
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 220,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 500,000円～500,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 230,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

2人 132,000円～155,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 197,500円～207,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 39歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 155,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 140,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 149,800円～149,800円
就業場所

正社員以外 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時45分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分

日給（月額換算）

1人 131,440円～131,440円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時20分～17時10分 就業場所

月給

1人 156,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

不問
13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5567191

１級、又は２級土木施
工管理技士（必須）
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

日他 有限会社　西部建設
その他

秋田県秋田市新屋扇町８６－２０

13人 018-828-2725

平成31年3月12日発行（平成31年3月11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

現場施工管理

・道路工事、宅地造成工事、舗装工事等の現場管理
・現場は、主に秋田市内です。
・冬期間は秋田市等の除雪作業あり。現場作業もあります。
・社有車両の運転あり。

＊土木工事の施工管理に興味がある方であれば、実務経験
が全くなくても構いません。ゼロから指導します。
　

歯科医師

○歯科医療業務

※制服貸与
※向上心を持って、前向きに仕事に取り組んでいただける方
希望

歯科医師免許

日祝他 歯科明徳町クリニック
その他

秋田県秋田市千秋明徳町３－４８

8人 018-832-4224

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5550091

歯科衛生士

・診療補助
・予防、歯周基本治療、メインテナンス業務
・診療器具等の滅菌消毒作業及び簡単な院内清掃
・電話対応
※制服貸与
※向上心を持って、前向きに仕事に取り組んでいただける方
希望

歯科衛生士免許

日祝他 歯科明徳町クリニック
その他

秋田県秋田市千秋明徳町３－４８

8人 018-832-4224

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5551391

病理診断標本作製・細
胞診断標本作製【契約
社員】

○病理診断標本作製、細胞診断標本作製業務を行っていた
だきます。
【主な仕事内容】
＊県内外の病院・医院から提出された組織片や細胞診検体
の仕分け、検体処理、標本作成、受付、発送等を担当し、正
確かつ迅速な　診断ができるようサポートする。
＊来客対応等も行っていただきますので、明るく笑顔の対応
が求められます。
＊外出用務あり（社用車・ＡＴ使用）

　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　秋田病理組織細胞診研
究センターその他
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（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅ
ｌなど）が使用でき
る。

24人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5526091

病理診断標本作製・細
胞診断標本作製

○病理診断標本作製、細胞診断標本作製業務を行っていた
だきます。
【主な仕事内容】
＊県内外の病院・医院から提出された組織片や細胞診検体
の仕分け、検体処理、標本作成を担当し、正確かつ迅速な診
断ができるようサポートする。
＊外出用務あり（社用車・ＡＴ使用）

　普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）
　臨床検査技師
　細胞検査士資格あ
れば尚可

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

24人 018-853-5806

不問
24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5528691

職業指導員

○就労継続支援Ｂ型事業所として利用者（通所者）の就労や
　生産活動の機会を提供する場として、事業所内で職業指導
　業務を行う。
・医療機関、介護施設等で必要とされるオムツ、タオル等の
　クリーニング作業を行う。
・利用者の一般就労にむけた職場実習の指導、作業の実務
を利用者と一緒に行い、利用者の態度、能力評価を行い支
援と記録をする。
・パソコンへ簡単な入力作業有。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日他 社会福祉法人　友愛の園
毎　週

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－３３

9人 018-893-3760

パソコンへ簡単な
入力操作

14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5507591

生活支援員及び職業
指導員　≪急募≫

・利用者の就労支援作業（電子部品の加工・箱折り作業等）
の作業指示及び支援
・利用者の生活支援として生活面での助言や相談
・製品の運搬（主に市内、社用車使用）
・その他付随する業務

※採用予定日４月１日（退職者補充のため）

普通自動車免許（ＡＴ
可）（介護福祉士・
ホームヘルパー２級
の場合優遇いたしま
す）

土日祝 一般社団法人　秋田スプリング
毎　週

秋田県秋田市東通１丁目２３番１号
（田代クリニック内）

5人 018-884-1500

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5522891

支援員（児童デイサー
ビスばんぶう）

○障害児の支援員業務を担当していただきます。
・障害のある児童の日常生活全般にわたる支援および指導
・遊び、屋外散策、学習補助　等
・定員１０名、スタッフ６名で対応
＊利用者の送迎（社用車：軽～バン／ＡＴ車）
＊就業時間（１）月～金
　　　　　（２）第１、３土曜日
＊雇用期間：本人の勤務状況等により年度毎の更新あり
＊１～２ヶ月間、マンツーマンによるＯＪＴ研修あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護福祉士や保育
士等の資格

日祝他 社会福祉法人　秋田県厚生協会　若
竹学園その他
秋田県秋田市御所野地蔵田２丁目１
５番１号

6人 018-838-0607

不問
310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- 5554491

司書補助（臨時職員）
「御所野学院高等学
校」

○御所野学院高等学校にて、司書補助業務に従事していた
だきます。
・図書室での貸出、返却受付、図書の発注、整理等
・一般事務補助




不問

土日祝 秋田市教育委員会
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

33人 018-888-5803

＊パソコン（一太
郎、エクセル等）操
作のできる方

3,496人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 5490791

事務員

○次のような事務的職務に従事していただきます。
・売上処理等（弥生会計ソフトを使用します）
・電話、来客応対
・外出用務
（銀行、郵便局、書類取得のため主に県庁、市役所）
・入社手続き、健康診断、ストレスチェック等の労務管理
＊社用車（ＡＴ車）使用。
【平成３１年４月１６日から勤務予定です】

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 株式会社　エイビック
毎　週

秋田県秋田市東通仲町２０－１６

11人 018-833-3957

パソコン操作（ワー
ド・エクセルを使用
してのデータ入力
等）

165人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5505891

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

1人 136,440円～136,440円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 140,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 25歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 139,230円～139,230円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 136,200円～158,900円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

日給（月額換算）

1人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

2人 140,000円～140,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 135,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～20時00分
(3) 9時00分～18時00分

月給

2人 180,000円～266,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)12時00分～21時00分

月給

1人 175,800円～271,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 180,000円～265,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時15分 就業場所

月給

5人 160,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～18時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
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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

公共施設の使用受付、
管理及び一般事務

○公共施設の受付、管理業務に従事していただきます。
・貸室の予約受付（電話、インターネット、窓口）
・施設設備の日常点検などの管理業務全般
・管理に関する庶務、経理、事業の事務補助
・音響アンプ、プロジェクターの設置・接続作業
・その他付随する業務

＊雇用開始：平成３１年４月１日～（予定）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- 5549291

不問

土日祝他 中央地域づくり協議会
毎　週

秋田市山王１丁目１－１　　秋田市役
所　３階

11人 018-888-5644

16人 018-866-9821

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

パソコンの基本操
作ができる方（ワー
ド、エクセル）

11人 秋田県秋田市

教諭免許状（保健
体育）
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 公益財団法人　秋田県体育協会

一般事務

○当社は、住宅建築に関わる検査や試験を主な業務として
おり、その現場で取得したデータの事務処理に従事していた
だきます。
・データ入力、書類作成
・来客、電話対応
・簡単な作図
・社用車または自家用車を使用しての外出用務あり

【　ホームページの作成に興味のある方　大歓迎　】

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　住宅地盤技術研究所
その他

秋田県秋田市寺内字イサノ９２－１

パソコン操作（ワード・
エクセル・一太郎）
エクセルは表作成、
計算式入力等が必須
です。

21人 秋田県秋田市

18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5499491

一般事務

○事業課において、事務を担当していただきます。
（主な担当業務）
２０２０年第７８回日・韓・中ジュニア交流競技会秋田大会関連業務。
・日本スポーツ協会、運営業務委託企業との連絡調整。
・パソコン操作（文書、表作成、データ入力）
・電話や来客対応。

＊外出業務あり
（ＡＴ協会車または自家用車：ガソリン代支給）

奥羽住宅産業　株式会社
その他

秋田県秋田市大町２丁目６－２９

毎　週
秋田県秋田市八橋運動公園１－５
秋田県スポ－ツ科学センター内

21人 018-864-8090

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5543391

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- 5501691

一般事務

○官公庁関係の書類の作成及び提出
○売掛金の入金チェック
○請求書のチェック
○集金業務
○発注・入出荷管理

＊社用車を使用します。
【平成３１年４月から採用予定です】

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他

7人 018-888-5429

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

18人 018-865-1511
パソコンを使い慣
れている方（手際よ
く入力できる等）

事務経験者尚可

23人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 秋田県立大学事務局

一般事務補助（臨時職
員）

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

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり

不問

土日祝 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

・パソコン操作（Ｗｏ
ｒｄ、Ｅｘｃｅｌ等）

457人 秋田県秋田市

2,532人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 5503491

大学一般事務

○大学に関する事務を行っていただきます。
・教育及び学生支援に関する事務
・地域貢献・研究支援に関する事務
・入試に関する事務
・財務・会計に関する事務
・勤務管理・福利厚生に関する事務
・事務用品の調達・管理等の事務
・その他、各種データ入力・予算管理・資料作成及び
　電話応対・来客応対など

みやがた駅東歯科
その他

秋田県秋田市手形字西谷地１８２番
３

毎　週
秋田県秋田市下新城中野字街道端
西２４１－４３８

209人 018-872-1500

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5575091

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- 5506291

受付

○歯科クリニックでの下記業務
・受付、誘導、会計、カルテ管理
・診療用機器や器具の洗浄
・備品管理等の院内業務

不問

日祝他

0人 011-712-8300

不問

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）

6人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定応相
談）

日祝他 株式会社　マルゼン

店内業務全般スタッフ
（総合職／店長候補）

お客様応対、レジ、発注、売場管理、帳票管理、電話対応、労務管
理等に従事していただきます。

＊主な１日の業務の流れ
１）開店準備：朝礼で引き継ぎ確認と商品情報等を共有し、開店まで
掃除や商品陳列を済ませます。
２）営業時間中：レジ・商品の陳列整理、発注、接客応対など、さまざ
まな商品を扱うため、仕事内容も多岐に渡ります。
３）閉店作業：閉店後、レジ精算を行い、翌朝出勤する社員への引き
継ぎ事項をまとめて終了です。

不問

他 ハミューレ　株式会社
その他

北海道札幌市東区北３４条東１４丁
目１‐２３

不問
1,024人 秋田県秋田市

445人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
01240- 6161491

＜３／２３（土）当社面
接会＞秋田営業所／
営業

「食」を支える大手厨房機器メーカーの営業です。
ガスレンジ、フライヤー、食器洗浄機など業界トップクラスの品揃い
を持ちそれぞれのお客様の要望を反映しながら、最適な厨房機器及
び厨房システムを提案するお仕事です。
主要取引先は、外食チェーン、大手スーパー、ホテル、学校
病院、福祉施設ほか。

【当社面接会開催】３／２３（土）１０時～１６時
　会場：当社　秋田営業所
※参加希望の方は備考欄をご覧ください。

佐川印刷　株式会社
その他

京都府向日市森本町戌亥５－３

その他
東京都台東区根岸２－１９－１８　マ
ルゼンビル

5人 03-5603-7111

雇用・労災・健康・厚生・財
形 26020- 7804691

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13030- 5887691

営業職（秋田）

カタログ・雑誌・ＤＭ等、紙媒体の印刷物を中心に様々な
情報メディアをお客様に対し、企画提案～納品まで、トータル
的にサポートさせていただく仕事です。

○新規先訪問
○社内・社外、打ち合わせ
○見積もり作成
○生産現場への指示など

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他

その他
秋田県秋田市茨島２丁目３－２

39人 018-863-8787

不問

3人 075-933-8081

不問
1,608人 秋田県秋田市

39人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5527391

歯科技工助手

○歯科模型製作の補助、模型写真の整理・管理
○技工物の梱包、発送
○掃除、電話対応など

＊手先が器用で仕事が丁寧な方を希望します。
＊スタッフ同士仲良く、明るい職場です。


不問

日祝他 医療法人　興仁会　あいば歯科医院



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 160,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 170,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

2人 200,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

月給

1人 135,800円～135,800円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

月給

1人 135,000円～135,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

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

月給

2人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

月給

1人 145,000円～210,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 138,180円～138,180円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 138,180円～138,180円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

3人 138,180円～138,180円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

平成31年3月12日発行（平成31年3月11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

管理栄養士（歯科助
手）

○歯科助手として一定の仕事を覚えた後に、管理栄養士とし
ての仕事をしていただきます。

・『おはようございます』とひまわりのような笑顔であいさ
　つをしてくれるあの人は私のスマイルサポーターだ。いつ
　も私の話をよく聴いてくれ、そばにいてくれる、あの人の
　おかげで私は治療に通うのがなごみの時間となっている。
・この物語のつづきを私達といっしょに作りましょう！！



管理栄養士

日祝他 医療法人　興仁会　あいば歯科医院
その他

秋田県秋田市茨島２丁目３－２

39人 018-863-8787

不問
39人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5544691

歯科助手

・歯科助手業務全般（診療介助、受付業務、診療準備、片付
け）、清掃、滅菌消毒業務、パソコン業務、秘書業務、トリート
メントコーディネーター、経営等
　以上の中から個人の特性に応じて担当していただきます。

※制服貸与

不問

日祝他 歯科明徳町クリニック
その他

秋田県秋田市千秋明徳町３－４８

8人 018-832-4224

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5552691

調理師【急募】

○和食中心居酒屋での調理業務全般に従事していただきま
　す。
・港から直送される魚の下処理
・コース料理や単品メニューの仕込み
・メニューの考案
・在庫管理
・トラフグの除毒
・その他付随する業務
＊制服貸与、まかない付き

調理師免許
（ふぐ調理に関する
資格保持者優遇）

他 有限会社　白帆エンタープライズ
その他

秋田県秋田市土崎港中央１丁目１４
－１１

13人 018-847-0189

飲食店での業務経
験者【３年程度】
ふぐ料理の経験者

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5518391

調理員（臨時：松恵苑）

○老人福祉施設の調理等の業務に従事していただきます。
・調理業務（下ごしらえ、盛り付け等含む）
・配膳、下膳業務
・その他付随する業務（厨房内の清掃含む）

＊当施設及び併設する老健等の利用者約２００人分を２０人
程度で対応します。

＊契約は年度更新となります。

不問

祝他 社会福祉法人　敬仁会
その他

秋田県潟上市天王字鶴沼台４３－２
２６

63人 018-878-5533

不問
170人 秋田県潟上市

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5511491

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

70人 018-839-2048

不問
70人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5513891

調理師見習い・ふぐ調
理見習い【急募】

○和食中心居酒屋での調理業務全般に従事していただきま
　す。
・港から直送される魚の下処理
・コース料理や単品メニューの仕込み
・在庫管理
・その他付随する業務


＊制服貸与、まかない付き

不問

他 有限会社　白帆エンタープライズ
その他

秋田県秋田市土崎港中央１丁目１４
－１１

13人 018-847-0189

不問
15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5519691

調理責任者候補

○産直センター内レストランにおいて、調理に関する業務
　全般を担当します。
・調理全般
・食材の仕入れ、管理
・メニュー作成、品質・衛生・原価管理など
＊雇用期間は年度末までですが、契約更新（１年ごと）の
　可能性があります。
「働き方改革関連認定企業」

調理師免許（あれ
ば尚可）
普通自動車運転免
許（通勤用）

他 株式会社　ルーラル大潟
その他

秋田県南秋田郡大潟村字北一丁目
３番地

73人 0185-45-3311

調理の実務経験者
（調理種別不問で１
年以上）

113人 秋田県南秋田郡大潟村
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05011-  416491

ほ場作業員【４／１～】
（総務管理室付き）季節
雇用

○農作業補助員として次のような職務に従事していただきま
す。
・手作業での田植え、稲刈り
・畑作物、野菜、花の定植から収穫
・草刈りなどの日常的な栽培管理
・農業資材や農作物等の洗浄
　その他付随する作業
※ほとんどが屋外作業

不問

土日祝 秋田県農業試験場
毎　週

秋田県秋田市雄和相川字源八沢３４
－１

110人 018-881-3330

不問
110人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成32年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5514291

原種生産補助（臨時職
員）

○農作業補助員として次のような職務に従事していただきま
す。
・手作業での田植え、稲刈り
・ほ場排水路掘り
・イネ脱穀調整　
・イネ、ダイズ調査補助
・種子調整作業　など


不問

土日祝 秋田県農業試験場
毎　週

秋田県秋田市雄和相川字源八沢３４
－１

110人 018-881-3330

不問
110人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成32年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5515591

ほ場作業員（総務管理
室付き）季節雇用

○農作業補助員として次のような職務に従事していただきま
す。
・手作業での田植え、稲刈り
・畑作物、野菜、花の定植から収穫
・草刈りなどの日常的な栽培管理
・農業資材や農作物等の洗浄
・その他付随する作業
※ほとんどが屋外作業


不問

土日祝 秋田県農業試験場
毎　週

秋田県秋田市雄和相川字源八沢３４
－１

110人 018-881-3330

不問
110人 秋田県秋田市

平成31年5月1日～平
成31年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5516191

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

2人 134,890円～134,890円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 160,800円～201,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 212,500円～309,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時15分 就業場所

月給

1人 176,000円～176,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 157,500円～225,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時50分 就業場所

月給

2人 172,500円～284,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 180,000円～337,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 209,700円～256,300円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 176,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 127,720円～127,720円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時45分 就業場所

月給

1人 180,000円～250,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所94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- 5536691

公園施設管理作業員
（フルタイム）

○公園施設管理作業員として従事していただきます。
・公園内の緑地、芝生管理業務
・野球場やスポーツ施設の管理業務　など




※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 むつみ造園土木　株式会社
その他

秋田県秋田市山王５丁目１３－３

7人 018-863-2011

不問

31人 018-864-6011

不問
288人 秋田県秋田市

～平成31年9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5509091

雇用・労災・健康・厚生
05011-  415991

開発・製造補助業務

○化成品開発に係る補助業務を担当していただきます。
（開発担当者の補助員）
　分析機器を使用した製品検査、簡単な製造装置操作、サン
プル品のユーザー先への出荷などが主な業務となります。経
験や資格がなくても対応頂ける業務内容です。

＊意欲をもって従事して頂ける方からのご応募をお待ちして
おります。

不問

日祝他 三菱マテリアル電子化成　株式会社
毎　週

秋田県秋田市茨島３丁目１－６

隔　週
秋田県男鹿市脇本脇本字向山１８－
６

33人 0185-25-3001

不問
33人 秋田県男鹿市

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5565291

土木作業員

○一般土木、建築工事現場などでの作業です。
・公共工事の現場が主です。
・主な工事現場は、男鹿市～秋田市など、周辺地域もありま
す。

※会社に集合し社用車で現場へ向かいます。
　社用車を運転することもあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日 株式会社　加藤組

土木作業員

○土木工事・舗装工事の現場作業
・ローダー、バックホーの操作あり（有資格者）
・現場は、主として秋田市内
・現場には当社置場（秋田市豊岩）に集合してから
　向かいます。
・社有車の運転あり

＊未経験者も歓迎します。

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
【大型特殊、車両系
建設機械（整地・掘
削）あれば尚可】

日他 有限会社　西部建設
その他

秋田県秋田市新屋扇町８６－２０

13人 018-828-2725

不問

20人 018-893-5358

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5487191

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5561991

作業員

○土木建設現場における作業員として従事していただきま
す。

・プラント据付工事
・鉄骨架設、塗装工事、足場工事等
・高所作業及び地上における補助作業

＊他県出張可能な方歓迎
＊現場により直行直帰になる場合もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 泉谷工業　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字中谷
地８２番地１９

その他
秋田県秋田市泉中央２丁目１－３

11人 018-863-7777

220人 秋田県秋田市

16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5529991

サービスエンジニア（整
備）　【秋田中央地域】

○店舗において、下記の業務に従事していただきます。
　・点検整備全般　　　
　・洗車、構内清掃
　・接客、整備内容等のご説明
　・部品発注及び管理
　・帳票の管理
　・取扱商品の推販
　・その他付随する業務
　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

火他 秋田トヨタ自動車　株式会社

スチールサッシ等の錆
止め

・スチールサッシ等の錆止め作業
・たまに配達もあります（２ｔトラック使用）

＊ユニフォームは貸与します。
＊職場見学可能です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　佐々木工業所
その他

秋田県秋田市外旭川字中谷地４２－
２

16人 018-868-5277

不問

13人 018-824-0133

不問
13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5489391

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5553991

シャッター組立・熔接工
員

○文化シャッター構内にて、シャッター部材（最長６メートルの
鉄板）のプレス折り曲げ加工に従事し、経験を積んだ後は溶
接作業にも従事します。
　最初は簡単な作業から、徐々に経験の必要な仕事に挑ん
でもらいます。
　プレス操作から溶接作業まで社内指導体制が整っています

不問

日祝 有限会社　福金工業
その他

秋田県秋田市川尻大川反１７０－３

隔　週
秋田県秋田市泉中央２丁目１－３

10人 018-863-7777

220人 秋田県秋田市

21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5541191

サービスエンジニア
（板金塗装）【テクノ中
央】

○配属先の工場において、自動車板金業務・塗装業務に従
事していただきます。
・自動車板金、塗装、修理に関する業務全般
・パネルの取り換えやフレームの修正、板金等
　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

自動車板金塗装経験者

火他 秋田トヨタ自動車　株式会社

機械工

○汎用旋盤等を使った機械加工
（段取りから仕上げまでできる方希望）

＊熟練者歓迎・優遇

・単品製品が多く、多種多様な加工内容となります。
　業務内容の詳細は電話でお問い合わせください。

不問

土日祝他 株式会社　船木鉄工所
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－３２

110人 018-881-3330

14人 018-823-6661

機械加工の実務経
験者

不問
110人 秋田県秋田市

研究補助員（生産環境
部）臨時職員

○屋外作業
　・ほ場での作物生育調査補助
　・土壌調査補助（ノートキーパー、用具・資料運搬等）

○屋内作業
　・試料の粉砕、秤量、分析
　・実験器具の洗浄

＊その他実験補助業務


平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5512791

不問

土日祝他 秋田県農業試験場
毎　週

秋田県秋田市雄和相川字源八沢３４
－１

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
三級自動車整備士
以上
＊国家自動車検査
員資格があればな
お可

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
三級自動車整備士以
上
＊国家自動車車体整
備士資格があればな
お可

自動車整備経験者

4ページ中 4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．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



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 200,000円～355,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 198,660円～305,883円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

月給

2人 153,820円～244,210円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3) 8時00分～17時00分

月給

1人 155,000円～155,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 130,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)10時00分～15時00分

時給（月額換算）

1人 127,500円～127,500円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時20分～17時45分 就業場所

月給

1人 164,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時45分～18時45分 就業場所

時給（月額換算）

1人 132,600円～145,080円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 131,200円～131,200円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

月給

1人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

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

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）＊
限定の方応相談
＊建築士２級以上
又は建築施工管理
技士２級以上あれ
ば尚可

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5589891

日祝他 徳真建設　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字松崎２２１－
１

6人 018-868-1411

平成31年3月13日発行（平成31年3月12日受付分)　Ｎｏ．１
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

建築技術者及び見習い

○ビル建築及び注文住宅の施工管理を担当していただきま
す。
・建築技術者（主任技術者、管理技術者）として業務に当たっ
ていただきます。
・主に工事現場管理業務（仕事の段取り、見積り、積算、
　ＣＡＤ図面の作成、他業者との打ち合わせ　等）
・現場は主に秋田市内が中心です。
＊社用車は（軽自動車、軽トラック）
　ＭＴ車を使用します。　　　　　　　

准看護師、看護師

○看護業務に従事していただきます。
（仕事内容詳細）
・０～５歳児の看護（定員３２名）主に０歳児担当
・オムツ替え、ミルク等の保育、幼児保育。
・その他付随する業務

＊雇入日は相談の上決定
※支度金１万円～２万円支給します。

看護師または准看
護師

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

不問
28人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5620591

保育士

○保育士としてベビー保育園の業務に従事していただきま
す。
・０～２歳　定員３６人
・行事の準備　等

＊状況により新屋幼稚園（同敷地内）の異動あり

　


幼稚園教諭、保育
士
（いずれも必要で
す）

日祝他 学校法人　横山学園　新屋幼稚園
毎　週

秋田県秋田市新屋扇町４－２７

0人 018-828-2119

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5603291

デザイン・製作

○フォトショップ・イラストレーターを使用した屋外広告（看板）
のデザイン業務と、大型インクジェットプリンターやカッティン
グプロッター等のマシン操作を担当して頂きます。
＊外出業務あり。社用車（ＡＴ）使用。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 東京電装工業　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－１１７

9人 018-862-8686

フォトショップ、イラ
ストレーターの使用
経験のある方

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5653591

パソコンインストラク
ター及び事務（秋田市
フルタイム）

○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）

・その他付随する書類作成、機器備品の管理　等

＊外出業務あり。社用車（ＡＴ）使用。

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

日祝他 有限会社　コンピュータスクールデュ
ナミス隔　週
秋田県秋田市保戸野すわ町８－１２
千秋モール

8人 018-883-0755

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5621191

一般事務・支援サポー
ト

○「秋田事務局内での一般事務」および「公文式教室のサポ
ート業務」をお願いします。
・文書作成（ワード・エクセル使用）
・チラシの発注、処理
・公文式教室のサポート業務
・電話対応　他雑務

＊１年毎の契約更新

不問

土日祝他 株式会社　公文教育研究会　秋田事
務局毎　週
秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第－生命秋田ビル９Ｆ

7人 018-834-1212

パソコン操作できる方
（ワードによる文章作
成・エクセルでの表作
成）

3,888人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5588791

ビューティーアドバイ
ザー
【トライアル雇用併用求
人】

○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
・美容相談
・その他付随する業務

＊未経験の方にも丁寧に指導いたします。

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

19人 018-884-0070

不問
19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5632691

医師事務補助（地域医
療連携部担当）

○主に一般事務全般を担当していただきます。
・電話応対
・パソコン入力業務（表計算等）
・簡単な事務作業
・訪問看護指示書作成補助、請求処理
・診療、検査予約対応
・紹介状郵送処理
・その他付随する業務有り
＊産休、育休者の代替募集です。雇用期間は状況により延長となる
可能性があります。

不問

土日祝他 社会医療法人　明和会　中通総合病
院毎　週
秋田県秋田市南通みその町３番１５
号

819人 018-833-1122

不問
1,415人 秋田県秋田市

～平成32年2月29日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5587491

事務補助員

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

不問

土日祝他 学校法人　ノースアジア大学
毎　週

秋田県秋田市下北手桜字守沢４６－
１

90人 018-836-3319

パソコン（ワード・エ
クセル）の入力がで
きる方

248人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5615391

受付業務及び診療補
助＜急募＞

○眼科・皮膚科両科における医療事務、受付及び診療補助
業　務を行っていただきます。
・医療事務（データ入力等）
・医院受付（会計・電話応対等）
・診療や検査、処置を含む診療の補助
・その他、付随する業務

＊欠員があり、３１年４月から採用したいため急募です。

不問

日祝他 医療法人　早川眼科医院　（早川眼
科伊奈皮ふ科医院）その他
秋田県秋田市南通亀の町４－３６

10人 018-832-2830

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5583091

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

1人 124,800円～140,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時15分

月給

1人 145,000円～145,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 150,000円～180,020円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 250,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 132,912円～132,912円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

月給

1人 250,000円～399,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 50歳以下 (1) 8時30分～18時30分 就業場所

月給

2人 180,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時50分～17時50分 就業場所

月給

1人 180,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時50分～17時50分 就業場所

月給

2人 150,000円～300,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

3人 151,000円～172,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

月給

3人 150,000円～165,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

4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

事務員（薬局関連業
務）

○薬局関連業務に係る次のような事務作業に従事していた
だきます。
・薬品取り揃え・払い出し業務
・薬品の整理および在庫管理
・その他の事務業務

不問

日祝他 社会医療法人　明和会　中通総合病
院その他
秋田県秋田市南通みその町３番１５
号

819人 018-833-1122

不問
1,415人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5586991

医療事務

○精神科・心療内科の医療事務他を担当していただきます。
・窓口、電話対応、会計、他　院内調剤補佐、医師の診療補
佐が含まれます。
・電子カルテ、レセプトコンピューターを使用しますので、タイ
ピング等の一般的なＰＣの扱いは要求されます。
・採用後、上述の専用アプリケーションの研修を受けていただ
きます。

不問

水日祝他 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

医療事務実務経験
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5597891

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
その他

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

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5581591

契約管理担当スタッフ
（秋田オフィス）

不動産の仲介・売買にかかわる物件調査及び契約書類の作
成やご契約からお引渡しまでのお客様へのご案内の作成や
段取りを行っていただきます。社内における営業サポート的
な事務作業が主な業務となります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
宅地建物取引士
（必須）

土日祝他 株式会社　深考全幸
毎　週

岩手県盛岡市菜園１－１２－１０　日
鉄鉱盛岡ビル４階・５階

2人 019-623-4503

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）
不動産業の経験
（必須）

28人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010- 7252491

レジ・商品補充【なかい
ち】

○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）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

6人 018-832-6611

不問
460人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5611291

健康アドバイザー（ルー
ト営業・秋田県秋田市）

※平成２８年６月新規開設につき、新しい力を求めています５０年以
上続く歴史あるお客様を廻商します。
※当社の置き薬を配置させていただいているお客様を訪問し使用さ
れた薬の補充や代金の精算及び入替をする仕事です　（社用車使
用）。
※先輩社員との同行期間もあり、営業のノウハウ、薬品の専門的な
知識は、一から丁寧に指導しますので、営業の経験がない方も安心
してご応募ください。
※多種多様な職種を経験した方が多く在職し、活躍しています。
　　＜エリア拡大により急募＞

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 河上薬品マルセ　株式会社
その他

秋田県山本郡三種町川尻字下堤下
５０－８

8人 0185-85-2153

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05020- 1418691

ＯＡ営業販売（秋田市）

○一般企業向けにＯＡネットセキュリティの販売、サービス
　及び技術提供を行って頂きます。
・ＰＣ操作を熟知している、専門性のある方歓迎します。

＊営業エリアは秋田県内全域
＊メンテナンス、コンサルタントの仕事はありません。
＊営業には社用車を使用（ＭＴ・ＡＴ車）


普通自動車免許

日祝他 朝日ビジネス　株式会社
その他

秋田県秋田市川元開和町９番１号

8人 018-853-8955

ワード、エクセル、パ
ワーポイントができる
方
関連業務経験者優遇

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5604591

システム営業（秋田市）

・ＯＡ機器のメンテナンスとＰＣ、コピー機の設置
・お客様（民間事業所）へのフォロー巡回
・メンテナンス等のフォローをしながら、お客様へ販売営業も
行っていただきます。
（コンサルタント業務はありません）

＊営業エリアは秋田県内全域
＊営業には社用車を使用（ＭＴ・ＡＴ車）


普通自動車免許

日祝他 朝日ビジネス　株式会社
その他

秋田県秋田市川元開和町９番１号

8人 018-853-8955

＊ワード、エクセル、
パワーポイントができ
る方
＊メンテナンス業務
経験者優遇

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5605191

営業

○セールス活動に従事していただきます。
＊私用車を使用します（借上手当あり）。
＊社用車を使用することもあります（ＡＴ限定不可）。
＊初心者の方でも仕事は丁寧にお教えしますので安心して
　応募して下さい。
　商品知識のない方は入社後覚えられます。
＊営業範囲は秋田県内全域となります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 三傳商事　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－８１

56人 018-888-8500

不問
66人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5602891

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
・夜勤あり（月５～７回程度）
＊未経験者でも親切に指導します。
＊資格取得を支援します。

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

不問

34人 018-872-2201

52人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5614091

他 医療法人　正和会
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

72人 018-877-7110

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

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）

354人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5625991

介護員「湖東老健」
【トライアル雇用併用求
人】

○施設内の介護、利用者の生活全般の援助業務に従事して
いただきます。
・食事、入浴、排泄等の介助
　その他付随する業務
＊夜勤応相談。（月４～５回）
＊未経験者はマンツーマンで指導します。
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



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

3人 170,000円～205,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時30分～20時00分 就業場所

月給

1人 170,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

月給

1人 132,000円～135,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

2人 229,600円～229,600円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)17時00分～ 1時55分 就業場所
(2)23時05分～ 8時00分

時給（月額換算）

5人 202,560円～202,560円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 2時00分
(3)19時00分～ 4時00分

月給

1人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

その他

3人 129,540円～129,540円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～23時00分 就業場所
(2) 9時00分～ 2時00分
(3) 9時00分～ 1時00分

月給

2人 210,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

2人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

時給（月額換算）

3人 140,800円～140,800円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

平成31年3月13日発行（平成31年3月12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

エステティシャン

○エステティックサロンでのお仕事をしていただきます。
・女性のお客様の美顔、痩身、脱毛の施術
・電話応対等

＊入社後、研修（１ヶ月～２ヶ月程度）でエステティシャン
　として必要な知識と技術を習得していただいた後、サロン
　デビューしていただきます。

　【男女雇用機会均等法適用除外：女性限定求人】

不問

他 エステティックＲＡＹＶＩＳ　秋田店
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目５－２　明
治安田生命秋田第２ビル５階

7人 018-884-7522

不問
585人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5608691

調理

＊昼はパスタを中心としたランチメニューを、夜はビールによ
く合うジャンルを問わない幅広いメニューを提供している、クラ
フトビールをメインとしたビアバルです。
＊仕入作業、調理、食材管理や仕入れなどの調理業務全般
に　関わる業務です。

不問

日祝他 株式会社　フード・ボックス
な　し

能代市二ツ井町字三千苅　４－５

4人 0185-73-3737

不問
44人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05020- 1420891

縫製補助

○縫製ラインで必要な資材の準備、発注、管理に主に従事し
ていただきます。
・簡単なミシン作業もあります。
（ミシン未経験でも大丈夫です）
・その他、付随する業務

不問

日祝他 樋口繊維工業　株式会社　秋田第２
工場その他
秋田県秋田市寺内字三千刈４５４－
１０

30人 018-863-7252

不問
120人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5580291

製造工【五城目町】

＊自動車用電装品・モーターの組立
　
※立ち作業です。

＊派遣期間：Ｈ３１年４月１日～Ｈ３１年６月３０日
＊上記派遣期間経過後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※上記就業場所での最長就業可能日は、
　２０２１年９月３０日です。

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所
毎　週

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

製造業務３年以上
の経験のある方

23,000人 秋田県南秋田郡五城目町
平成31年4月1日～平
成31年6月30日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 1712491

部品加工・組立【五城
目町】

＊輸送機器部品の加工・組立
＊専用加工機の操作や手作業による組立

＊派遣期間：Ｈ３１年４月１日～Ｈ３１年５月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３２年１月１７日です。

不問

土日他 北斗通信工業　株式会社
毎　週

大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

30人 0187-84-3707

不問
40人 秋田県南秋田郡五城目町

平成31年4月1日～平
成31年5月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 1715291

整備員

○建設機械の整備員業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・レンタル用建設機械等の点検整備を行います。
・その他、付随する業務もあります。

＊制服は準備いたします。（貸与）
＊雇入れは４月１日以降を予定

・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可・必須）
・中型免許あれば尚
可

日祝他 秋田総合リース　株式会社
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－１８９

6人 018-865-0069

不問
49人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5584391

タクシー乗務員

○タクシー運転業務に従事していただきます。
・営業エリアは主に秋田市内です。

＊タクシーが初めての方でも懇切丁寧に指導いたします。
＊完全歩合制【出来高×５０％】です。
＊日勤・夜勤のみの勤務も可
＊普通自動車二種免許養成制度あり。
（養成制度とは：会社が費用を負担して二種免許を取得して
もらう制度です。）

他 秋田梅田交通　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋大川町１８－１０

27人 018-883-1880

27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5635791

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
普通自動車二種免
許あれば尚可
＊無い場合は入社
後取得していただ
きます。

４ｔドライバー《急募》

○４ｔドライバーとして、以下の順番で業務を行っていただきま
す。
１．秋田営業所で空の専用ケースを４ｔ車に積む
２．盛岡市内の工場へ行き、空のケースを卸してから食品の
入った専用ケースを積む
３．秋田営業所で卸してから５件配達する
＊手積み・手卸しです。

急募理由：７０歳定年者発生のため

中型自動車免許（８
ｔ限定可）以上

他 株式会社　丸祐運送　秋田営業所
その他

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－２６　飯島工業団地内

45人 018-880-6885

不問
360人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5609991

２ｔドライバー《急募》

・秋田営業所に荷卸した荷物を仕分けしながら、２ｔ車に積込
み、秋田市内中心部分のお客様へ配達するお仕事です。
・取り扱うものは医療品、医薬品、日用雑貨です。
・件数は１０～２０件前後となります。

準中型限定解除以
上

他 株式会社　丸祐運送　秋田営業所
その他

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－２６　飯島工業団地内

45人 018-880-6885

不問
360人 秋田県秋田市

平成31年3月21日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5610891

運転手（秋田営業所）

当社秋田営業所において、配送業務を行っていただきます。
秋田県内のスーパー・老人ホーム及びスーパー、コンビニの
配送センターへの食品の配送業務。


＊就業時間は基本時間のみを表記しています。
　他にもシフトがありますので面接時に説明します。

他 株式会社　日配運輸
その他

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南
３丁目４－７

27人 019-614-0281

420人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010- 7204291

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
又は
準中型自動車免
許、中型自動車運
転免許
（４ｔ車を運転できる
免許）※特記事項
参照

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 170,000円～203,850円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～45歳 (1) 2時00分～ 5時30分 就業場所
(2) 2時00分～ 9時30分
(3)13時00分～17時30分

不問
16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5591091

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 有限会社　秋田魁新報東専売所
その他

秋田県秋田市千秋矢留町３－３６

16人 018-832-4682

4ページ中 4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．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

新聞配達業務全般

○顧客管理、新聞配達、集金、折込チラシ帳合作業、ポス
ティング等、新聞業務に関わる作業に従事していただきます。

＊長期間勤務できる方歓迎

＊当社、原付バイクを使用していただきます。

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

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　
　１．　３月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！！
　２．　３月１４日　社会福祉法人　幸楽会【介護員】
　３．　３月１５日　池田ライフサポート＆システム㈱【訪問看護師】
　４．　３月１８日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
　５．　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】
　６．　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】
　７．　３月２２日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　８．　３月２５日　㈱無限堂【調理、ホール係】
　９．　３月２６日　西武　秋田店【化粧品販売】
１０．　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！！
１１．　３月２８日　㈲アイ・サポート【介護スタッフ】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 240,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 263,000円～383,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

月給

1人 263,000円～383,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 270,000円～270,000円
就業場所

正社員以外 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時45分 就業場所
(2) 8時30分～15時30分
(3) 8時30分～12時30分

月給

1人 210,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 130,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

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

日給（月額換算）

1人 155,952円～155,952円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

1人 180,000円～210,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5686291

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
電気工事士１種

日他 株式会社　柏谷電工
隔　週

秋田市雄和芝野新田字中台７６

12人 018-886-2221

平成31年3月14日発行（平成31年3月13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

工事作業者（電気工事
または土木工事）

・外灯や電柱などの建設、保守等の電気工事
・携帯電話など移動体通信や光回線のインフラ整備に関する
電気通信工事　
　上記工事に携わり、まずは工事士補として経験を積んで頂
きます。

・現場は県内全域と一部隣県にあり工事現場には社有車を
使用し移動します。


土木施工管理技術者

○工事の施工管理業務に従事していただきます。
・現場の施工管理
・設計、測量、積算等

＊現場は秋田市・潟上市が中心ですが、稀に秋田県北部及
び南部で１週間程度の現場もあります。
＊社用車（ＡＴ営業車・ＭＴダンプ）使用

土木施工管理技士
２級以上　
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 ユナイテッド計画　株式会社
その他

秋田県潟上市昭和豊川槻木字槻１３
－１

27人 018-877-3027

不問
70人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5715791

オペレーター（技術サー
ビス・営業担当）【秋田】

・企業施設の防虫、防鼠業務（調査、モニタリング、駆除施工、レ
ポート）
・環境メンテナンス業務（環境検査、殺菌など）
・お客様への環境改善提案および指導
・主に既存顧客への追加サービス提案
・パソコン入力作業（ワード、エクセル、パワーポイント）
＊近県（北東北）に１～２泊の出張が月に１～２回有り
＊長期勤務できる方歓迎。
＊未経験の方にも丁寧に指導いたします。
＊社用車はライトバン又は軽

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ダイナミック・サニート
その他

秋田県秋田市外旭川字三後田１７５

10人 018-868-2568

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5660291

コンサルタント（食品衛
生と防虫に関するコン
サルティング）

・食品衛生管理・防虫に関するコンサルティング業務
・企業施設の防虫、防鼠業務（調査、モニタリング、駆除施工、レ
ポート）
・環境メンテナンス業務（環境検査、殺菌など）
・お客様への環境改善提案および指導
・営業実績、業務品質向上のためのチーム全体への貢献
・主に既存顧客への追加サービス提案
・パソコン入力作業（ワード、エクセル、パワーポイント）
＊近県（北東北）に１～２泊の出張が月に１～２回有り
＊社用車はライトバン又は軽

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ダイナミック・サニート
その他

秋田県秋田市外旭川字三後田１７５

10人 018-868-2568

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5665691

産業廃棄物処理プラン
ト運営、技術管理者

・産業廃棄物処理施設（廃棄物発電プラント）の運営管理
　および事業開発、企画。
・産業廃棄物の処理計画の立案、工程、予算管理など、総合
的にプラントの運営管理を行います。
＊パソコン使用（エクセル、ワード等）
＊外出時は社有車使用（ＭＴ車）
＊制服支給

普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

祝他 ユナイテッド計画　株式会社
その他

秋田県潟上市昭和豊川槻木字槻１３
－１

33人 018-877-3027

70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5713991

看護師又は准看護師

○小児科外来の看護業務に従事していただきます。
・介助業務
・点滴、注射　等

＊水曜日午後は健診・予防接種のみです。




看護師免許または
准看護師免許

日祝 えのき　こどもクリニック
その他

秋田県秋田市八橋田五郎２－１３－
１８

5人 018-866-0505

不問
5人 秋田県秋田市

平成31年5月7日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5674991

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
な　し

秋田県男鹿市船越字内子２９４－２５
２

26人 0185-35-5055

不問
75人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05011-  430691

保育士

○新設の小規模保育園で、０歳児から２歳児までの保育業務です。
乳幼児の保育業務
・乳幼児の預かり
・おむつの取替え
・授乳、食事の世話
・睡眠、着替え、健康管理等育児支援全般

＊平成３１年４月からの勤務になります。
　勤務開始日については相談に応じます。

保育士

日祝他 秋田ライフライン株式会社　シエルア
ンジュ園毎　週
秋田県秋田市土崎港中央５丁目４－
８ニューポートビル１Ｆ

7人 018-853-1725

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5655091

臨時保育士「岩見三内
保育所」

○乳幼児（０～６歳）の保育業務です。

・保育業務の他、お掃除、雑用などもあります。

＊園児３５名、保育士８名
＊就業時間：（１）～（３）の交替制になります。
　　　　　　その他のシフトパターンもあります。

＊雇用期間：６ヶ月毎の契約更新になります


保育士資格

日祝他 河辺保育所（秋田市役所　子ども育
成課）
秋田県秋田市河辺北野田高屋字上
前田表６８－１

17人 018-882-3056

不問
260人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5690991

平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5701191

介護支援専門員

○ケアプランの作成等介護支援専門員の業務を担当してい
ただきます。
・公用車使用

介護支援専門員
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他

１．土木・建築の施工
管理経験者　　２．電
気・機械の設計施工
経験者　３．工業化学
等の知識を有する者
４．産業廃棄物技術
管理資格を有する者
１～４のいずれかに
該当する者

27人 018-852-5192

不問
27人 秋田県南秋田郡五城目町

社会福祉法人　五城目町社会福祉
協議会毎　週
秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目１
丁目６番地１０

その他

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 138,100円～150,100円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 135,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 145,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分

月給

2人 140,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 120,120円～127,920円
就業場所

無期雇用派遣 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～18時00分 就業場所
(2) 8時45分～18時30分
(3) 8時30分～13時15分

時給（月額換算）

1人 132,440円～172,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)13時00分～22時00分

月給

1人 263,000円～383,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 240,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 135,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

4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

キャリア支援・相談業務

○本学キャリア支援チームにおいて、学生の就職支援業務に従事し
ていただきます。（主に就職に関する学生相談の対応と付随する業
務）
・学生との相談　・学生の面接指導・学生の就職活動に関する書類
の添削
・求人、企業、業界、業種等に関する情報提供、アドバイス
・教員との打ち合わせ・キャリアガイダンス補助・その他付随する業
務
＊公用車で大潟キャンパスに日帰り出張の可能性あり
（大潟キャンパス就職支援室における学生との面談等）
パソコン操作（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ等）

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- 5771491

土日祝他 秋田県立大学事務局
毎　週

秋田県秋田市下新城中野字街道端
西２４１－４３８

209人 018-872-1500

68人 0197-24-8444

不問

457人 秋田県秋田市

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
キャリアコンサルタン
ト資格または産業カ
ウンセラー等のキャリ
アコンサルタント能力
評価試験に合格して
いること

不問

日他 光工業　株式会社

事務員（秋田営業所）

・車両、ドライバーの運行管理
・システム入力業務（伝票入力等）
・各種問い合わせ応対
・現場の下見、荷物の積卸し助手


※応募希望の方は、本社（事業所所在地）宛、応募書類を
　郵送してください。書類選考後、ご連絡いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 ＤＯＷＡ通運　株式会社
その他

岩手県奥州市水沢佐倉河字中田６９
－１

不問
18人 秋田県潟上市

229人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 03060- 1982491

一般事務


・電話応対、来客対応
・伝票整理、請求書作成
・庶務、その他付随する業務

学校法人　敬愛学園
な　し

秋田県秋田市千秋明徳町３－３１

隔　週
秋田県潟上市天王字棒沼台２８２

17人 018-878-4367

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5673691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5658991

学校事務職　≪急募≫

【主な仕事の内容】
・事務全般（国学館高等学校事務室】


＊提出書類は当学園で責任を持って焼棄いたします。
　返却希望の方は切手を貼った返信用封筒を同封してくださ
い。

不問

日祝他

20人 018-862-2815

パソコン操作できる
方（エクセル、ワー
ド）

33人 018-833-6361

不問
56人 秋田県秋田市

（財）日本医療教育
財団主催試験合格
者＊他団体資格の
方ご相談下さい。

日祝他 株式会社　ニチイ学館　秋田支店

事務員（工務）


・書類作成、見積作成（パソコン使用）
・データ入力、出力作業
・現場に関する書類作成等
・メールで送られてきた図面の印刷、メール受信
・その他、付随する業務

＊稀に外出用務あり（社有車・普通車ＡＴ使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　相原鉄工所
毎　週

秋田県秋田市新屋豊町８－２８

不問
95,094人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5725291

医療事務（クリニック）
【秋田市内】

・患者対応
・電話対応
・患者登録
・会計入力
・保険証確認
・保険請求業務

※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

天王グリーンランド　株式会社
毎　週

秋田県潟上市天王字江川上谷地１０
９－２

その他
秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

2人 018-835-4276

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5681691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5742191

経営管理職（営業、経
理・総務）

○営業課、総務課を統合した「経営管理課」における営業、総
務、経理業務全般を担当していただきます。
・宴会予約営業及び予約受付
・売り上げ管理、日報及び月報作成
・企画及びイベント考案
・宴会、レストラン推進業務
・その他付随する業務

・産直総合業務（仕入、販売）

不問

他

27人 018-877-3027

経理実務経験３年
以上　
日商簿記２級程度
の知識を有する方

34人 018-878-9877

パソコン操作（ワー
ド、エクセルができ
る方）

62人 秋田県潟上市

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス

経理事務

・日常業務
（現金・売掛金管理及び仕訳伝票の作成等）
・月次業務
（Ｂ／Ｓ、Ｐ／Ｌの作成および固定資産、減価償却等）
・決算関連業務
（原価計算、在庫管理、財務分析等）
・税務関連業務
（税務申告書作成補助等）
・その他、各種資料作成

不問

日他 ユナイテッド計画　株式会社
その他

秋田県潟上市昭和豊川槻木字槻１３
－１

不問
90人 秋田県秋田市

70人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5714491

生産管理業務【秋田
市】

○生産管理業務に従事していただきます。
・部品管理
・その他補助業務

ハーベストホーム　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１番１３号
山科ビル１Ｆ

毎　週
秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5724891

～平成31年5月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5671091

お客様サポート

○住宅のアフターサービス業務
・一般住宅のお客様宅へ定期点検の訪問
・各業者の手配および確認業務

＊現場は主に秋田市内


　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水日他

その他
秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地２４１－３

25人 018-875-4005

＊パソコン操作

11人 018-862-9211

不問
11人 秋田県秋田市

25人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5770991

パソコンオペレーター
（見習い可）

○冊子・チラシ・ポスター等の制作、編集作業
　未経験の方には丁寧に指導します。

・文字入力作業等パソコンでの作業が主になります。
・イラストレーターフォトショップによる編集作業。
　上記作業の補助的な業務

＊パソコン操作での製作作業に興味のある方

不問

日祝他 株式会社　八郎潟印刷



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

3人 150,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 7時30分～16時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 140,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 143,000円～164,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)16時00分～ 9時00分

時給（月額換算）

1人 135,520円～176,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

時給（月額換算）

1人 135,520円～176,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

月給

5人 160,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)11時00分～19時00分
(3)17時00分～22時00分

時給（月額換算）

2人 172,800円～172,800円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2)12時00分～22時00分

日給（月額換算）

1人 88,000円～88,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 132,000円～132,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

平成31年3月14日発行（平成31年3月13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

ガソリンスタンドスタッフ
（出戸浜給油所）

◆ガソリンスタンドにて、ガソリンや軽油等をお客様の車に給
油する業務やガソリンスタンドに関する一般業務に従事して
いただきます


普通自動車免許

他 佐藤石油　株式会社
その他

秋田県大館市餅田字前田３４－４

3人 0186-49-6567

不問
35人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05030- 1501191

ＬＰガスの販売及び関
連業務

○ＬＰガスの販売業務に従事していただきます。

【担当する業務】
＊ＬＰガス・灯油・住宅設備機器の営業業務
＊ＬＰガスの保安点検業務
＊ＬＰガス設備工事及びメンテナンス
＊営業に付随する書類作成業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 日通エネルギー東北　株式会社　秋
田支店隔　週
秋田県秋田市新屋沖田町１－１

15人 018-828-4151

不問
200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5669891

介護職員「ゆかり追分」

○ショ―トステイ（利用定員４５名）において介護（食事、　入
浴、排泄、整容など）の業務全般を担当します。

※就業時間（１）（２）（３）のシフト制です。
※夜勤は月４～５回程度あります。
　夜勤の回数については、相談に応じます。

●Ａターン希望の方、応募歓迎します●　


普通自動車運転免許
（通勤用）
（ホームヘルパー２
級、介護職員初任者
研修あれば尚可）

他 有限会社　ゆかりの森
その他

秋田県男鹿市船越字内子２９４－２５
２

26人 0185-35-5055

不問
75人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05011-  429191

温泉レストラン　調理師

○レストランの厨房にて、レストランおよび宴会の料理、厨房
業務全般を担当していただきます。
・食材の仕込み、調理、盛り付け、食器洗い

※お客様に対して明るく積極的な対応が求められます。
※制服は当社にて準備します。
※地産地消のレストランです。新鮮な野菜と地元天王漁港か
ら仕入れた魚介類をお客様へ提供しています。

不問

他 天王グリーンランド　株式会社
その他

秋田県潟上市天王字江川上谷地１０
９－２

34人 018-878-9877

レストラン調理業務
経験者（和食・洋
食・中華料理不問、
経験年数不問）

62人 秋田県潟上市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5682991

調理師

○なっぱ・はうす（レストラン）の厨房にて、レストランおよび宴
会の料理、厨房業務全般を担当していただきます。
・食材の仕込み、調理、盛り付け、食器洗い

※お客様に対して明るく積極的な対応が求められます。

※制服は当社にて準備します。


不問

他 天王グリーンランド　株式会社
その他

秋田県潟上市天王字江川上谷地１０
９－２

34人 018-878-9877

レストラン調理業務
経験者（和食・洋
食・中華料理不問、
経験年数不問）

62人 秋田県潟上市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5683491

調理師

○親子丼を中心として、稲庭うどん他定食セットの調理をして
いただきます。

＊３月２２日オープン予定

調理師免許

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

飲食店での調理経
験者

32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5767591

店舗運営補助

○店舗運営業務全般を担当します。
・食材の仕込み　・食品の発注　・調理業務
・接客　・レジ操作　・配膳下膳
・スタッフの教育　・シフト管理　・経費管理
・その他、付随する業務


不問

他 株式会社　ピアーサーティー東北
毎　週

秋田県秋田市御所野地蔵田１丁目１
－１　イオン秋田ＳＣ１Ｆ

20人 018-893-5513

不問
2,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5739491

農作業員

○播種作業の仕事です。
・播種した育苗箱の運搬
・ハウスでの育苗箱並べ
・２ｔダンプを運転します。

※作業期間は、４月１５日より８日間程度
※農作業のため、天候、作業状況により、期間変更なども
　あります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 伊藤ファーム
な　し

秋田県南秋田郡大潟村字西３丁目４
－２５

0人 090-7796-5299

不問
0人 秋田県南秋田郡大潟村

平成31年4月15日～

05011-  433791

農作業員

○田植え作業の仕事です。
・育苗箱の運搬
・田植え補助
・軽トラックを運転します。

※作業期間は、５月１５日より１２日間程度
※農作業のため、天候、作業状況により、期間変更なども
　あります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 伊藤ファーム
な　し

秋田県南秋田郡大潟村字西３丁目４
－２５

0人 090-7796-5299

不問
0人 秋田県南秋田郡大潟村

平成31年5月15日～

05011-  434891

電子部品の組立業務
（８：００～１７：００）

○プリント基板の組立業務
・検査業務
・アミューズメント関連の組立作業です。 不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問
90人 秋田県秋田市

～平成31年5月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5670191

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

時給（月額換算）

5人 201,600円～201,600円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 1時55分
(3)23時05分～ 8時00分

時給（月額換算）

5人 168,000円～168,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)17時00分～ 1時55分 就業場所

月給

1人 142,500円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1)20時00分～ 5時00分 就業場所

月給

1人 142,500円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 6時30分～15時30分 就業場所

月給

1人 137,500円～145,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 6時00分～15時00分 就業場所

月給

1人 162,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～165,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所

月給

1人 132,060円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05011-  432491

その他
秋田県南秋田郡大潟村字北一丁目
３番地

73人 0185-45-3311

不問
113人 秋田県南秋田郡大潟村

25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5761691

ルート配送スタッフ

○社有車（ＭＴ車）を運転、野菜の配送業務を担当します。
・野菜の積込み、荷降ろし作業
・野菜の袋詰めや梱包
・その他、付随する業務
・配送先は、大潟村～男鹿市、井川町です。
※雇用期間は、年度末（３／３１）までですが、契約更新（１年
ごと）の可能性があります。
「働き方改革関連認定企業」

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　ルーラル大潟

配達

○配達の業務に従事していただきます。
・仕出し料理及び惣菜・御前料理等の配達
・その他付随する作業


＊配達には社有車使用

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　味しん
その他

秋田県秋田市山王２丁目７－１９

20人 018-862-4338

不問

12人 018-886-2221

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5680391

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05040- 1727691

工事作業補助者（電気
工事または土木工事）

・外灯や電柱などの建設、保守等の電気工事
・携帯電話など移動体通信や光回線のインフラ整備に関する
電気通信工事　
　上記工事に携わり、まずは工事士補として経験を積んで頂
きます。

・現場は県内全域と一部隣県にあり工事現場には社有車を
使用し移動します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　柏谷電工
その他

秋田市雄和芝野新田字中台７６

秋田県仙北郡美郷町六郷字往還南
１２－１

6人 0187-84-2132

127人 秋田県秋田市

＊普通自動車免許
以上
※必要に応じて中
型自動車免許等を
取得して頂く場合
があります（取得支
援制度あり）

127人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05040- 1726391

中型トラックドライバー
（業務用食材配達）【秋
田南営業所】

＊著名メーカーの食品や業務用食材の配送をして頂きます。
　・主な配送地域は秋田市・由利本荘市・潟上市・男鹿市
　　になります。
　・配送ルートは固定されており、マニュアルも完備され
　　ていますので、研修もスムーズに行うことができます。
※一般家庭への宅配業務ではありません。
　配送ルートは、研修終了後に見極めの上、決定致します。
※同求人は当社ホームページでも公開中です。
　詳しくはこちらを参照してください。
　ｈｔｔｐ：／／ｒｏｋｕｇｏｈ－ｄｓ．ｃｏ．ｊｐ／

土日祝他 六郷小型貨物自動車運送　株式会
社その他

中型トラックドライバー
（清涼飲料水の配送）
【秋田営業所】

＊中型トラック（３・４ｔ）の運転業務
　・著名メーカーの飲料水を配送する業務です。
　　配送エリアは秋田市、潟上市、能代・大館方面、
　　由利本荘方面となります。
　　入社後、各配送先にて研修を行っていただきます。
※曜日ごとに配送ルートが固定しているため、ルートが覚え
　やすく、独り立ちするまでしっかりとした研修を行うので
　運転業務が初めての方でも安心して仕事して頂けます。
※同求人は当社ホームページでも公開中です。
　詳しくはこちらを参照してください。ｈｔｔｐ：／／ｒｏｋｕｇｏｈ－ｄｓ．ｃｏ．ｊ
ｐ／

＊普通自動車免許
以上
※中型・大型自動
車免許あれば尚可

他 六郷小型貨物自動車運送　株式会
社その他
秋田県仙北郡美郷町六郷字往還南
１２－１

35人 0187-84-2132

不問

35人 0187-84-2132

不問
127人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05040- 1725091

平成31年4月1日～平
成31年5月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5693891

中型トラックドライバー
（夜間業務用冷蔵・冷
凍食品の配送）

＊中型トラック（５ｔ）の運転業務
　・秋田営業所を出発し、途中積置きされている商品を
　　大仙市にて荷下ろしし、その後当社大仙物流センター
　　にて積込みを行い、秋田市内へ配送する業務です。
※配送ルートが固定しているため、覚えやすく、独り立ち
　しやすい業務です。
※同求人は当社ホームページでも公開中です。
　詳しくはこちらを参照してください。
　ｈｔｔｐ：／／ｒｏｋｕｇｏｈ－ｄｓ．ｃｏ．ｊｐ／

＊普通自動車免許
以上
※中型・大型自動
車免許あれば尚可

他 六郷小型貨物自動車運送　株式会
社その他
秋田県仙北郡美郷町六郷字往還南
１２－１

毎　週
秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問
90人 秋田県南秋田郡五城目町

90人 秋田県南秋田郡五城目町
平成31年4月1日～平
成31年5月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5691491

モーター部品の製造業
務

○モーター部品の製造業務を担当していただきます。
・機械オペレーター業務
・加工・検査業務
・その他付随する業務


不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス

モーター部品の製造業
務　　　　（３交替）

○モーター部品の製造業務を担当していただきます。
・機械オペレーター業務
・加工・検査業務
・その他付随する業務


不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問

不問
90人 秋田県秋田市

～平成31年5月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5672391

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

4ページ中 4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．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

電子部品の組立業務
【秋田市】

○プリント基板に電子部品を取り付ける実装機械及び
　検査機械のオペレーター業務



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

1人 207,000円～345,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 240,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 190,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

2人 200,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 240,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

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

月給

1人 220,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 143,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 130,200円～130,200円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 133,000円～140,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～35歳 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

14人 018-878-5229

パソコン操作（数
字、簡単な文字入
力）

15人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05011-  436591

～平成31年11月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5829891

フロント受付業務・パソ
コン業務

・来店者の接客（お茶出し、片付け）、電話対応。
・売上伝票をパソコンで入力（数字、簡単な文字入力）


＊社用車やお客様の車を運転する場合があります。

普通自動車免許
（ＡＴ可）

火他 北日本オート株式会社
隔　週

秋田県潟上市天王字上江川４７－４
１２

その他
秋田県秋田市浜田字潟端１５４番地

43人 018-828-5508

不問
2,532人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5837891

大森山動物園入園券
売札、入園者案内業務
（臨時職員）

○動物園来園者への入園券の販売、入園ゲートにおける案内など
を行います。
・来園者等の受付業務
・ゲート売札業務、金銭授受
・園内アナウンス業務
・年間パスポート印刷業務（パソコン使用）
・その他付随する業務
＊土日祝日　勤務可能な方
＊ジャンパー支給
＊応募締切：平成３１年３月２２日（金）

不問

他 秋田市大森山動物園

一般事務

○一般事務職に従事していただきます。
・電話応対、来客対応
・パソコン入力（伝票整理）
・エクセルやワードを使って書類作成
・見積書、請求書、領収書等の作成
・その他付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 セントラルディベロプメント　株式会社
その他

秋田県秋田市仁井田新田１丁目１５
－２１

4人 018-839-8320

不問

8人 018-862-1564

３年以上勤務経験
者

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5800691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5805291

臨床検査技師

○患者さんの生理検査及び検体検査に従事していただきま
す。

＊就業時間
　（１）火・木・金曜日の勤務
　（２）月・水・土曜日の勤務（休憩なし）



臨床検査技師免許


日祝他 中込内科医院
な　し

秋田県秋田市八橋本町３丁目１－５

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
14人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5795391

診療放射線技師（フル
タイム）

○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

看護師・准看護師

○外来患者の看護業務全般に従事していただきます。
・先生の指示に従い注射、採血、点滴等の処置
・患者さんへの説明
・その他付随する業務

＊就業時間
　（１）火・木・金曜日の勤務
　（２）月・水・土曜日の勤務（休憩なし）



看護師または准看
護師免許

日祝他 中込内科医院
な　し

秋田県秋田市八橋本町３丁目１－５

8人 018-862-1564

２年以上勤務経験
者
パソコンの操作が
できる方

21人 018-886-3000

不問
24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5793191

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5827491

看護師

○ショートスティにおける看護業務全般を担当していただきま
す。
・利用者の健康管理、バイタルチェック
・投薬管理等
・通院時の付添い等
・その他付随する業務


看護師又は准看護
士免許
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　あきた福祉会　ショートス
テイむすびの郷毎　週
秋田県秋田市雄和田草川字本田２４
１－５７

その他
秋田県南秋田郡五城目町小池字岡
本下台１１１－３

6人 018-852-2609

不問
6人 秋田県南秋田郡五城目町

6人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5826991

測量全般（見習い）

○測量全般に係る業務に従事していただきます。
＊現場は秋田県内
＊社用車（ＡＴ・ＭＴあり）使用


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　近野測量調査

測量全般（経験者）

○測量全般に係る業務に従事していただきます。
＊現場は秋田県内
＊社用車（ＡＴ・ＭＴあり）



測量士または測量
士補
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　近野測量調査
その他

秋田県南秋田郡五城目町小池字岡
本下台１１１－３

6人 018-852-2609

測量経験者

平成31年3月15日発行（平成31年3月14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

現場管理

○ビル・マンション・工場・一般住宅の新築、リフォームに係る
現場管理及び塗装等の現場作業に従事していただきます。
○アスベスト除去、除排雪作業

・写真撮影
・日報、工程管理、材料管理に係る書類作成
・現場組立、塗装等の現場作業

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　ｍＫ２
その他

秋田県秋田市土崎港北７丁目２番６
５号

4人 018-845-8339

３年以上の塗装経
験者
（未経験者応相談）

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5819491

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 131,600円～131,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時20分～16時50分 就業場所

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 128,840円～135,720円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

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

月給

1人 156,900円～173,200円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～140,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 153,000円～153,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 153,000円～153,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 131,600円～131,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 124,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 175,150円～215,040円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所79人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5833691

ルート営業

○県内のスーパーマーケットおよび商店等を訪問し、冷凍食
　品等の納品・商品紹介等の営業を行なっていただきます。
＊社用車使用（ＭＴ車）します。

＊基本は１人での営業。慣れるまでは同行します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　コジマ商会　秋田営業所
その他

秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０の５

10人 018-882-3280

不問

3人 018-862-4694

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5859691

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- 5850991

販売員（西武秋田店）
【正社員】

○商品の陳列や接客、レジなどの店内作業全般
・商品補充　・包装、発送作業
＊３名で対応します。
＊土・日・祝日に出勤できる方を希望します。

＊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。
・・・≪　急　募　≫・・・

不問

他 株式会社　川口屋
その他

秋田県秋田市大町１丁目６－２０

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１－１

3人 018-860-3578

不問
24人 秋田県秋田市

3,000人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年6月30日 雇用・労災・健康・厚生

03010- 7420791

販売員

○県庁（本庁）内売店の販売員として勤務していただきます
・商品の陳列、販売、レジ対応、自販機のドリンク類補充等
・年２回、棚卸業務あり（９月・３月末の土曜日）
・年１回、全店職員会議あり（土曜日）
・主な来店客は県庁職員及び県庁への来庁者です。

不問

土日祝他 秋田県職員消費生活協同組合

事務職（秋田市）

派遣先事業所において、下記の業務を行っていただきます。
［故障修理窓口業務］
・故障修理受付、注文品要求、物品管理、棚卸
・料金請求

［資材管理業務］
・物品（代替品等）要求、棚卸　等

不問

土日祝他 株式会社　パソナ　パソナ・盛岡
毎　週

岩手県盛岡市盛岡駅西通２－９－１
マリオス　１３階

0人 019-621-5088

パソコン操作　Ｗｏｒｄ
（入力、編集、表作
成）　Ｅｘｃｅｌ（入力、編
集、関数、グラフ操
作）

2人 019-621-5088
パソコン基本操作
Ｗｏｒｄ（入力、編
集、表作成）
Ｅｘｃｅｌ（入力、編
集）

3,000人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年6月30日 雇用・労災・健康・厚生

03010- 7417191

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5794091

事務職（秋田市）

派遣先事業所において、下記の業務を行っていただきます。
・工事関連の電話、メールによる問い合わせ対応
（工事会社等）
・社内システムによりデータ抽出、更新、補正
・各種工事のオーダー票の受領・確認及び工事の手配　等

不問

土日祝他 株式会社　パソナ　パソナ・盛岡
毎　週

岩手県盛岡市盛岡駅西通２－９－１
マリオス　１３階

毎　週
秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

22人 018-823-4116

不問
419人 秋田県秋田市

2,575人 秋田県秋田市
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- 5808091

物流管理事務業務（秋
田厚生医療センター）

○『秋田厚生医療センター』にて物流管理事務業務に従事し
ていただきます。
・医薬品、診療材料の管理
・購入、受入事務業務
・払出事務業務
・棚卸、期末処理業務
・返品・保管・過不足・譲渡等業務
＊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

土日祝 株式会社　光風舎

介護保険の認定調査
員（４／２～）

○介護保険における認定調査
・申請された方の居住先を訪問し、調査書類の内容に基づ
き、本人の状態の聞き取りをする
・聞き取った内容のデータを入力
・１日３件程度の訪問で主に秋田市内（ＡＴ軽自動車使用）
＊雇用期間：年度毎の更新あり

パソコン操作（一太郎、エクセル）の操作、入力のできる方

土日祝 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

1,540人 018-888-5429

3人 018-893-5805

不問
11人 秋田県秋田市

介護支援専門員、
介護福祉士、
保健師、看護師、
准看護師の何れか
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5856191

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- 5851491

医療事務【急募】

【主な仕事の内容】
・耳鼻咽喉科にて、患者様の受付、電話応対
・カルテの出し入れ
・会計業務
・レセプトコンピュータへの入力（入力等の操作は丁寧に指導いたし
ますので、未経験の方でもご安心ください。）
※患者様へ明るくきめ細やかな対応を心掛けております。
※制服貸与あり
※同職３名体制です。
※平成３１年４月１日からの勤務ですが、勤務開始日はご相談くださ
い。

不問

水日祝他 株式会社　テイケイコーポレーション
毎　週

秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

その他
秋田県秋田市中通６丁目１－５５

16人 018-834-7355

パソコン基本操作
（ワード・エクセル）

82人 秋田県秋田市

72人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5807191

事務・日常業務補助
員・育休代替（薬局エー
ル大学病院前店）

○「薬局エール大学病院前店」において以下の業務に従事し
ていただきます。
・受付、会計
・患者様の応対
・薬品ピッキング
・コンピューター操作等
・薬の購入等で社有車（軽自動車）運転あります。

【入社時期は相談可】

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　アミック

校務事務補助

○主として受付業務等に従事していただきます。
・電話、来客応対（お茶出し等）
・郵便物等の収受、発送
・生徒配布物等印刷
・学校図書館の図書整理
・その他庶務全般の補助


不問

土日祝他 秋田県立秋田高等学校
毎　週

秋田県秋田市手形字中台１

72人 018-832-7200

パソコン操作（一太
郎、エクセル等）

パソコン操作（ワード・
エクセル）
経理経験者（日商簿
記３級以上あれば経
験なくても可）

22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5849091

日商簿記３級以上
（経理経験者は資
格不問）

土日祝他 菅原忠雄　税理士事務所
毎　週

秋田県秋田市八橋新川向４－２５

22人 018-865-1717
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庶務担当

【主な担当業務】
・集金業務
・データ入力及び集計
・小口現金の管理
・電話、来客応対
・備品管理
・郵便物の手配　等



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 143,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 163,728円～198,431円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 8時50分～17時30分 就業場所
(2)13時00分～17時00分

日給（月額換算）

1人 200,400円～228,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

2人 224,202円～314,928円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 39歳以下 (1) 9時00分～18時30分 就業場所

月給

3人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1)12時00分～21時00分 就業場所

月給

1人 163,000円～226,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 170,000円～235,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)18時00分～ 8時30分

月給

1人 162,000円～290,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

2人 162,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

2人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

8人 018-893-3606

シャンプー、トリート
メント、カラーので
きる方

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5801991

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5798491

美容師（スタイリスト）

○美容師
・シャンプー、カット、カラー、パーマの美容師業務
○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

美容師免許

月他 株式会社　ＴＷＯＦＡＣＥ
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目４－４５

毎　週
秋田県秋田市中通３丁目４－４５

8人 018-893-3606

シャンプー、トリート
メント、カラーので
きる方

9人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5797991

美容師（技術・アシスタ
ント）

○美容師
・シャンプー、カット、カラー、パーマの美容師業務
○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

美容師免許

月他 株式会社　ＴＷＯＦＡＣＥ

アイリスト

◎アイリスト（まつ毛エクステ）として以下のお仕事を担当して
いただきます。

○アイリスト（まつ毛エクステ）
○店内の清掃
○電話応対（予約の確認）
○前の人の片づけと次の人の準備

美容師免許

月他 株式会社　ＴＷＯＦＡＣＥ
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目４－４５

8人 018-893-3606

不問

18人 018-863-6868

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5812291

雇用・労災・健康・厚生
15010-11693191

介護員

○集団生活の良さを生かし、個性を大切にし一人ひとりの生
　活リズムを大切にした介護をします。
・入浴、排泄、食事、散歩、お茶飲み（水分補給）の介護等
　（入居者は２５名です）
・利用者様の買い物などの外出用務あり。（社用車あり）
・夜勤は２人体制です（休憩１８０分）
＊未経験の方歓迎します。丁寧な指導体制があります。
＊社用車はＡＴ普通車です。　　　
＊ユニフォーム貸与　　　　　　　　

介護職員初任者研修
修了者またはヘル
パー２級以上
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

他 有限会社　おーがすと
その他

秋田県秋田市山王３丁目３－２０

隔　週
新潟市北区濁川１００２－２

20人 025-258-3911

不問
180人 秋田県秋田市

70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-20129791

営業職（ルート営業）
（秋田市）

建設機械販売、土木資材、道路施工に携わる業者様を主な
お客様とし、道路工事用品や土木副資材の販売ならびに搬
入を行って頂きます。
また、季節によっては塩飴や防寒具等の季節商品、キャン
ペーン商品のプレゼンも合わせて行います。
入社時は商品や得意先を覚えて頂く為に、商品出荷準備の
補助等を行う業務職に配属となります。
（６ヶ月以内に営業職に配属します。）
※業務上車を使用する機会：有（社有車）

中型免許（８ｔ限定
可）以上保有者優
遇

日祝他 株式会社　カンエツ

営業［秋田市］

次世代省エネ機器を中心とした家庭内電力関連商品の総合
販売会社です
・太陽光発電システムなど省エネ機器に興味があるお客様へ
　そのお宅に合った快適な提案・販売をします
（１日２～３件）
＊賃金例（業績給含む）
　３５歳：月額３７０，０００円
　４２歳：月額４２０，０００円

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

火水他 株式会社　エーシーネクスト　仙台支
店その他
宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－
３　仙台マークワン１４Ｆ

25人 022-216-1750

営業の実務経験あ
る方（業種不問）

6人 018-863-2601

不問
780人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5811891

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 06070- 1263791

企画営業

○自社媒体の屋外広告看板・電子広告（自治体庁舎内）を主
とした企画提案営業
・地権者の調査、看板設置場所の交渉と確保
・広告主と地権者双方にメリットを説明して企画を提案
・社内デザイナーと打ち合わせ、他

＊研修制度を通して企画営業の基本技術を修得、その後の活
躍次第では、年齢や勤続年数に関係なく、新規事業の販売や商品
開発・海外進出等の事業運営に携わる自己成長のチャンスをつか
めます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 長田広告　株式会社　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市山王沼田町１１－８

その他
山形県東根市大字東根甲５８００番
地の１

223人 0237-43-3411

不問
307人 秋田県秋田市

58人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5846291

セールスエンジニア

セールスエンジニア　　　　　　　　　　　　　　　　　

・農業用機械（穀物乾燥機）・精米加工機械（コイン精米機）・
環境関連機器（ペレットストーブ）などの
　ルートセールス及びサービス指導業務　　　　　　　　
・秋田県内を中心としたセールス活動となります。

＊当社は厚生労働大臣より「子育てサポート企業」の認定を
受けております。

普通自動車運転免
許（ＭＴ）

日祝他 株式会社　山本製作所

営業

・医療関係者（医師、看護師、検査技師など）に、心電計など
の医療機器の販売・導入を提案し、定期的な情報交換、アフ
ターフォローを行います。

＊営業範囲：秋田県内
＊社用車（ＡＴ）使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 フクダ電子北東北販売　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山王中島町８－１０

22人 018-862-2991

不問

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5844791

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 セントラルディベロプメント　株式会社
その他

秋田県秋田市仁井田新田１丁目１５
－２１

4人 018-839-8320

平成31年3月15日発行（平成31年3月14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

販売員

○販売員として従事していただきます。
・接客業務
・商品陳列
・配達業務（社用車使用：秋田市内中心）
・その他付随する業務一般

＊土、日、祝勤務できる方歓迎します。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 163,000円～193,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

月給

1人 251,442円～348,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～39歳 就業場所

月給

1人 158,400円～158,400円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

日給（月額換算）

3人 184,000円～345,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～155,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 50歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

4ページ中 4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．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

ジュニアアイリスト

○ネイルサロン、まつ毛エクステ、脱毛サロンの中で、まつ毛
エクステ部分のお客様へ施術を行っていただきます。
・お客様の予約管理
・その他、付随する業務

＊お客様への勧誘がなく、ノルマは一切ありません。
＊正社員登用制度あり。

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5830191

美容師免許

他 ネイルサロンリコット（株式会社トワ・
プール）毎　週
秋田県秋田市楢山川口境５－１１
　　　イオン秋田中央店２Ｆ（旧サティ）

3人 080-6725-0476

25人 022-266-5802

不問

不問
80人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 チサンマンション秋田管理組合

店舗一般職［カラオケ
時／秋田駅前店］

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


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

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部
その他

宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

パソコン操作
11人 秋田県秋田市

9,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-20200891

管理人兼事務

・チサンマンション秋田の内外建物の管理
・住民、来訪者等窓口の対応
・決算処理等、次年度予算作成
・パソコン入力
・冬期除雪作業あり
・自家用車使用
＊マンションの建物が古いため、故障個所多数あり、
　業者との対応、見積、工事指示の業務あり。

株式会社　ｍＫ２
その他

秋田県秋田市土崎港北７丁目２番６
５号

その他
秋田県秋田市中通３丁目４－４７

1人 018-832-1459

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5843491

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5809391

塗装工

○ビル・マンション・工場・一般住宅での塗装業務に従事して
いただきます。
○アスベスト除去、除排雪作業

・現場は市内中心のほか、周辺地域。
・会社に集合後、社用車に乗合い各現場に向かいます（現場
によっては直行直帰あり）。
・現場により出張あり（短期）


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他

その他
秋田県秋田市豊岩小山字狐森３２３
－２

20人 018-853-8666

不問

4人 018-845-8339

不問
4人 秋田県秋田市

1,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5821591

清掃業務【秋田市内】

○建物内の清掃業務等に従事します。
・現場は秋田市内で、会社に集合後、社有車で向かいます。
・受注状況により事業所やアパート、個人宅等の場合もあり
ます。
・清掃箇所も現場や受注状況により、床やトイレ、浴室、窓の
清掃を含めた建物内の清掃全般となります。
＊２～６人程度で業務を行ないます。
＊男女とも多数活躍しております。
＊研修制度あり、未経験の方も安心して従事できます。

不問

他 株式会社　タクト　秋田支店



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 220,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～17時00分 就業場所

月給

1人 330,480円～572,880円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 330,480円～572,880円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 157,500円～157,500円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 303,000円～320,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 210,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 258,000円～258,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所

月給

1人 210,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 180,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

３ＤＣＡＤによる機
械設計実務経験者
（３年以上）

85人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5879791

不問

日祝他 横浜電子工業　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
中羽立２０６

85人 018-875-3861

平成31年3月18日発行（平成31年3月15日受付分)　Ｎｏ．１

5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

機械設計（３ＤＣＡＤ使
用）

○コネクタ組立部門で使用する設備・治工具等の設計製作お
　よび外販用生産設備の設計製作に従事していただきます。
・組立設備・治工具の設計製作
・外販用生産設備の設計製作
・要求仕様の打合せ、最終調整作業
・その他付随する業務

　＊工場見学可能、随時受け付けております。
　＊Ａターン（Ｕ、Ｉ、Ｊターン）希望者歓迎します。


建築技術者［秋田県］

建築工事のプロジェクトにおける施工管理業務全般を行って
頂きます。
・工程管理や業者との打ち合わせ
・安全及び衛生管理　・資材発注業務
・施主との折衝等の打ち合わせ
・ＣＡＤを使用した図面作成業務　他
＊配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致しま
す。
＊ブランクのある方でも安心して頂ける環境づくりを心がけ
ております。

土日祝他 株式会社　オンサイト
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０
－３３　第２日本オフィスビル７階

3人 022-797-7191

52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-20522891

土木技術者［秋田県］

土木工事のプロジェクトにおける施工管理業務全般を行って
頂きます。
・工程管理や業者との打ち合わせ
・安全及び衛生管理　・資材発注業務
・施主との折衝等の打ち合わせ
・ＣＡＤを使用した図面作成業務　他
＊配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致しま
す。
＊ブランクのある方でも安心して頂ける環境づくりを心がけて
おります。

土日祝他 株式会社　オンサイト
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０
－３３　第２日本オフィスビル７階

3人 022-797-7191

52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-20523291

測量助手

＊測量外業による補助作業
　（ポール持ち、テープ貼り、杭打ち、写真撮影等）
＊測量機器による観測作業


○主に２人１組（状況によっては３人１組）での作業となりま
す。
○山等に機材を持って測量しますので、体力を必要としま
す。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 有限会社　協進技術
毎　週

岩手県久慈市西の沢６－３５－６

4人 0194-53-3071

測量作業経験あれ
ば尚可

4人 岩手県久慈市

雇用・労災・健康・厚生
03100-  839491

看護師又は准看護師
（正社員）

○ショートステイにおいて、入居者の看護業務全般に従事し
ていただきます。
・バイタルチェック、服薬、療養上の処置、看護記録の記入
・利用者様の健康管理、機能訓練
・病院受診の付き添い（送迎の添乗）
・日常生活のお手伝い、その他付随する看護業務
＊慣れるまで先輩社員と業務を行うので安心です。
＊制服貸与
＊夜勤業務はありません。（夜間緊急時の連絡対応はあり）

看護師又は准看護
師

他 サクセス　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼
寝２０１－１

80人 018-855-5141

不問
80人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5872591

看護師・准看護師

○２０１９年４月中旬に事業開始予定の「サービス付き高齢者
向け住宅」で訪問看護員として、主に入居者への看護業務
と、サービス提供を行います。



正看護師・准看護
師いずれか必須

他 株式会社　彩新
その他

秋田県秋田市外旭川八幡田１丁目１
１－３７

0人 090-8256-5001

不問
1人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5911591

看護職員（看護師）
「ショートステイかたが
み」

○ショートステイかたがみ（定員２８名）の看護業務
・お客様のバイタルチェック等日常の健康管理
・嘱託医師及び主治医との連絡調整
・服薬管理、医師の指示による医療処置
・看護記録の記入、通院付添
・介護職員、生活相談員との連携
・日常生活上の介護補助業務
＊ターミナルの方の受け入れは有りません。
＊嘱託医はせきクリニックです。

看護師免許
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　秋田ライフデザイン
ショートステイかたがみ毎　週
秋田県潟上市天王字長沼４０－２

21人 018-874-8020

不問
21人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5916991

栄養士

・お弁当の献立作成、盛り付け業務
・手作りオヤツのメニュー作成・調理業務
・業者への食材発注、食材の在庫確認
・近隣の個人宅・法人施設へのお弁当・法人施設へのお弁当
　回収、食材配達（社用車あり）

＊未経験者でも応募可能です。

栄養士、普通自動
車免許（ＡＴ限定
可）

日祝他 有限会社　久幸メディカルサービス
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
２３５－３

25人 018-873-5918

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5949691

生活相談員（正社員）

○ショートステイ利用時に係る相談業務に従事していただき
ます。
　・施設の入所、退所に係る手続き、書類作成。
　・家族、ケアマネージャーとの連絡、調整。
　・送迎業務あり（社用車使用：ＡＴ車）
  ・その他付随する業務

　＊慣れるまで先輩社員と業務を行うので安心です。
　＊業務拡大による募集です。

社会福祉主事、社会
福祉士、介護支援専
門員のいずれか
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

他 サクセス　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼
寝２０１－１

80人 018-855-5141

不問
80人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5905091

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5871291

介護支援専門員

○居宅支援事業所における職務全般を担当します。
・利用者宅の訪問（秋田市南部および市内エリアを月２０～３
０件程度訪問予定）
・ケアプランの立案、作成および書類整備等
・自家用車使用
・その他付随する業務

　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊介護支援専門員
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

施工管理経験５年以
上
ＣＡＤ操作経験３年以
上
※多少であれば満た
ない方もご相談下さ
い

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

施工管理経験５年以
上
ＣＡＤ操作経験３年以
上
※多少であれば満た
ない方もご相談下さ
い

4人 018-829-1307

不問
12人 秋田県秋田市

株式会社　生活工房あきた
毎　週

秋田県秋田市仁井田新田１丁目１１
番６３号

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

1人 145,520円～154,080円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 150,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 130,000円～130,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所
(2)12時00分～20時45分

月給

1人 160,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 44歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 135,252円～135,252円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 134,589円～134,589円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時20分～16時50分 就業場所

日給（月額換算）

1人 133,926円～133,926円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

2人 135,000円～135,000円
就業場所

正社員 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

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

月給

1人 168,000円～168,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～59歳 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3) 8時30分～15時00分

月給

1人 130,000円～140,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～250,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分

5ページ中 2ページ

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

レッスン講師

○幼児教室の一員になり、生徒のレッスンを担当していただ
いたり、教室に関わる仕事をお願いします。
・新規生徒募集、教室内外の環境管理など
・教室の移動（土崎と中通）で自家用車使用

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5907691

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月日他 有限会社　ゆういく舎
ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー毎　週
秋田市土崎港北３丁目１１－２５

3人 018-847-5900

13人 018-888-8555

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ及びＰｈ
ｏｔｏｓｈｏｐの使用で
きる方

不問
3人 秋田県秋田市

不問

他 一般財団法人　秋田県総合公社

デザイナー【正社員】

○グラフィック及びＷｅｂのデザインをしていただきます。
・チラシやパンフレット等のデザイン
・ＴＶの制作クライアントとの打ち合わせ　等

※社用車（ＡＴ車）使用による外出用務も稀にあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　秋田読売ＩＳ
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－９５（西
部工業団地内）

不問
168人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5884691

受付事務

○受付窓口事務
　向浜スポーツゾーン（プール、スケート場、野球場、運動広
場）における
　・利用受付、案内業務
　・料金徴収、集計業務　
※年度契約で、更新もあります。
※就業時間は（１）（２）のシフト制になります　
　働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

株式会社　東日本モーゲージ
その他

長野県松本市平田東２丁目１８番１
号

毎　週
秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４－６


36人 018-896-7100

雇用・労災・健康・厚生
20020- 5306491

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5915691

一般事務（秋田店）

電話対応・来客対応、パソコン入力、書類の整理等を行って
いただきます。（住宅ローン・保険関係を扱っています）
・電話、来客は企業もあれば個人もあります。
・パソコン入力は顧客データや必要な記録などを入力します
　（パソコンはワードエクセルができれば可）
・書類整理は申込書など必要書類の整理ファイリングなどで
す。

＊応募する方は、ハローワークの紹介状をお持ちください。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

水他

28人 018-839-2244

パソコン操作できる
方（一太郎、エクセ
ル、ワード）

1人 026-217-6718

不問
8人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 秋田県立秋田きらり支援学校

一般事務補助

○事務補助業務に従事して頂きます。
・文書受付（システム入力）、簿冊の作成、書類等の発送
・パソコンによる文書の作成
・電話、来客の応対等
・雑務（清掃等、日によってあります）
・その他職員の指示による業務
　　　　　　　　
＊雇用期間：本人の勤務状況等により６ヶ月毎の更新有り

不問

土日祝他 秋田県産業労働部　秋田発電・工業
用水道事務所毎　週
秋田市仁井田字新中島７７０－１

パソコン操作（Ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌ、一太郎）

149人 秋田県秋田市

118人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5891391

一般事務補助
○視覚、聴覚、秋田きらり支援学校の事務補助業務に従事し
ていただきます。

・印刷、文書整理、電話対応、来客応対。
・簡単なパソコン入力（エクセル、ワード）、事務処理。
・事務室等整理、清掃


秋田県　企画振興部　国際課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

毎　週
秋田市南ヶ丘１丁目１－１

149人 018-889-8573

平成31年4月11日～平
成31年10月10日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 5941491

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- 5921091

事務補助

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





不問

土日祝他

6人 018-832-5252

＊医院、歯科医院の
受付として１年以上勤
務経験ある方
＊パソコン操作できる
方

14人 018-860-1218

パソコンの一般的
な操作（エクセル、
ワード、一太郎）

秋田県秋田市

不問

日祝他 マルハ産業　株式会社　秋田営業所

受付事務

○当院にて受付事務業務に従事していただきます。
・電話応対、お客様の案内
・受付、会計事務
・予約の管理
・レセプトコンピュータによる保険業務
・事務一般
・その他付随する業務


不問

月日祝他 医療法人　山内歯科・矯正歯科
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目１－７

パソコンの基本操
作（ワード、エクセ
ル）

180人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5888891

商品管理及び受払業
務　　　　　【準社員】

○当社取扱商品（ガス器具、電化商品等）の商品管理及び
　集計業務を担当していただきます。
・入出庫の立ち合い
・帳簿付け
・伝票作成（パソコンで作成）　等
＊当社事務室及び隣接する倉庫内及び充てん所での業務と
　なります。
＊ある程度の商品知識をもったら、その方の資質等により
　職種転換を図る場合があります。
※準社員での雇用ですが、正社員登用制度あります。

株式会社　高橋商事
毎　週

秋田県潟上市飯田川飯塚妙見９番


その他
秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
６

25人 018-845-2135

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5952891

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5920191

経理事務（本社）

○各種事務業務を担当していただきます。
【仕事内容詳細】
・経理業務
・伝票作成や支払い
・来客対応や電話応対
・外出業務（銀行や消耗品購入等）、自家用車使用
・その他事務業務や上記に付随する作業

＊前向きさ、責任感、社交性が求められるお仕事です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他

隔　週
秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
６９

38人 018-853-6115

パソコン入力程度

20人 018-853-9510

事務の経験のある方
パソコン（ワード、エク
セル）を使える方

69人 秋田県潟上市

85人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5925491

運行管理者

○運行管理業務全般の補助業務に従事していただきます。
・お客様との電話連絡調整（メールやりとり）
・運転日報、運行指示書作成（手書き）
・配車管理に関するデータのパソコン入力
・備品等の発注業務

＊社有車使用（ＡＴ限定可）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
運行管理者あれば尚
可

他 泉運輸　株式会社　秋田営業所



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

1人 153,000円～153,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 132,192円～172,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

2人 158,000円～192,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～18時30分 就業場所
(2)10時30分～20時00分
(3)12時00分～21時30分

月給

2人 158,000円～192,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時40分～18時00分 就業場所
(2)10時30分～20時00分
(3)11時40分～21時10分

時給（月額換算）

1人 130,416円～138,567円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)11時30分～19時00分
(3)11時30分～19時30分

月給

1人 155,000円～182,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)10時30分～19時30分
(3)11時00分～20時00分

月給

1人 185,000円～216,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 168,000円～168,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3) 8時30分～15時00分

月給

1人 150,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 128,000円～240,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

平成31年3月18日発行（平成31年3月15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

（派）社内システムへの
データ入力［秋田市］

・社内システムへのデータ入力
・社内物品購入、支払処理
・電話取次ぎ
・郵便物発送（社用車運転有）

＊３ヶ月毎契約更新

＊　急募　＊

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　パソナジョブサポート　東
北支店毎　週
宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目３
－１０　仙台ＴＢビル１階

2人 022-299-8771

パソコン（Ｅｘｃｅｌ）操
作

5,000人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年6月30日 雇用・労災・健康・厚生

04010-20468891

レジ業務

○スーパーマーケットのレジ部門における業務に従事してい
ただきます。
・セルフレジの商品登録
・サービスカウンター業務
・品出し等

不問

他 有限会社　中央市場　ビフレ御野場
店毎　週
秋田県秋田市御野場１丁目４－１

25人 018-853-4623

不問
570人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5886491

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

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

15010-11794491

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

9人 025-223-0909

不問
400人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

15010-11795791

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
31人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5896891

生花等の販売及び接
客【ブルーパレット】

○秋田西武地下１階『花のブルーパレット』にて生花等の
　販売及び接客を担当していただきます。
・花束作り、アレンジメントの作成など。

＊未経験の方には丁寧に指導します。

不問

他 株式会社　みづき
その他

秋田県秋田市外旭川字待合２８　秋
田市中央卸売市場内　花き棟２Ｆ

3人 018-869-5780

不問
60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5903591

ルート営業（土崎）

○主に自動車販売店を訪問し、輸出用の中古タイヤ、バッテ
リー、非鉄金属を交渉の上、買い取りし、回収及び運搬業務
に従事していただきます。
＊営業範囲は、県内中心とし県外もあります。
＊社用車（ＭＴ車）使用
＊慣れるまで概ね１か月は先輩社員が同行し指導致します。

○仕分け、整理、コンテナへの積込み作業もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
（中型・大型自動車
免許あれば尚可）

日祝他 株式会社　高橋商事
その他

秋田県潟上市飯田川飯塚妙見９番


7人 018-853-9510

不問
69人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5951791

営業（一般ユーザーへ
灯油の配送等）

○販売営業及びミニローリー（３Ｋｌタンクローリー）で
　一般家庭に灯油の配送業務を行っていただきます。
・販売営業及び集金業務
（ガス器具、暖房器具、家電製品等の販売）
・ＬＰガスのメーター検針　等


＊準社員での雇用ですが、正社員登用制度あります。

日祝他 マルハ産業　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
６

25人 018-845-2135

180人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5922391

営業

○広告代理業務に従事していただきます。
（業務内容）
・テレビＣＭ、ラジオＣＭ、新聞広告、印刷物などの制作
・既存のクライアントへのフォロー
・折込チラシ営業
＊営業車には社用車（ＡＴ車）を使用します。
＊営業範囲は秋田県全域

土日祝他 株式会社　秋田読売ＩＳ
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－９５（西
部工業団地内）

13人 018-888-8555

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5885991

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5882091

デザイナー【パート】

○グラフィック及びＷｅｂのデザインをしていただきます。
・チラシやパンフレット等のデザイン
・ＴＶの制作クライアントとの打ち合わせ　等

※社用車（ＡＴ車）使用による外出用務も稀にあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他

中型自動車免許（８
ｔ限定可）及び危険
物（乙又は丙種）必
須
＊高圧ガス販売二
種、ＬＰガス設備士
の免許あれば尚可

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

パソコン（ワード・エク
セル）の操作ができる
方
＊広告・印刷業界営
業経験者優遇
＊営業経験者優遇

13人 018-888-8555

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ及びＰｈ
ｏｔｏｓｈｏｐの使用で
きる方

30人 秋田県秋田市

株式会社　秋田読売ＩＳ
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－９５（西
部工業団地内）

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 165,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

月給

2人 200,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

月給

1人 170,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 0時00分～ 9時00分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3)11時30分～20時30分

月給

1人 180,000円～236,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 179,200円～324,600円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 0時10分～ 8時30分 就業場所
(2) 8時10分～16時30分
(3)16時10分～ 0時30分

時給（月額換算）

2人 157,878円～157,878円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時55分～16時05分 就業場所

時給（月額換算）

2人 211,200円～211,200円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

3人 196,350円～231,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 151,500円～162,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 182,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5909491

機械・重機（バックホー）
オペレーター【年間休日
７０日】

○産業廃棄物中間処理工場内でバックホーを使用し機械へ
投入し固形燃料を製造します。

＊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。

フォークリフト技能
者、車両系建設機
械の免許保持者
【両方必須】

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

9人 018-893-5769

不問

9人 018-893-5769

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5901891

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5923691

機械・重機（バックホー）
オペレーター【年間休日
１０５日】

○産業廃棄物中間処理工場内でバックホーを使用し機械へ
投入し固形燃料を製造します。

＊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。

フォークリフト技能
者、車両系建設機
械の免許保持者
【両方必須】

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

隔　週
秋田県秋田市豊岩石田坂字西ノ田１
４－１

6人 018-828-3443

不問
6人 秋田県秋田市

14,000人 秋田県潟上市
平成31年4月8日～平
成31年5月31日 雇用・労災

05010- 5943891

運転手兼土木作業

・１０トンダンプ、重機（バックフォー）の運転
・工事現場における、土木作業、手元作業、
・工事作業の準備及び整頓等の付随作業


＊現場は主に秋田市内
＊未経験の方も応募可（丁寧に指導します）
＊６０歳以上の方も応募可能です

普通自動車免許Ａ
Ｔ限定不可
＊大型免許、車両
系資格者は尚可

日他 有限会社　堀川建設工業

コンクリート二次製品の
製造　【潟上市】

○コンクリート型枠の脱型・組立作業に従事していただきま
す。

＊体力を要するお仕事です。

不問

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

0人 0120-709-707

不問

1人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成31年4月8日～平
成31年5月31日 雇用・労災

05010- 5944291

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- 5953291

製造オペレーター（手作
業）　　【秋田市】

○製錬所にて、液体に漬けた鉄板に付着した銅を手作業で
剥がす作業を行っていただきます。

＊重量物はありませんが、体を大きく動かす作業です。

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
秋田県秋田市八橋大道東２－１

43人 018-862-4131

不問
1,927人 秋田県秋田市

19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5948391

生産プラントオペレー
ター

○石油、天然ガスの生産操業に関する業務全般に従事して
いただきます。
・採収、処理、計量、貯蔵
・輸送及び坑井管理
（パイプライン管理、原油積込、坑井基地巡視）　　　　　
・その他、付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
危険物取扱者乙種
第４類

土日祝他 国際石油開発帝石　株式会社　国内
Ｅ＆Ｐ事業本部　東日本鉱業所秋田

学生寮食事担当（正社
員）

○当社と業務提携の学生寮の朝、夕の食事に関する業務
・調理、仕入れ等
・６５名の寮生の食事
・朝、夕とも他のパートさんと３名くらいで調理

＊午前５時３０分～８時までの８時間程度

＊夏休み、正月休み、日祝休み　あり

普通自動車免許
ＡＴ可
＊調理師免許あれ
ば尚可

日祝他 有限会社　インテリア桜庭
その他

秋田県秋田市仁井田本町３丁目６－
３７

10人 018-839-7227

不問

3人 022-385-6601

調理業務
8,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-20350391

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5913091

（請）調理師［秋田市向
浜］

工場の社員食堂厨房において、食事の調理、仕込み、盛付、
提供、後片付け、清掃等の業務および発注、検品受入れの
業務、また事業所責任者（店長）として、売上仕入およびパー
トタイマーの労務管理。

＊昼食のみ（４５食程度）

不問

土日祝他 日本ゼネラルフード　株式会社　東北
営業所毎　週
宮城県仙台市宮城野区榴岡１丁目６
－３７　ＴＭ仙台ビル３階

その他
秋田県秋田市外旭川八幡田１丁目１
１－３７

0人 090-8256-5001

不問
1人 秋田県秋田市

80人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5874091

介護員

○２０１９年４月中旬に事業開始予定の「サービス付き高齢者
向け住宅」で訪問介護員として、主に入居者へのサービス提
供と介護業務全般を行います。



介護職員初任者研
修、実務者研修、
介護福祉士のいず
れか必須

他 株式会社　彩新

介護福祉士　「正社員」

○ショートステイの入居者様の介護業務全般に従事していただきま
す。
　・食事、入浴、排泄の介助、日常生活のお手伝い。
　・レクリエーションの実施など
　・その他、付随する介護業務
＊若者から中高年、ベテランも在籍しているので安心です。
＊増員のための募集です。
＊制服貸与
＊慣れるまでは先輩社員とともに業務にあたるので安心です
＊夜勤は月に５回～７回です

介護福祉士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 サクセス　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼
寝２０１－１

80人 018-855-5141

不問

不問
80人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5873191

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 サクセス　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼
寝２０１－１

80人 018-855-5141

5ページ中 4ページ

平成31年3月18日発行（平成31年3月15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

介護職員「正社員」

○ショートステイの入居者様の介護業務全般に従事していた　だき
ます。
　・食事、入浴、排泄の介助、日常生活のお手伝い。
　・レクリエーションの実施など
　・その他、付随する介護業務
＊若者から中高年、ベテランも在籍しているので安心です。
＊増員のための募集です。＊制服貸与
＊慣れるまでは先輩社員とともに業務にあたるので安心です
＊資格取得に向けシフト調整など支援します。
＊夜勤は月５回～７回です。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

2人 142,800円～306,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

月給

2人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～64歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

年俸（月額換算）

1人 300,000円～300,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

3人 134,100円～157,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 134,100円～157,700円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 2時00分～11時00分 就業場所
(2) 3時00分～12時00分
(3) 4時00分～13時00分

月給

1人 134,100円～157,700円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～15時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 127,764円～127,764円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所

日給（月額換算）

2人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～16時45分 就業場所3,496人 秋田県秋田市
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- 5939091

校務員（嘱託職員）

○学校での印刷、来客等の応接などの業務を行っていただき
ます。

○夏休みや冬休みなど学校が休みの場合は休日となりま
す。

不問

土日祝他 秋田市教育委員会
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

2人 018-888-5803

不問

8人 018-833-3957

不問
165人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5902291

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5890091

清掃業務（秋田県立循
環器・脳脊髄センター）

○清掃業務全般を担当していただきます。
・病院内の廊下、病室、化粧室等の清掃全般
　（モップ、ほうき、掃除機等を使用しての作業）

＊化粧室清掃（女子トイレも含みます）


＊雇用期間：年度毎の更新あり（本人の勤務状況等による）

不問

他 株式会社　エイビック
その他

秋田県秋田市東通仲町２０－１６

毎　週
秋田県秋田市新屋天秤野９－５

65人 018-867-2687

600人 秋田県秋田市

600人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5869991

配送運転手（２ｔ車）秋
田県内

○秋田県内の学校への食品配達業務を担当していただきま
す

＊午前中は食品配達、午後は空の回収です。

＊慣れるまでは二人体制で、慣れてからはワンマンとなり
　ます。

２ｔ車の運転経験者

土日祝他 サンライズ産業　株式会社

配送運転手（４ｔ車）

○４ｔ車による県内のコンビニ及びスーパーなどへの配送
　業務

＊基本的にルート配送となります
＊荷物の積み降ろしは手作業となります
＊慣れるまで、ふたり体制で慣れてからワンマンとなります


中型自動車免許（８
ｔ限定可・ＡＴ限定不
可）

日他 サンライズ産業　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋天秤野９－５

65人 018-867-2687

４ｔ車の運転経験者

65人 018-867-2687

２ｔ箱車の運転経験
１年以上ある方

600人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5868691

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- 5918791

家具配送運転手・２ｔ宅
配運転手

○お客様がお店で購入した家具を２ｔ車を使用して、各家庭に
配送します。
・タコメーターのチャート紙セット、運転日誌作成あり。
・配送範囲：秋田市内及び近郊
・重量物（タンス、サイドボード等）の積込み運搬、配達があり
ますので、体力を要する仕事となります。
・荷物の積込みは手積みです。

＊箱型２ｔ車使用。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

火他 サンライズ産業　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋天秤野９－５

毎　週
秋田県秋田市高陽幸町３－３７

102人 018-888-2714

電気主任技術者と
しての実務経験１０
年以上

129人 秋田県秋田市

24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5887791

電気技術者

○揚水機及び水門等の電気設備に係わる点検整備
○その他付随する業務

○会有車を使用

　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）
電気主任技術者（１
種～３種）

土日祝他 秋田県土地改良事業団体連合会

左官技士

○主にコンクリート構造の大型建築物（学校、病院、商業施設等）の
左官工事に従事していただきます。
　左官の技術は通常、習得するまでに時間がかかるため、下働きの
期間が長いですが、当社では短期間で壁塗りの基本技術を習得で
きるプログラムを用意しており、研修後は左官技士として活躍できま
す。
　体力が必要となりますが、身体を動かしてコツコツとモノづくりに取
り組みたい方におすすめできる仕事です。
＊現場へは社用車乗合で向かいます。

不問

日他 有限会社　松本業務店
な　し

秋田市横森１丁目１７－４４

080-1820-5080

20人 018-835-5333

不問

不問
0人 秋田県秋田市

○建築外壁工事業務全般に従事します。
・外壁工事
・シーリング工事　等

＊現場は県内全域です。
＊社用車に同乗して現場へ向かいます。


05010- 5906391

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 ＵＡ工業
その他

秋田県秋田市御野場７丁目１　７棟
－３０３

0人

中型自動車運転免
許（８ｔ限定可、ＡＴ
限定不可）
＊業務の都合上８
トン車運転の場合
があるため、中型
自動車運転免許を
記載

5ページ中 5ページ

平成31年3月18日発行（平成31年3月15日受付分)　Ｎｏ．５

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

外壁工事作業員　
【トライアル雇用併用求
人】

℡ 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１８日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
　２．　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】
　３．　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】
　４．　３月２２日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　５．　３月２５日　㈱無限堂【調理、ホール係】
　６．　３月２６日　西武　秋田店【化粧品販売】
　７．　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！！
　８．　３月２８日　㈲アイ・サポート【介護スタッフ】
　９．　３月２９日　社会福祉法人新秋会【介護職員、看護職員】
１０．　４月　１日　㈱秋田温泉さとみ(福祉事業部)【看護師、介護職員】
１１．　４月　２日　㈱イースリー【電気工事及び設備工事補助】
１２．　４月　３日　㈱ホテル・アルファーワン秋田【フロントスタッフ、ホテルスタッフ補助】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!


