9月30日 労災

05010- 5942791

雇用・労災
05010- 5924991

業務補助

＊当センターが行う各種業務に付随する書類の作成、整理、
　保管、コピー、データ入力等の事務処理作業
＊各種研修事業等に係る配布資料のセット、会場設営
＊電話応対（担当職員への取次）等

ＰＣ操作技能（Ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌ等のソフト
を活用できる実用
的スキル）

日祝他 独立行政法人　高齢・障害・求職者
雇用支援機構　秋田支部毎　週
秋田県潟上市天王字上北野４－１４３

毎　週
秋田県秋田市山王５丁目６－２１

32人 018-823-7571

パソコン操作（エク
セル）充分出来る方
パソコン関係有資
格者尚可

32人 秋田県秋田市

13人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 5900791

一般事務

○一般事務に従事して頂きます。
・得意先からの受注管理
・売掛金管理
・納品書、請求書の発行、データ入力
・電話応対
・その他、付随する業務

※パソコンソフト「カシオ楽一」使用

不問

土日祝他 秋田科学物産　株式会社

事務スタッフ

○事務及び総務のお仕事です。
・電話応対、来客応対
・資料整理（ＰＣ使用）
・環境整備

＊事務経験やＰＣスキルもさることながら、大切にしたいの
　は「コミュニケーション」です。社長やスタッフ、取引先
　様とのコミュニケーションを円滑に行うことができる思いやりと
気遣い、そして素直に学べる姿勢のある方を求めています。

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

土日祝他 有限会社　まるよし工業
毎　週

秋田県秋田市向浜１丁目６－６

13人 018-883-0750

パソコン（エクセル、
ワード）の使える方

2人 018-838-6940

資格までは必要あ
りませんが、ワー
ド・エクセル操作（必
須）

44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- 5955191

～平成32年3月31日
雇用・公災・健康・厚生

05010- 5881191

受付等業務（秋田第二
合同庁舎）

《秋田第二合同庁舎管理室での受付、事務業務》
・各官署への分担金通知事務
・会議室の予約受付、駐車承認事務
・共用物品（消耗品）の在庫管理
・その他、合同庁舎の管理・運営に関する合同庁舎管理係長
の補佐業務
・その他事務業務

不問

土日祝他 タクス秋田　株式会社
毎　週

秋田県秋田市川尻御休町８－１６

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

33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- 5940991

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

※年度更新となります。

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

土日祝他 秋田市市民生活部国保年金課

保育士（パート）

○保育業務全般に従事していただきます。

＊主に０歳児から２歳児保育に携わっていただきます。
＊園児数は５０名程度です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





保育士免許・幼稚
園教諭２種免許（両
方必須）

日祝他 社会福祉法人　楢山保育園
毎　週

秋田県秋田市南通宮田１６－３０

33人 018-832-5008

不問

10人 018-838-5300

不問
10人 秋田県秋田市

平成31年9月21日～平
成31年10月18日 労災

05010- 5899191

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

看護師及び准看護師

○当クリニックにおける看護業務全般を担当していただきま
す。
・診療の介助・処理
・検体準備等
・その他付随する業務


看護師又は准看護
師

不問

土日祝 株式会社　エフシービルテック
毎　週

秋田県秋田市仁井田字古川向２２－
４

平成31年3月18日発行（平成31年3月15日受付分)　Ｎｏ．１

日祝 あきた東内科クリニック
な　し

秋田県秋田市広面字近藤堰添５０－
１

2人 018-874-9371

不問
68人 秋田県秋田市

建物清掃員「秋田地方
裁判所」

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


平成31年4月1日～平成
31年11月30日 労災

05010- 5892691

℡ 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 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～16時30分 就業場所

時給

6人 845円～845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
(2)12時00分～20時00分
(3)13時00分～21時00分

時給

1人 850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 850円～1,050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 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) 9時00分～15時30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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～12時45分 就業場所
(2)12時45分～17時15分
(3) 8時15分～17時15分

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～ 8時00分 就業場所
(2)16時00分～20時00分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,050円～1,050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
(2)13時00分～16時00分

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

2人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～12時00分 就業場所
(2)13時00分～16時30分

時給

3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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～15時00分 就業場所
(2) 8時30分～16時30分
(3) 8時00分～17時00分

37人 秋田県秋田市
平成31年3月25日～平
成33年3月31日 労災

05010- 5883391

清掃（東小学校・明徳
小学校）

・トイレの床掃き、水拭き
・衛生陶器類の洗浄
・トイレの間仕切り、窓、台、扉の清掃
・トイレおよび水飲み場の洗面台の洗浄、鏡拭き
・トイレのごみ箱、汚物等の収集処理
＊移動は自家用車使用
＊女子トイレの清掃あり
※上記の２ヵ所を担当していただきますが、就労曜日、時間
については相談のうえ、決定します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 タクス秋田　株式会社
毎　週

秋田県秋田市川尻御休町８－１６

1人 018-838-6940

不問

763人 018-889-2215

・自動車運転業務
経験３年以上

2,334人 秋田県秋田市
平成31年4月15日～平
成33年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5878491

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 公災

05010- 5877991

技能系スタッフ（自動車
運転手）【総務企画課】

所属先：総務企画課

・公用車運転業務　※本道地区との書類搬送含む
（普通自動車使用、基本的にはＡＴ車限定で問題ないが、ＭＴ
車もあるためＡＴ限定以外尚可）
・構内の草刈り作業及び冬期間の除雪作業

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

・普通自動車免許
【ＡＴ限定可（ＭＴ運
転可能であれば尚
可）】

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

毎　週
秋田県秋田市川尻新川町１番１号

155人 018-862-6581

不問
185人 秋田県秋田市

1,600人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 5914391

製品検査及びこれに付
随する業務（午後）

・製品検査
・製品等の搬送
（官用車あり、１ＢＯＸまたは２ｔトラック）
・倉庫業務等（事務処理等を含む）
＊就業時間（１）：月～木曜日勤務
　　　　　（２）：金曜日勤務　　
　　　　　　　　　（週１９時間程度勤務）
＊職員の補助的な業務です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 秋田刑務所

レストランサービス係
（秋田カントリー倶楽
部）

○「秋田カントリー倶楽部」レストランのサービス係を担当して
いただきます。
・お客様の接客案内
・オーダー受付、料理の提供、片付け　等
＊土日祝日勤務可能な方希望します。
＊休日は相談に応じます。
　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 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

13人 018-832-0038

不問

10人 018-839-7227

不問
19人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 5932991

～平成32年2月20日
労災

05010- 5880591

学生寮食事担当（パー
ト）

○当社と業務提携の学生寮の朝、夕の食事の調理
・６５名の寮生の食事を３名くらいで調理

＊午前５時３０分～８時、午後４時～８時のいづれか、
　あるいは両方できる方を希望

＊夏休み、正月休み、日祝は休み。

不問

日祝他 有限会社　インテリア桜庭
な　し

秋田県秋田市仁井田本町３丁目６－
３７

毎　週
秋田県秋田市中通６丁目１－１３

7人 018-835-1187

不問
390人 秋田県秋田市

31人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 5897291

半日型デイサービスで
のリハビリトレーナー

○要支援や要介護の方へのリハビリ補助業務に従事していた　だ
きます。
・トレーニングメニューに沿って、リハビリマシンを使った　トレーニン
グ補助業務
・リハビリマシンの操作説明
・利用者の送迎業務（ＡＴ社有車：１ＢＯＸカー）
＊食事や入浴介助はありません。
＊１年毎の契約更新
※リハコンテンツ（株）のフランチャイズ加盟店です。
　働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 株式会社　イヤタカ

名産品の販売（西武秋
田店内）

○各種販売及び関連業務に従事していただきます。
・西武名産品売場での商品販売及び陳列業務
・秋田の土産品や特産品の販売
・接客、レジ操作、商品の陳列、清掃あり
・その他付随する業務

＊雇用期間：１年毎の契約更新制

＊経験者優遇

不問

他 秋田県産　株式会社
その他

秋田県秋田市卸町３丁目７－４

2人 018-862-6431

不問

9人 025-223-0909

不問
400人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

15010-11796891

6ヶ月
労災

15010-11793991

アパレル販売スタッフ
／秋田市／ａｒｎｏｌｄ　ｐａ
ｌｍｅｒ

アーノルドパーマータイムレス　イオンモール秋田店
アーノルドパーマータイムレスは“ＨＡＰＰＹ　ＬＩＦＥ”をコンセプトに、
元気で遊び心のあるＲｅｌａｘしたカジュアルを「メンズ・レディス・キッ
ズ・雑貨」トータルで提案するライフスタイルブランドです。
店舗での接客、販売業務全般。ディスプレイなどの売場作り、売上
管理なども一緒に行ってもらいます。ａｒｎｏｌｄ　ｐａｌｍｅｒが好きな方、
ファッション、オシャレが好きな方、接客が好きな方、チームワークを
大切にできる方、未経験でも大歓迎！業界初挑戦でも意欲のある
方は歓迎します。勤務開始日等、お気軽にお問合せ下さい。

不問

他 株式会社　クラッシュアンドカンパ
ニーその他
新潟市中央区古町通６番町９８８番
地

その他
新潟市中央区古町通６番町９８８番
地

9人 025-223-0909

不問
400人 秋田県秋田市

445人 秋田県秋田市
平成31年4月23日～

雇用・労災
05010- 5904191

アパレル販売スタッフ
／秋田市ＡＺＵＬ　ＢＹ
ＭＯＵＳＳＹ

アズールバイマウジー　イオンモール秋田店
ＡＺＵＬ　ＢＹ　ＭＯＵＳＳＹは、袖を通すたびに自由になれる服、自分
らしさに出会える服、今の気分に寄り添うＰＯＳＴ　ＳＴＡＮＤＡＲＤを
提案します。
店舗での接客・販売業務全般、ディスプレイなどの売り場作り、売上
管理なども一緒に行ってもらいます。ＡＺＵＬ　ＢＹ　ＭＯＵＳＳＹが好
きな方、ファッションが好きな方、オシャレが好きな方、接客が好き
な方、チームワークを大切にできる方、歓迎します。勤務開始日等
お気軽にお問合せください。

不問

他 株式会社　クラッシュアンドカンパ
ニー

販売員

・店舗スタッフとして、レジ、接客など簡単な店内業務を行って
もらいます。
・親切に指導いたしますので、販売未経験の方でも安心。
・オープニング募集なので、皆さんスタートラインが一緒です。

※制服貸与
※５月２４日（金）新規オープン予定

不問

他 ハミューレ株式会社　プロノ秋田外旭
川店毎　週
秋田県秋田市外旭川字大谷地２９－
１

0人 018-869-7666

0人 000-000-0000

不問

不問
60人 秋田県秋田市

店舗販売スタッフ（秋田
赤十字病院内・あきた
マルシェ）

秋田赤十字病院内にオープンする新店舗『あきたマルシェ』
のオープニングスタッフの募集です。
外来患者様、入院患者様、病院関係者様向けの産地直売商
品を販売する店舗です。
・品出し、・レジ業務　・入出庫　
・検品、　・発注　　　・ＰＯＰ作り
・その他付随する業務
＊平日のみ営業です。
　就業日数、就業時間については相談に応じます。 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5933491

不問

土日祝他 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

平成31年3月18日発行（平成31年3月15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

9人 018-893-5769

不問
9人 秋田県秋田市

2ページ中 2ページ

3ヶ月
雇用・労災

05010- 5908991

作業員（パート）

○工場内において、産業廃棄物の分別等の作業に従事して
い　ただきます。（汚い仕事ではありません）
・主に手作業による選別作業になります。
・分別後の運搬作業（フォークリフト・バックフォー使用）

＊作業服は支給いたします。
＊エコ・リサイクルに関心のある方を希望します。

【６０歳以上の方も応募歓迎】

不問

日祝他 有限会社　清水産業　グリーン・ウィ
ル・秋田毎　週
秋田県秋田市向浜１丁目３－４


