
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 960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～17時00分 就業場所
(2)10時00分～18時45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) 8時00分～13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～16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
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

4人 890円～920円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 9時30分～15時45分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

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

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)16時00分～20時00分 就業場所

平成31年3月19日発行（平成31年3月18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

管理栄養士または栄養
士

○当院給食部の業務全般を担当していただきます
・患者食と職員食の給食調理業務
・食料品や材料等の仕入れ業務
・給食設備、什器の管理
・給食部内の衛生管理
・栄養指導並びに教育研修　他

＊就業時間は（１）（２）によるシフト制です。

管理栄養士または
栄養士

日祝他 医療法人　白雄会　白根病院
その他

秋田県秋田市旭北栄町５－２９

59人 018-862-1330

不問
59人 秋田県秋田市

平成31年4月21日～平
成32年4月20日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 5988591

保育士（パート）

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


＊保育士は７名体制です


保育士

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

7人 018-863-3949

不問
22人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・労災

05010- 6000891

総務・経理≪急募≫

○総務・経理の業務に従事していただきます。
・ＴＫＣ（会計ソフト）の入力
・請求書作成
・電話、来客対応、
・社内清掃
・ペティ（フリーマガジン）の発送、配布
・銀行回り（支払い）
・営業補助（見積作成、報告書作成）
・給与手配


普通自動車運転免
許（ＡＴ可）

土日祝他 株式会社　ウィズ
毎　週

秋田県秋田市山王中園町７番１９号

4人 018-867-7611

不問
4人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 6006691

事務／リネン工場（リネ
ン秋田事業部）

◎工場内事務作業全般
・当社システムの運用による売上計上業務、伝票入力
・在庫、棚卸、管理業務
・労務事務業務、従業員の勤怠集計など

☆あなたの働いてみたい時間・曜日・回数をご相談下さい。

不問

他 ロイヤルネットワーク株式会社
その他

山形県酒田市浜田１丁目７－２０

28人 0234-21-1888

不問
28人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

06030- 2968091

一般事務、パソコンによ
るデータ入力事務


・パソコンでの入力事務
・書類の整理・編てつ
・その他付随する業務

不問

土日祝 秋田北税務署
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央６丁目９－
１３

36人 018-845-1161

パソコン操作（入力
ができる程度）

11,000人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年4月19日 公災

05010- 5960891

ベーカリーコーナー担
当

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

・ベーカリーコーナーでのレジ
・パンの製造補助
・商品陳列　など

不問

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

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成31年4月8日～平
成31年5月31日 労災

05010- 5981391

レジ業務【秋田市】

○秋田市内の派遣先において、レジ業務に従事していただき
ます。

※制服貸与。初心者の方へも丁寧に指導します。

不問

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

0人 0120-709-707

不問
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 労災

05010- 5982691

スーパーお惣菜コー
ナーでの調理補助・盛
付け【秋田市】

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

＊制服貸与します。

不問

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

0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- 5976491

スーパー精肉コーナー
での肉のスライス・計量
など【秋田市】

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

＊制服貸与します。

不問

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

0人 0120-709-707

不問
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- 5978891

商品の陳列【秋田市】

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

※その他付随する作業あり

不問

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

0人 0120-709-707

不問
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 労災

05010- 5979291

℡ 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 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～11時30分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時30分～ 9時30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 (1) 5時30分～10時30分 就業場所

時給

4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)10時30分～14時30分 就業場所
(2)17時00分～22時00分

時給

2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)10時00分～14時00分 就業場所

時給

3人 840円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)18時00分～22時00分 就業場所

時給

3人 830円～830円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～12時00分 就業場所
(2)14時00分～16時00分

月給（時給換算）

1人 857円～857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）

3人 1,364円～1,364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15分 就業場所

時給

2人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～16時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時15分～ 9時15分 就業場所
(2)15時45分～18時00分

3ページ中 2ページ

平成31年3月19日発行（平成31年3月18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

日配品の品出し、陳列
【秋田市】

・乳製品や豆腐などの日配品を棚に並べる作業

・重い物を持つこともあります。

平成31年4月8日～平
成31年5月31日 労災

05010- 5995291

不問

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

0人 0120-709-707

0人 0120-709-707

不問

不問
14,000人 秋田県秋田市

不問

他 ホテルマネージメントインターナショナ
ル　株式会社

日配品の品出し、陳列
【秋田市】

・乳製品や豆腐などの日配品を棚に並べる作業に従事してい
ただきます。

不問

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

不問
1,300人 秋田県秋田市

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 労災

05010- 5996591

調理補助・ホールサー
ビス
（朝食）

○ホテルレストランでの朝食の調理補助および朝食時のホー
ルサービスの仕事です。
・料理の仕込み、盛り付け
・案内、配膳等のサービス業務
・後片付け、洗い物作業
・清掃業務等

＊料理はバイキングです。

日本料理　御山
毎　週

秋田県秋田市広面字谷地田５７－１

その他
秋田県秋田市大町３丁目４－１８

18人 018-865-2111

労災
05010- 5961291

～平成31年10月31日
労災

05010- 6005391

接客ホール係

○和食店でのホール業務全般に従事していただきます。
・料理、ドリンクの提供
・会計、レジ
・電話応対
・店内清掃
・その他、付随する業務
＊個室４部屋とカウンター４席
＊就業時間・日数は相談に応じます。

不問

月他

15人 018-868-3371

不問

4人 018-811-0055

不問
4人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　無限堂

ホール係（大町本店１０
時～）

○『無限堂　大町本店』でのホール業務全般を担当していた
だきます。
・接客、オーダー取り  ・食事の配膳
・片づけ  ・レジ業務
＊就業日は相談に応じます。
＊制服貸与、希望の方には賄いをお出しします。
＊平日のみの勤務も可能です。
＊３月からの勤務となります。
※リニューアルオープンンにつき、新規スタッフ募集中

不問

他 株式会社　無限堂
その他

秋田県秋田市泉東町８－５５

不問
60人 秋田県秋田市

60人 秋田県秋田市

労災
05010- 6002591

ホール係　（大町本店１
８時～２２時）

○『無限堂　大町本店』でのホール業務全般を担当していた
だきます。
・接客、オーダー取り  ・食事の配膳
・片づけ  ・レジ業務
＊就業日は相談に応じます。
＊制服貸与、希望の方には賄いをお出しします。
＊平日のみの勤務も可能です。
＊３月からの勤務となります。
※リニューアルオープンンにつき、新規スタッフ募集中

株式会社　Ｂｉｒｔｈ４７　建材事業部Ｎ
ＯＮ工業毎　週
秋田県秋田市土崎港北２丁目１９－
１６

その他
秋田県秋田市泉東町８－５５

15人 018-868-3371

労災
05010- 5972091

労災
05010- 6003191

ポスティング

秋田市内または秋田市近郊でのチラシ配布（ポスティング）に
従事して頂きます

＊現地集合、現地解散も可能です
＊週１～４日程度でご自身のペースに合わせて働けます。

不問

他

0人 018-835-1111

不問

3人 018-893-4355

不問
200人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 秋田県動物管理センター

高齢者安全・安心アド
バイザー

・交通安全や振り込め詐欺被害等を防止するため、高齢者宅
を訪問し情報提供やアドバイスを行う　　　　　　　　
・関係機関、団体等と連携し、地域における見守り活動等ボラ
ンティア活動の支援

＊自家用車で活動できること
　（ガソリン代は支給しません）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田中央警察署
毎　週

秋田県秋田市千秋明徳町１－９

不問
3,500人 秋田県秋田市

2,300人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・公災
05010- 5971191

動物飼養管理等の業
務補助

・収容された犬、猫の飼養管理
・迷い犬の保護、管理
・引き取り当による犬猫の受理
・動物適性飼養の啓発及び相談対応
・動物収容、処分施設及び庁舎の管理
・公用車の運転及び管理
・その他、関係業務

コスモ工機　株式会社　秋田工場
毎　週

秋田県秋田市下浜羽川字五郎池１２
６－２

毎　週
秋田県秋田市浜田字神坂１６０

9人 018-828-6561

～平成32年3月31日
雇用・労災

05010- 5986891

平成31年5月1日～平
成32年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 5963191

軽作業員（組立）

○プラスチック製軽量製品の組立から包装業務を担当して
　いただきます。
・プラスチック製リング状へのゴムの貼り付け
・簡単な軽作業

＊重量物の取り扱いはありません。
＊正確な作業が求められるため、手先の器用な方を希望
　します。
＊契約更新は、生産状況及び勤務状況等により決定します。

不問

土日祝他

毎　週
秋田県秋田市金足浦山字岩崎１７４

21人 018-873-7922

不問

138人 018-879-3111

不問
380人 秋田県秋田市

27人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

労災
05010- 5999391

普通自動車運転手（送
迎）

○ハイエースによる知的障害者通所者の送迎用務を担当
　していただきます。
・乗車前の簡単な点検　・洗車
＊１名体制
＊１日実働４時間２５分（賃金は５時間分支払）
　就業時間（１）（２）両方
＊送迎先は主に秋田市内となります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
（大型運転免許所
有者優遇）

日祝他 社会福祉法人　愛心会　愛心苑



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,000円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～14時45分 就業場所

時給

2人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

2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～14時00分 就業場所

平成31年3月19日発行（平成31年3月18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

大型ミキサー車運転

○工事現場に生コンクリートを運搬する仕事を担当して
　いただきます。

＊現場は秋田市内

＊作業着及びヘルメット、安全靴は貸与

＊希望及び業務量による更新の可能性あり～平成32年3月31日

雇用・労災
05010- 5998091

大型自動車免許

日祝他 秋田生コンクリート株式会社
毎　週

秋田市牛島西１丁目１－８

9人 018-832-2087

5人 018-865-0601

不問

不問
9人 秋田県秋田市

不問

土日祝 大洋ビル管理　株式会社

クリーンスタッフ（山王
地区）

・建物内の清掃（掃き、拭き、掃除機　等）
・トイレ、洗面台清掃
・ゴミ収集
・制服貸与します
・入社時、その他研修あります

不問

他 大洋ビル管理　株式会社
その他

秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

不問
320人 秋田県秋田市

320人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 6025791

クリーンスタッフ（丸島
商事・七十七銀行）

・建物内の清掃（掃き、拭き、掃除機等）
・トイレ、洗面台清掃
・店内外清掃
・ごみ収集
・制服貸与します。
・入社時、その他研修あります。

株式会社　秋田温泉さとみ
毎　週

秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

毎　週
秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

1人 018-865-0601

雇用・労災
05010- 5957391

雇用・労災
05010- 6026891

厨房洗浄員

○温泉旅館厨房内洗い場での洗浄作業を担当していただき
ます（鍋・食器等）

＊手作業、機械（食器洗浄機）作業あります。
＊状況により、料理盛付等の調理補助をしていただく場合も
　あります。
働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他

毎　週
秋田県秋田市泉東町８－５５

15人 018-868-3371

不問

120人 018-833-7171

不問
120人 秋田県秋田市

60人 秋田県秋田市

労災
05010- 6004091

調理補助・洗い場係
（９：００～）

○「無限堂大町本店または秋田駅前店」での調理補助及び
　洗い場業務をお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・３人～４人体制で作業を行います。
＊日・祝日勤務可能な方　
　　　　　　　　　　　　　　　
＊食事付き

※リニューアルオープンンにつき、新規スタッフ募集中

不問

他 株式会社　無限堂

℡ 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。

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



　　　　●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１９日　㈱全建【大型ウイング、平ボデー、トレーラーの各乗務員】
　２．　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】
　３．　３月２２日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　４．　３月２５日　㈱無限堂【調理、ホール係】
　５．　３月２６日　西武　秋田店【化粧品販売】
　６．　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！！
　７．　３月２８日　㈲アイ・サポート【介護スタッフ】
　８．　３月２９日　社会福祉法人新秋会【介護職員、看護職員】
　９．　４月　１日　㈱秋田温泉さとみ(福祉事業部)【看護師、介護職員】
１０．　４月　２日　㈱イースリー【電気工事及び設備工事補助】
１１．　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】
１２．　４月　４日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下記日程で開催します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加希望者は直接会場へお越しください。
　
　
　１．　３月２８日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　※開催場所：ハローワーク秋田２階　大会議室
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ショートステイ介護職員、栄養士、調理員】＞

『会社説明会』のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時30分 就業場所

月給（時給換算）

1人 1,540円～1,540円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

3人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～11時00分 就業場所
(2)11時00分～16時00分
(3)16時00分～21時00分

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)18時00分～ 0時00分 就業場所

日給（時給換算）

2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)10時00分～14時00分 就業場所

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

3人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 就業場所

日給（時給換算）

5人 812円～812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) 8時00分～17時00分 就業場所

83人 018-889-9004

不問
302人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 6039391

12ヶ月
労災

05010- 6041891

警備スタッフ（パート）

○社会生活で大切なインフラ整備に伴う警備業務を担当していただ
きます。
＊主にＮＴＴ東日本等の電話インターネット工事や電力工事等を中心
に活動しております。
＊県内最大手であり、イベント警備や駐車場整理も実施しておりま
す。
＊明るく、元気な社風で若者、中高年者も安心して働ける会社です。
※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）

他 株式会社　国際パトロール
毎　週

秋田県秋田市仁井田新田２丁目４－
３

毎　週
秋田県秋田市仁井田新田２丁目４－
３

83人 018-889-9004

不問
302人 秋田県秋田市

136人 秋田県南秋田郡井川町
～平成31年9月30日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6032491

駐車場整理スタッフ

○市内のスーパーマーケットやドラッグストア、中古店やケーキ屋、
セレモニーホール等の駐車場における場内の案内をする仕事を中
心に、ＴＶ撮影、コンサート、イベント等での案内業務等を行います。

＊県内７０社中、１社にておよそシェア２５％、安全安心で選ばれてＮ
Ｏ１。「子供の国づくり協定」参画。

※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）

他 株式会社　国際パトロール

施設管理員

○井川町子育て支援多世代交流館「みなくる」の施設管理に
従事していただきます。
・来客応対   ・施設案内
・電話応対   ・簡単な清掃作業
・建物の施錠
・その他、付随する業務

＊採用日は平成３１年４月１日を予定していますが、調整可
能ですのでご相談ください。

不問

他 井川町役場
毎　週

秋田県南秋田郡井川町北川尻字海
老沢樋ノ口７８番地１

6人 018-874-4411

不問

2人 018-888-5803

不問
3,496人 秋田県秋田市

平成31年4月6日～平
成31年7月19日 雇用・労災

05010- 6069591

雇用・労災
05010- 6058791

配膳パート

○他校で作られ、運ばれてきた給食を各学校で配膳するほ
か、後片付け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。

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

毎　週
秋田県秋田市中通５丁目５－３０

5人 018-835-8647

不問
40人 秋田県秋田市

300人 秋田県秋田市

労災
05010- 6047691

フロアスタッフ「なかい
ち桟敷店」

○焼鳥、揚げ物等と和食コース料理を主とした居酒屋の、フ
ロアスタッフ業務に従事していただきます。
・注文取り、配膳、後片付け　等

＊制服貸与します。
＊食事つき

不問

他 株式会社　佐々木洋服店　飲食事業
部

接客係

○八橋パブリ内の「和風そばレストラン」におけるお客様の席
への案内、注文、配膳、片付け、会計、洗い場の他、朝の掃
除等の準備に従事していただきます。

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

不問

他 株式会社　八永南部家敷　八橋店
毎　週

秋田県秋田市八橋字大道東１－３

20人 018-824-6800

不問

5人 018-833-6461

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 6049491

平成31年4月1日～平
成31年6月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6059891

キッチンスタッフ（しらか
み庵）

○「駅そばしらかみ庵」での調理補助および調理器具の洗浄
や後片付けを担当していただきます。

＊勤務日数は、週３～４日で相談に応じます。　

＊簡単な調理ですので経験のない方の応募も歓迎します。

不問

他 株式会社　関根屋
毎　週

秋田市東通一丁目１番２６号

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目３番８号
アトリオンビル　１２階

5人 018-836-7701

パソコンの基本操
作

46,439人 秋田県秋田市

27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- 6036591

一般事務【急募】

○事務所内サポート全般
・データ入力  ・電話応対
・来客応対    ・メール対応
・備品管理
・郵便物管理　等
＊扶養範囲内の勤務も可能です。ご相談ください。
＊７月と１月が契約更新月です。平成３４年３月末までの満期
３年間の勤務です。

不問

土日祝他 株式会社　スタッフサービス

研修補助（非常勤職
員）

・市町村職員等を対象とした研修の企画、立案、実施（管理
支援センター業務）
・情報の収集、発信
・人材育成の支援　等

林業改良普及員、
林業普及指導員、
林業技士、技術士
（森林部門）のいず
れか

水土日祝他 秋田県林業研究研修センター
毎　週

秋田県秋田市河辺戸島字井戸尻台
４７－２

27人 018-882-4511

パソコン操作（Ｅｘｃ
ｅｌ、Ｗｏｒｄ、一太郎
等）可能であること

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）、
介護職員初任者研
修修了者が望まし
いがヘルパー２級
でも可

19人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災
05010- 6062391

土日祝 社会福祉法人　ゆたか会　つどいの
家毎　週
秋田県秋田市浜田字境川５２番地

9人 018-828-4472

平成31年3月20日発行（平成31年3月19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

生活支援員

○障害者の生活支援・軽作業の支援（ペットボトル仕分け、紙
ちぎり、はがき制作等の支援）・食事の見守り・トイレ介助・古
紙回収等の外回り
＊利用者１９名、職員９名
＊月１回、社会見学があり県内の様々なところに出かけてい
ます。
＊折を見て、レクリエーションをし、皆で楽しく過ごしていま
す。
＊利用者、職員がいつも笑顔のとても明るい職場です。
＊仕事については皆で丁寧に教えます。

℡ 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 800円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 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 64歳以下 (1) 8時00分～10時30分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～14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～16時00分 就業場所

時給

2人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～13時00分 就業場所

時給

5人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

2人 018-853-8121

不問
2人 秋田県秋田市

労災
05010- 6070391

労災
05010- 6029191

接客の補助・洗い場等

○当店の接客を担当している方の補助業務となります。
・主にドリンクの作成や洗い物、片付けなどを担当していただ
きます。
・補助的な業務の為、月１日以上勤務できる方でお願いしま
す。
・働く日数やお休みはご自身の都合に合わせます。

不問

日他 かまど炊き　あきた飯
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目１７－８　駅
前あっちゃんビル５Ｆ

毎　週
秋田県秋田市外旭川字待合２８番地

25人 018-869-5700

パソコン操作可能
な方

25人 秋田県秋田市

38人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010- 6078191

生花のセリに関わる作
業

○セリで落札された切花、鉢物等を所定の場所に区分けする
作業に従事します。
・セリ前の準備（入荷した荷物をトラックから運ぶ作業）
・セリ終了後の市場内の清掃作業
・伝票等のパソコンデータ入力作業

不問

火土日他 秋田生花　株式会社

包装用資材のピッキン
グ
（勤務日限定）

○包装用資材のピッキング業務を担当していただきます。
（仕事内容詳細）
・商品整理など
・スーパーや小売店で使用するトレー、ラップ、シールなど　を
品出し、検品、箱詰めをする作業
・その他付随する作業

＊ラップ等の重い物もあります（１０ｋｇ程度）。
＊土・日・祝のみの勤務となります。

不問

月火水木金他 株式会社　誠文社
毎　週

秋田県秋田市新屋豊町４－６４

38人 018-864-1011

不問

38人 018-864-1011

不問
38人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 6077591

労災
05010- 6080991

包装用資材のピッキン
グ

○包装用資材のピッキング業務を担当していただきます。
（仕事内容詳細）
・商品整理など
・スーパーや小売店で使用するトレー、ラップ、シールなどを
品出し、検品、箱詰めをする作業
・その他付随する作業

＊ラップ等の重い物もあります（１０ｋｇ程度）。

不問

他 株式会社　誠文社
毎　週

秋田県秋田市新屋豊町４－６４

毎　週
秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

2人 018-865-0601

不問
320人 秋田県秋田市

725人 秋田県秋田市

労災
05010- 6053091

クリーンスタッフ（アキタ
パークホテル）

・建物内の清掃（掃き、拭き、掃除機　等）
・トイレ、洗面台の清掃
・ゴミ収集
＊制服貸与します
＊入社時、その他研修あります

不問

他 大洋ビル管理　株式会社

清掃スタッフ（秋田トヨ
ペット）

○店舗内の日常清掃全般
・店舗、事務所、会議室、トイレ等の清掃全般
・掃く・拭く・ゴミ回収等日常清掃業務全般
・その他、付随する業務

不問

月火他 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

不問
15人 秋田県秋田市

労災
05010- 6057491

不問

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
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裁断

○布団・生地の裁断に従事していただきます。

＊週２～４日程度の勤務

＊初めての方にも丁寧に指導いたします。

　　　　●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】
　２．　３月２２日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　３．　３月２５日　㈱無限堂【調理、ホール係】
　４．　３月２６日　西武　秋田店【化粧品販売】
　５．　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！！
　６．　３月２８日　㈲アイ・サポート【介護スタッフ】
　７．　３月２９日　社会福祉法人新秋会【介護職員、看護職員】
　８．　４月　１日　㈱秋田温泉さとみ(福祉事業部)【看護師、介護職員】
　９．　４月　２日　㈱イースリー【電気工事及び設備工事補助】
１０．　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】
１１．　４月　４日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
１２．　４月　５日　㈱シンワ【介護職員、看護職員、調理員】

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

3人 1,000円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給

3人 1,400円～1,400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～ 9時00分 就業場所

時給

1人 900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) 8時30分～13時00分 就業場所
(2)14時30分～17時00分

時給

1人 800円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給

3人 950円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～ 9時00分 就業場所
(2)17時00分～21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) 8時30分～17時00分 就業場所

月給（時給換算）

1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

月給（時給換算）

1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

月給（時給換算）

1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

月給（時給換算）

1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

018-833-1261

110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・労災・健康・厚生

05010- 6113791

・普通自動車免許
・ＰＣ操作可能な方
（ワード・エクセル表
計算等）
・学校教育及び進路
指導にかかわる経験
を有する方、又は厚
生労働省認定キャリ
アコンサルタント有資
格者

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- 6087091

就職支援員

○就職支援員
・ハローワーク等関係機関との連携による就職支援
・生徒の就職希望に応じた求人の開拓
・生徒、保護者、教員への求人情報の提供
・生徒、保護者、教員との進路相談
・内定後も含めた就職支援に関する諸業務
・卒業後、早期に離職した者の把握・支援
・職場定着支援員と連携し長期インターンシップ受入先開拓
・ふるさと企業紹介事業の推進
・就職準備セミナー及びコミュニケーションセミナーの推進

土日祝 秋田県立秋田明徳館高等学校
毎　週

秋田県秋田市中通二丁目１番５１号

110人

毎　週
秋田県秋田市保戸野金砂町３－１

85人 018-823-7326

85人 秋田県秋田市

65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- 6137491

高校生就職支援員
【秋田工業高校】

１．配置校及び地域各校の進路指導部との連携による就職
　　支援
２．ハローワークとの連携による就職支援
３．生徒の就職希望に応じた求人の開拓　
４．生徒、保護者、教員への求人情報の提供と進路相談
５．その他、就職支援に関する諸業務
担当地域の雇用状況等について精通し、企業開拓に当たる
ことができること
基本的なパソコン操作（ワード・エクセル）

普通自動車免許
（マイカー使用）

土日祝他 秋田県立秋田工業高等学校

高校生就職支援員
【金足農業高校】

・本校及び地域各校の進路指導部との連携による就職支援
・教育庁高校教育課との連携による就職支援
・ハローワークなど関係機関との連携による就職支援
・生徒の就職希望に応じた求人の開拓
・生徒、保護者、教員への求人情報の提供及び進路相談
・内定後も含めた就職支援に関する諸業務
・卒業後、早期に離職した者の把握・支援等
・職場定着支援員と連携した長期インターンシップ受入先開拓
・ふるさと企業紹介事業の推進
・就職準備セミナー及びコミュニケーションセミナーの推進

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田県立　金足農業高等学校
毎　週

秋田県秋田市金足追分字海老穴１０
２－４

65人 018-873-3311

基本的なパソコン
操作（ワード、エク
セル、パワーポイン
ト）

38人 018-852-2265

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、Ｐｏｗ
ｅｒＰｏｉｎｔ等の基本的
なパソコン操作が出
来る方

38人 秋田県南秋田郡五城目町
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- 6088391

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010- 6132191

就職支援員　【五城目
高校】

・本校及び地域各校との進路指導部との連携による就職支援
・教育庁高校教育課、ハローワークなど関係機関との連携による就
職支援
・生徒の就職希望に応じた求人開拓
・生徒、保護者、教員への求人情報の提供及び進路相談
・内定後も含めた就職支援に関する諸業務
・卒業後、早期に離職した者の把握、支援
・職場定着支援員と連携した長期インターンシップ受入れ先の開拓
・ふるさと企業紹介事業の推進
・就職準備セミナー及びコミュニケーションセミナーの推進

普通自動車免許を
有していること
（マイカー使用）

土日祝他 秋田県立　五城目高等学校
毎　週

秋田県南秋田郡五城目町大川西野
字田屋下１００

毎　週
秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

53人 018-873-5188

不問
502人 秋田県秋田市

48人 秋田県秋田市
3ヶ月

労災
05010- 6117191

介護支援専門員（ニコ
ニコ苑）

＊ニコニコ苑【入所定員１００名（短期入所含む）】に関するケ
アプラン作成、介護保険制度利用のための各種手続き、
相談業務などに従事していただきます。

＊年度末での契約更新

介護支援専門員

土日祝 医療法人　久幸会

グループホームの世話
人

○女性専用の定員７名のグループホームで、日常生活全般の支援
を行っていただきます。
【主な業務】
・調理、清掃、服薬確認、戸締り   ・業務日誌の作成
・その他、付随する業務
★障がい福祉経験がなくても、利用者とコミュニケーションがとれる
方ご応募ください。介護、介助はありません。
＊面接の際に見学及び詳細をご説明いたします。
＊当初は３ヶ月契約、以降は６ヶ月毎の更新です。
＊土、日のみＯＫ、副業ＷワークＯＫ

不問

他 障がい福祉サービス事業所　白樺
その他

秋田県秋田市中通１丁目３－３７

6人 018-884-0051

不問

53人 018-873-5188

不問
502人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・労災

05010- 6129491

平成31年5月1日～
労災

05010- 6131591

支援相談員（ニコニコ
苑）

○ニコニコ苑【入所１００名（短期入所含む）及び通所
　リハビリ（定員３０名）】に関する相談業務全般に従事
　していただきます。
・入退所の調整や他事業所への訪問・営業活動などをお願い
します。
・家族、ケアマネージャーとの連絡調整

社会福祉主事・社
会福祉士・精神保
健福祉士・介護支
援専門員のいずれ
か

土日祝他 医療法人　久幸会
毎　週

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

毎　週
秋田県秋田市外旭川八幡田１丁目１
１－３７

4人 018-868-4108

不問
4人 秋田県秋田市

502人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010- 6126391

歯科衛生士

○診療補助、器具管理、外来訪問歯科における口腔保健指
導、受付業務
○保育園・学校の健診補助

＊ユニフォーム、シューズ貸与
＊ホームページを参考にして下さい。

歯科衛生士、普通
自動車免許（ＡＴ限
定可）

月日祝他 たんぽぽ歯科クリニック

看護師・准看護師（ニコ
ニコ苑）【夜勤専従】

＊入所定員１００名の介護老人保健施設です。

○高齢者、認知症高齢者の看護業務を行っていただきます。
・入居者様の健康管理（バイタルチェック、服薬管理）や
　医師の診療補佐、指示による看護業務
＊年度末での契約更新

看護師または准看
護師

他 医療法人　久幸会
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

53人 018-873-5188

不問

不問
502人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 6125091

看護師又は准看護
師

他 医療法人　久幸会
毎　週

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

53人 018-873-5188

平成31年3月22日発行（平成31年3月20日受付分)　Ｎｏ．１
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看護師・准看護師（ニコ
ニコ苑）【日勤】

＊入所定員１００名の介護老人保健施設です。

○高齢者、認知症高齢者の看護業務を行って頂きます。
・入居者様の健康管理（バイタルチェック、服薬管理）や
　医師の診療補佐、指示による看護業務


＊年度末での契約更新制
　


℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 900円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 793円～793円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～16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

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

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 793円～793円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～16時00分 就業場所

時給

1人 770円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時00分～17時00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)17時00分～22時00分 就業場所
(2)17時00分～21時00分

15人 秋田県秋田市

労災
05010- 6120791

販売員（１７時～）

○コンビニエンスストア内での販売全般に従事していただきま
す。
・レジ業務、接客業務
・商品の品出し作業
・店内外の清掃　等
・その他、付随する業務

＊週の所定労働日数は相談に応じます。

不問

他 ファミリーマート秋田横森店
毎　週

秋田県秋田市横森３丁目１１番４９号

9人 018-889-2152

不問

8人 018-833-4211

不問
1,543人 秋田県秋田市

～平成31年9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 6133091

雇用・労災
05010- 6123591

普通銀行業務（秘書
室）

○秘書室における業務
・受付業務
・その他内部事務


＊当初は平成３１年９月３０日までの契約（以後６ヶ月毎の
　契約更新です）

＊働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝 株式会社　北都銀行
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目１－４１

毎　週
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１７－１５

4人 018-838-4441

不問
4人 秋田県秋田市

520人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6140191

軽キャンピングカー販
売に伴う販売促進事務

○軽キャンピングカー販売に伴う販売促進事務に従事してい
　ただきます。
・ホームページ作成、展示会準備
・パソコンによる入力業務
・洗車、納車、引き取り等
・その他付随する業務

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 株式会社　タムラボデー

経理事務員

○経理事務に従事していただきます。

・請求書作成、入金、処理作業
・パソコン入力作業（エクセルのフォーマットへの入力）
・その他付随する作業
・請求書照合業務、支払伝票作成

不問

日他 丸大堀内　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－６４

81人 018-828-1011

不問

6人 018-889-6080

基本的なパソコン
操作

6人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 6096091

労災
05010- 6138791

一般事務

○次のような事務的職務に従事していただきます。
・来客対応、電話応対、物件（現場）案内。
・当社管理賃貸物件の管理、見回り、点検。
・契約書等の作成、整理。
・パソコンでの入力業務。
・ＨＰ入力業務。
＊マイカー使用の場合ガソリン代支給。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

火水他 マスターピース不動産　株式会社
毎　週

秋田県秋田市東通８丁目１番２号

毎　週
秋田県秋田市手形字西谷地１－２

3人 018-874-7411

ワード、エクセルが
使える方
医療事務経験者

3人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 6164291

受付・医療事務≪急募
≫

○受付・医療事務全般に従事していただきます。
・受付、予約管理、電話応対、会計業務
・電子カルテ使用、レセプト入力
・その他、付随する業務

＊水曜日の午後と、土曜日の午後がお休みになります。

※週１回のみの勤務となります。

不問

日祝他 あきたすてらクリニック

一般事務

○秋田シニアライフ協同組合の「あきた終活支援センター」
　で事務業務を行っていただきます。
・受付業務
・パソコン入力（資料作成、情報管理、メール）
・接客業務
・その他、後方支援（販促活動、セミナー開催のフォロー
等）
＊経理業務
＊普通自動車免許をお持ちの方は関連機関等への外出用
務

不問

土日祝他 秋田シニアライフ協同組合
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目１４番１６号
アキタスクエア１階

2人 018-827-3758

不問

81人 018-828-1011

不問
520人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 6139891

平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災

05010- 6095191

事務作業（ＰＣ入力業
務）

○専用システムへの入力作業を行っていただきます
・伝票を元に入荷データ及び出荷データの入力作業
・エクセルを使用しての作業もあります
・その他、付随する業務

＊専用システムの操作は丁寧に指導します


不問

日他 丸大堀内　株式会社　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－６４

毎　週
秋田県秋田市川尻若葉町１－５　秋
田県計量検定センター内

6人 018-865-2671

パソコン操作（エク
セル、ワード等）入
力程度

6人 秋田県秋田市

21人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 6086191

一般事務（パート）

○一般事務に従事していただきます。
・データ入力、来客対応、電話応対
・その他、付随する業務
パソコンはワード、エクセルの他、専用ソフトを使用します。専
用ソフトの使用方法は指導します。　

不問

土日祝他 一般社団法人　秋田県計量協会

事務及び営業サポート

・パソコンを使っての保険料計算とデータ入力（エクセルと
ワード出来る方）
・銀行業務
・電話対応
・営業サポート管理として、提携先・顧客管理への集金及び
書類回収（お届け）等を行います。

＊社用車（ＡＴ車）を使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　東北リスクマネジメント
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目４－１

12人 018-865-7377

エクセルとワード出
来る方

簡単なパソコン操
作できる方

15人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
07020- 3160091

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ｉＤＥＮサービス
毎　週

福島県いわき市好間工業団地１－１
６

4人 0246-84-8886

4ページ中 2ページ

平成31年3月22日発行（平成31年3月20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

オペレーター（秋田支
店：秋田市）

大手事務器械、国立大学医学部、自動車会社、通信会社等に関す
る電話オペレータ業務となります。
お客様からのお問い合わせ等の電話受付業務となります。
秘書代行業務は、会社重役、士業に代わり電話対応やメールの送
受信をする仕事となります。
オペレータ業務に付随する作業
企業インフラ受付
＊パソコンにおいてデータ入力の際、エクセル・ワード・アクセスを使
用します。簡単な入力業務となります。操作方法は丁寧に指導しま
す。
◆土日祝日勤務できる方



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)22時00分～ 8時00分 就業場所

時給

2人 1,000円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

3人 950円～1,050円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～13時30分 就業場所

時給

1人 770円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～15時30分 就業場所

時給

4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)10時00分～14時00分 就業場所
(2)17時30分～21時00分

時給

1人 765円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所
(2)12時00分～18時30分
(3)15時30分～22時00分

時給

1人 1,000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) 9時30分～16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00分～12時00分 就業場所

5人 018-827-5639

不問
5人 秋田県秋田市

労災
05010- 6107291

労災
05010- 6167091

ケーキ等の製造補助

○ケーキ及び焼き菓子等の製造補助に従事していただきま
す。
・ケーキの製造補助（ケーキの飾り等）
・焼き菓子製造補助（卵割り、軽量、洗い物等）
・その他、付随する業務

＊上衣、エプロン貸与

不問

水他 Ｓｗｅｅｔｓ　Ｃｏｒｏｒｕ（スイーツ　コロル）
毎　週

秋田県秋田市保戸野鉄砲町１１－１
３

毎　週
秋田県秋田市大町２丁目５－１

6人 018-895-7272

不問
235人 秋田県秋田市

147人 秋田県秋田市
平成31年3月20日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6089691

トリマー養成校　講師
（秋田ペット美容学院）
パート

○「秋田ペット美容学院」にて講師として、トリミングを中心とし
た授業を行っていただきます。
・実務講師・座学講師（一部）
・お客様対応（トリミング・ペットホテル）
○トリマーの講師経験が無い方歓迎

※　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　
※地域未来牽引企業　選定

不問

月他 株式会社　きららホールディングス
きららアーバンパレス

クローク業務（ホテルメ
トロポリタン秋田　宴会
課）

・お客さまのお荷物、コート等お預かり
・返却等の管理
・お客さま案内
・その他、宴会サービスに付帯する業務（繁忙時の会場セッ
テイングなど）

働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 秋田ステーションビル　株式会社
その他

秋田県秋田市中通７丁目２－１

126人 018-831-2225

不問

16人 018-896-5200

不問
300人 秋田県秋田市

労災
05010- 6165591

雇用・労災
05010- 6092891

接客係

○ファミリーレストランでの接客業務に従事していただき
　ます。
・お客様の案内
・ハンディー操作によるオーダー受注
・料理運び、食器等の片付け
・レジ会計
・パントリー準備
・開店、閉店準備
・店内の清掃　等

不問

他 株式会社　八永　南部家敷　茨島店
毎　週

秋田市茨島４丁目３番１７号

毎　週
秋田県秋田市八橋本町２丁目５－２
８

3人 018-866-2990

調理業務経験者
27人 秋田県秋田市

27人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 6091791

給食の調理【経験者】

○介護施設での給食調理・片付け等の業務に従事して頂き
　ます。
・昼食２０人分を１人で調理していただきます。

＊土・日は休日です。

不問

土日 株式会社　新星食品

給食の調理

○介護施設での給食の調理・後片付け等の業務に従事して
い　ただきます。

・昼食２５人分を２人で調理していただきます。

不問

他 株式会社　新星食品
毎　週

秋田県秋田市八橋本町２丁目５－２
８

3人 018-866-2990

不問

5人 03-3350-3131

不問
2,500人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

13080-27378091

雇用・労災
05010- 6106891

ヘアスタイリスト／ＡＤ
秋田

お客様により素敵なヘアスタイルをご提案するお仕事です。
◆カット、カラーなどのサロン一般業務
◇髪や頭皮に関するカウンセリング・アドバイス
◆ウィッグメンテナンス・商品提案
◇育毛・増毛その他ヘアケア
◆店舗運営
ウィッグ取扱い未経験の方歓迎！
最初は誰でも不安なもの。アデランスにはしっかり研修制度
がありますのでご安心ください♪

理容師・美容師免
許
管理免許保有者尚
可

火他 株式会社　アデランス
毎　週

東京都新宿区新宿一丁目６番３号
ＡＤ本社ビル（アデランスビル）

毎　週
秋田県秋田市南通宮田３番１０号

92人 018-833-3455

不問
92人 秋田県秋田市

70人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010- 6116591

看護補助者

○病棟における看護補助業務全般を担当していただきます。
・入院患者の看護補助（療病床１０７床）
・病室環境の調整（ベットメイク等）、療養環境の補助（患者様
の介助、おむつ交換、入浴介助）
・その他付随する業務
・制服貸与

不問

他 医療法人　梅栄会　細谷病院

訪問介護員

○自宅で生活されている方（要支援、要介護者）への生活援
　助（炊事洗濯、掃除、買い物代行他）及び身体介護（排
　泄、入浴、食事等の介助）を行っていただきます。
＊秋田市内全域（北部地区中心）・潟上市での業務です。
＊利用者様宅へは１人で訪問しますが、最初（１か月程度）　は同行
します。社用車（軽ＡＴ車）または自家用車使用（ガソリン代支給）。直
行直帰も可能。＊常勤フルタイムへの移行の可能性もあり。
＊雇用契約は年度更新です。
※厚生労働省の『介護サービス情報公開システム』で詳細情報を公
開しています。

ヘルパー２級（介護
職員初任者研修）
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 社会福祉法人　幸楽会
毎　週

秋田県秋田市上新城中字片野４

6人 018-870-2224

不問

不問
15人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 6121891

不問

他 ファミリーマート秋田横森店
毎　週

秋田県秋田市横森３丁目１１番４９号

9人 018-889-2152

平成31年3月22日発行（平成31年3月20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（２２時～８時）

○コンビニエンスストア内での販売全般に従事していただきま
す。
・レジ業務、接客業務
・商品の品出し作業
・店内外の清掃　等
・その他、付随する業務

＊週の所定労働日数は相談に応じます。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 780円～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30分～15時00分 就業場所
(2)10時10分～17時00分

時給

6人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～12時00分 就業場所
(2)13時30分～17時00分

時給

1人 793円～793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

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6141091

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－６４

81人 018-828-1011

不問
520人 秋田県秋田市

15人 秋田県潟上市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 労災

05011-  453091

検品及び商品の仕分け

○商品の検品及び仕分け作業に従事していただきます。
・ドラッグストアのセンター業務として、入荷商品
（加工食品・菓子類など）の検品業務及び商品の店別仕分け
作業
・その他、付随する業務（整理、清掃等）

＊主に立作業、手作業になります。


不問

他 丸大堀内　株式会社　秋田支店

清掃作業員

〇契約施設内の清掃業務全般を担当します。
・床、廊下などの掃除
・掃除機による掃除
・男女トイレ　　　　・その他、日常清掃
※午前、午後各３人体制での作業です。
（実働３．５時間程度）
※午前、午後各３人、合計６人の求人です。
※雇用期間は、１年毎の契約更新です。
※希望により、フルタイム勤務も可能です。

不問

土日祝他 株式会社　クリアサービス
毎　週

秋田県潟上市天王字鶴沼台４３－１
１９

4人 018-827-5144

不問

不問
27人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010- 6153491

不問

日祝他 株式会社　千田佐市商店
その他

潟上市昭和大久保字片田千刈田４２
８番の３

27人 018-877-3208

4ページ中 4ページ

平成31年3月22日発行（平成31年3月20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

佃煮製品出荷のお手伝
い等

○製品梱包・出荷手伝い
○つくだ煮製品のパック詰め作業
○製品異物除去作業
○店頭販売手伝い等

＊上記業務内で適性判断の上担当を決定します。

＊会社概要は当社ホームページをご覧ください。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 1,900円～1,900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 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00分 就業場所
(2)14時00分～17時00分
(3)17時00分～19時00分

時給

1人 1,500円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給（時給換算）

5人 856円～856円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時15分 就業場所
(2)15時15分～22時00分
(3)11時30分～18時15分

時給

1人 780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)14時00分～19時00分 就業場所

時給

1人 900円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～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

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時15分～17時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 1,041円～1,041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～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) 9時00分～16時00分 就業場所

209人 018-872-1500

パソコン操作（Ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌ等）

457人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6230991

～平成32年3月31日
雇用・労災

05010- 6231491

実験・研究補助（生物
環境学科）

生物環境学科の教員研究補助業務に従事していただきま
す。
○水生生物の飼育および生物実験補助
（飼育している魚のえさやりや、水替え等）
○研究室における簡単な事務の補助（教員の研究費管理）

＊専門技術については担当教員が指導します。

＊採用は平成３１年４月１日以降となります。

不問

土日祝他 秋田県立大学事務局
毎　週

秋田県秋田市下新城中野字街道端
西２４１－４３８

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

パソコン操作（Ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌ等）

457人 秋田県秋田市

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- 6217891

実験・研究補助（生物
生産科学科）

○本学生物資源科学部　生物生産科学科　植物保護研究室におい
て研究補助業務に従事していただきます。
具体的には、
・植物の育成（イネ）
・野菜・花の種まき
・バイオテクノロジー関係の実験（経験が無くともできる簡易な実験で
す）
・実験・栽培器具の洗浄
・実験データの整理　等
＊既雇用の職員とともに作業してもらいます。
＊採用日は平成３１年４月１日以降です。

不問

金土日祝他 秋田県立大学事務局

事務系スタッフ（地方創
生・研究推進課）

所属先：地方創生・研究推進課
　
・文書の接受、文書管理業務
・旅費、勤務時間管理業務
・予算管理補助業務
・その他事務補助
※採用後、配置換等により変更の可能性があります。
　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

763人 018-889-2215

パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ等）
が出来ること。

151人 018-884-3313


ＰＣ操作経験のあ
る方（ワード・エクセ
ル）

12,421人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年5月31日 雇用・労災

05010- 6190591

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

14040- 5728091

事務補助（４／１～５／
３１）

○一般事務補助作業を担当していただきます。
・パソコンによる入力作業
・検索、照合作業
・来客応対
・その他の事務作業
・お茶出し　など

＊更新の可能性あります。（当初２ヶ月で最長通算５ヶ月）

不問

土日祝他 東北電力　株式会社　秋田電力セン
ター毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－１１

毎　週
神奈川県川崎市幸区塚越３丁目３８
０番地

39人 044-555-7111

事務経験
ＰＣ基本操作（主に
エクセル）

48人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

労災
05010- 6204391

一般事務
（秋田工場／契約社
員）

【受注に係る一般事務】
製造に関する受注等の事務処理
資材手配補助や近隣への納品等
◆簡単なＰＣ作業、電話、メール対応など。また少し重たい物を運ん
だりします。
　最初は先輩達がしっかりと業務を教えてくれるので、多少の事務経
験があれば問題なく出来ます。皆、すぐに打ち解けられる職場です。
◆正社員登用制度有◆
◆新規受注に伴う増員募集◆

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月日他 株式会社　土佐製作　【画像情報あ
り】

採点、指導、運営補
助、雑務

・週２回の教室時間中に、生徒が学習した教材の採点や、指
導、運営の補助を行っていただきます。

＊生徒は２～１７歳までの約７０名
＊勤務時間は応相談

不問

火水金土日祝他 公文式山王教室
毎　週

秋田県秋田市山王６丁目１６―１１マ
ツオカビル２

4人 018-823-3125

不問

21人 018-863-1111

仕事の内容欄参照
＊少年の非行防止・
健全育成や少年相談
等に関する経験優遇

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

05010- 6210191

平成31年4月10日～平
成32年3月31日 労災

05010- 6187991

少年の健全育成と安全
確保を目的とする指導
員兼相談員

・少年相談への対応
・駅周辺の巡回
・県内学校等における非行防止活動
・各種キャンペーン
＊就業時間は（１）～（３）のシフト制。
【必要な経験等】
・少年との関わりを持った仕事やスポーツ、ボランティアの経
験。（これらの経験がなくとも、少年の健全育成に知識、関
心、熱意のある方）

不問

他 秋田県警察本部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番５号

毎　週
秋田県秋田市旭北栄町１－５　秋田
県社会福祉会館３Ｆ

2人 018-823-6233

看護および介護等
経験者
（相談支援経験あ
れば尚可）

5人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

労災
05010- 6181291

難病相談支援業務

○難病相談支援業務に従事していただきます。
・電話による相談の受付
・資料作成、資料送付・受領
・電話対応
・事務補助など
＊月４０時間の勤務です。
　曜日、時間は相談に応じます。
＊主催行事のお手伝いで土日出勤の場合あります。
（年２回程度）
＊４月１０日雇用開始予定

看護師または保健
師

土日祝他 特定非営利活動法人　秋田県難病
団体連絡協議会

歯科衛生士（パート）

○歯科医院業務に従事していただきます。
・器具の洗浄、準備、片付け
・受付、電話応対
・院内清掃
・バキュームその他付帯する業務

＊就業時間
　（１）～（３）各１名の募集

歯科衛生士免許

日祝 医療法人　富士琶会　ななかまど歯
科医院その他
秋田市泉南２丁目１２－２１

4人 0184-43-2808

不問

不問
37人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 6219591

正看護師資格
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 一般社団法人　秋田市医師会
その他

秋田県秋田市八橋南１丁目８－５

8人 018-865-0252

平成31年3月25日発行（平成31年3月22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

訪問看護師

○訪問看護ステーションにおいて、看護業務に従事していただきま
す。
・利用者宅への訪問看護
・投薬、バイタルチェック、医師の指示書による看護業務
・報告、記録、物品の整理
・ケアカンファレンス（打合せ）への参加
＊就業時間については相談に応じます。
＊マイカー使用（借上料あり）。
＊採用は平成３１年４月１日を予定しております。雇用期間は年度更
新となります。

℡ 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

3人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分

時給

3人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

時給

2人 780円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～14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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～ 8時30分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6192091

な　し
秋田県秋田市土崎港西４丁目５－３
２

5人 018-846-2692

不問
55人 秋田県秋田市

269人 秋田県秋田市
～平成32年2月28日

労災
15010-12306091

リネンサプライ（パート）

○病院内での集配作業
（中通総合病院・中通リハビリテーション病院）
・寝具類、病衣等の集配作業
・仕上がったリネン品の整理、整頓


不問

日他 株式会社　クメカワリネン

（請）クリーンクルー（秋
田県秋田市）

店内の一般清掃作業。
・トイレ清掃
・ゴミ回収 不問

他 株式会社　ニュースペース
その他

新潟市中央区山二ツ５７６番地１１号

5人 025-287-1251

不問

1人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 6237091

1ヶ月
雇用・労災

05010- 6213691

清掃スタッフ（動物愛護
センター）

○センター内の日常清掃全般
・専用部（事務所等）及び共用部（通路、トイレ等）の日常清掃
全般
・掃く、拭く、ゴミの収集　等

＊平成３１年４月１日以降の採用予定です。

不問

他 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

毎　週
秋田県南秋田郡井川町北川尻字下
田面替場１１の１

50人 018-874-3252

不問
50人 秋田県南秋田郡井川町

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

05010- 6227591

製造組立

○各種産業設備向けの機器に搭載されるプリント基板や制
御盤の組立作業に従事して頂きます。
・主に一般的な工具を用いての電子部品の組立作業を担当
して頂きますので、大きな危険や体力が必要な作業はありま
せん。電子部品の製造経験がなくても、熟練したスタッフが生
産設備の取り扱い及び必要な製造技術をマンツーマンで指
導します。

働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

土日祝 株式会社　アイセス

おにぎりの製造【潟上
市】

・おにぎりの製造
・ライン作業です
・初めてでもできる簡単な作業です。 不問

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

0人 0120-709-707

不問

不問
14,000人 秋田県潟上市

平成31年4月15日～平
成31年5月31日 雇用・労災

05010- 6226291

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
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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

サンドイッチ・調理パン
の製造【潟上市】

・サンドイッチ・調理パン等の製造をお願いします。
・ライン作業です。

※その他付随する作業あり

※初めてでも丁寧に指導いたします。


