
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 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

月給

2人 190,000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 64歳以下 (1) 8時00分～17時00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

1人 175,300円～194,000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

2人 310,000円～390,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

2人 176,000円～192,000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30分～18時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 124,800円～140,400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

日給（月額換算）

1人 132,804円～132,804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

日給（月額換算）

1人 132,258円～132,258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）

2人 132,916円～132,916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

時給（月額換算）

1人 135,000円～151,875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

不問
110人 秋田県秋田市

平成31年3月1日～平
成31年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4118791

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

110人 018-881-3330

平成31年2月26日発行（平成31年2月25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

野菜花き部臨時職員
（研究補助）

　○屋外・ハウス・温室作業
　（花きの栽培管理・・・植え付け、枝選定、肥料まき、
　　　　　　　　　　　　草取りなど）
　（調査補助・・・ノートキーパーなど）
　
　○屋内作業
　（エクセルによるデータ入力など）

看護師、准看護師

○通所施設にて、看護に関する業務や個別運動指導等を担
当していただきます。
・バイタルチェック
・服薬確認
・日常的な健康把握
・機能訓練指導

＊勤務時間・休日については相談に応じます。


看護師または准看
護師

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


8人 018-838-0872

不問
30人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4167991

生活相談員

・建設を進めている「特別養護老人ホーム」で入所者の方へ
の相談業務などを行います。
・施設開設まで、建設準備委員会の事務局職員として開設準
備を行います。
・社用車使用の場合あり。

社会福祉士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　秋田福祉協会　障害
者支援施設　小又の里毎　週
秋田県秋田市上新城小又字落合８５
番地

31人 018-870-2361

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 4136291

管理者候補

○通所施設にて、管理等全般に携わっていただきます。
・通所介護業務全般
・ご利用者の送迎（ワンボックスカー：ＡＴ車使用）

＊勤務時間・休日については相談に応じます。



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


8人 018-838-0872

30人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4166691

・作業療法士、理学
療法士、看護師、
准看護師、柔道整
復師、　介護支援
専門員、社会福祉
士のいずれか

・普通自動車運転
免許（ＡＴ可）

常勤保育士／企業内
保育園／秋田市

・開園２年目のＪＲ東日本の企業内保育園です。
・定員１０名と小規模ですが、企業様のニーズに合わせて増
　員の可能性があります。
・施設・設備ともに新しく、綺麗で快適な環境で保育ができ
　ます。






保育士資格

他 株式会社パソナフォスター
毎　週

東京都千代田区大手町２－６－２

7人 03-6734-1280

不問
990人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-26868191

事務員（庶務課・友の
会担当）

○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
・その他、付随する雑務有


【６ヶ月毎の契約更新】

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

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 4151791

医療クラーク（医師事務
作業補助者）

○多くの患者さんを診察する医師の事務が円滑に行えるよう
に、医師業務のうち事務的な業務をサポートする仕事です。
医療文書（各種診断書・証明書等）の代行作成、電子カルテ
への代行入力などを行います。
　医療に関する知識や経験のない方でも研修を通して医師事
務補助作業を身につけていきます。
＊平成３１年４月１日からの雇用開始となります。
　≪申込み締め切り　平成３１年３月８日（金）≫

不問

土日祝他 秋田赤十字病院
毎　週

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
２２２－１

945人 018-829-5000

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌが出
来る方（必須）

945人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4161291

一般事務補助（臨時）
○一般事務補助員として勤務していただきます。
【仕事内容詳細】
・事務補助、書類整理、来客応対
・その他付随する業務

＊パソコンで書類作成もあり、パソコン操作（初級程度）可
　能な方



不問

土日祝他 秋田県秋田地域振興局総務企画部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番２号

45人 018-860-3312

パソコン操作（初級
程度）可能な方

283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- 4165391

一般事務補助（臨時）

○事務補助業務に従事していただきます。
・書類整理
・来客対応、電話対応
・その他、付随する業務

＊パソコン操作あり


不問

土日祝 秋田県秋田地域振興局農林部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番２号

73人 018-860-3312

パソコン操作（初級
程度）

283人 秋田県秋田市
平成31年3月18日～平
成31年9月17日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 4174691

医療事務員（入院）

○入院に関する医療事務業務に従事していただきます。
・診療行為の入力業務（レセコン）
・請求書発行業務
・その他付随する業務

＊昇給・正社員登用制度あり
＊６ヶ月毎の契約更新

不問

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- 4152891

℡ 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～150,000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

1人 150,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 135,300円～154,000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 125,000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) 9時00分～17時30分 就業場所

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

1人 180,000円～280,000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30分～18時30分 就業場所

月給

1人 154,000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 64歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～180,000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) 7時00分～16時00分
(3)13時00分～22時00分

月給

2人 148,000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30分～17時30分 就業場所
(2) 5時00分～14時00分
(3)14時00分～23時00分

月給

3人 151,600円～180,000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10分～16時10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～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 不問 (1) 7時10分～16時10分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
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平成31年2月26日発行（平成31年2月25日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

事務

○奨学金・学生寮に関する事務補助
・募集、選考、貸付、収納、督促、問い合わせ対応等
○所内庶務業務の補助（備品の発注等）



＊雇用期間の更新があります。

不問

土日祝他 公益財団法人　秋田県育英会
毎　週

秋田県秋田市山王４－１－２

9人 018-860-3552

パソコン操作
（エクセル・ワード使
用定形フォームへの
入力ができること）

14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- 4187291

業務管理（経理関係）

○法人経理を担当していただきます。
・財務管理（会計処理を含む）
・官公庁提出書類作成、提出
・その他、付随する業務
・社会保険手続き

＊外出時は社用車使用
＊雇用開始日は相談に応じます
＊年度更新です

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 社会福祉法人　若駒会
毎　週

秋田県秋田市山王２丁目１－２１

29人 018-862-0266

経理管理事務（資
格不要だが法人経
理の経験者希望）

52人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4130391

事務員

・建設を進めている「特別養護老人ホーム」で庶務、経理事務
を行います。　
・施設開設まで建設準備委員会の事務局職員として、開設準
備を行います。
・社用車使用の場合あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
商業簿記２級

他 社会福祉法人　秋田福祉協会　障害
者支援施設　小又の里毎　週
秋田県秋田市上新城小又字落合８５
番地

31人 018-870-2361

社会福祉施設勤務
経験者優遇
パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

35人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成32年6月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4158691

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 4133491

経理事務員

○訪問介護ステーション「きょうえい」において、事務業務
　に従事していただきます。
・電話対応　・来客応対
・パソコン入力作業
　（請求業務、給与入力業務、交通費入力業務、他）
・外出用務（銀行、その他）
・その他、ファイリング等付随する業務
＊外出時、自家用車使用（ガソリン代支給）
【産休代替のため１年～２年の雇用となります】

土日祝他 株式会社　共栄介護

15人 018-828-4151

不問

13人 018-874-9937

13人 秋田県秋田市

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
介護事務の資格・介
護職員初任者研修・
介護福祉士の資格が
あれば尚可
パソコン操作可能な
方
（ワード文書作成・エ
クセル表作成、表計
算）

毎　週
秋田県秋田市八橋イサノ１丁目１０
－８

普通自動車免許
（ＡＴ不可）

火他 株式会社　ガレージＫＥＮ

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

不問
8人 秋田県秋田市

200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4197191

自動車販売

○自動車店頭販売業務に従事していただきます。
・来店されたお客様の案内・接客応対
・電話応対
・内装や外装の掃除
・その他付随する業務

＊販売は現在３名で行っています。未経験の方にはマンツー
マンで教育・研修しますので、安心してご応募ください。

ばんせい保険コミュニティ株式会社
毎　週

東京都中央区新川１－２１－２　茅場
町タワー１４階

その他
秋田県秋田市新屋元町４－３３

8人 018-874-9744

雇用・労災・健康・厚生
13010-27275191

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4103591

「保険コミュニティ」店舗
スタッフ／秋田市

秋田市の来店型保険相談ショップ「保険コミュニティ」にて保険コンサ
ルタントとして就労して頂きます。
チームワークをモットーに店舗全員でお客様の対応をしており、個人
ノルマ等は一切なく、知人・親類への勧誘はありません。
充実した教育体制が整っているため、未経験者も歓迎です。
※店舗の雰囲気や１日のスケジュールは以下ＨＰよりご確認くださ
い。
「ばんせい　保険」で検索下さい。
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｏｋｅｎ‐ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ．ｊｐ

不問

他

42人 018-839-5977

不問

2人 0120-77-6640

不問
60人 秋田県秋田市

不問

他 セントシェアハウス株式会社

介護員「特別養護老人
ホーム八橋　介護福祉
士」正社員

○特別養護老人ホーム八橋での介護業務（食事、入浴、排
泄等介助等）に従事していただきます。

＊定員６０名を３０人程度の体制で介護

＊就業時間（１）～（４）の交替勤務


介護福祉士

他 社会福祉法人　桜丘会
その他

秋田県秋田市下北手梨平字登館８
番地

不問
40人 秋田県秋田市

179人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4110291

介護職員

○定員３０名の介護付き高齢者向け賃貸住宅において、
　介護業務に従事していただきます。
・ご利用者の日常生活のお手伝い
・食事介助、排泄介助、入浴介助
・安全確認（見守り）
・サービス記録の記入
・レクリエーションの実施
・その他、必要な介助
＊夜勤は月４～５回、１名体制
＊未経験者でも応募可

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

その他
秋田県秋田市新屋比内町２２番２２
号

20人 018-828-2721

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4139091

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4127891

介護職員

○特別養護老人ホーム「ぬくもり山王」において、施設サービ
ス計画に基づく、入所者の介護（入浴、排泄、食事介助等）及
び生活支援全般の業務を担当していただきます。
・レクリェーション、行事企画運営、職能訓練にも従事してい
ただきます。

＊社用車使用


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
番地の５９

33人 018-824-7000

不問

33人 018-824-7000

不問
158人 秋田県秋田市

158人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4141491

介護職員（夜勤なし）

○特別養護老人ホーム「ぬくもり山王」において、施設サービ
ス計画に基づく、入所者の介護（入浴、排泄、食事介助等）及
び生活支援全般の業務を担当していただきます。

＊夜勤（１７：１５～翌日９：１５）業務はありません。
＊社用車使用



・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　はまなす会　特別養
護老人ホーム　ぬくもり山王



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 153,000円～203,000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00分～16時00分 就業場所
(2) 7時30分～16時30分
(3)10時30分～19時30分

月給

1人 153,000円～203,000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00分～16時00分 就業場所
(2) 7時30分～16時30分
(3)10時30分～19時30分

月給

2人 160,000円～160,000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 64歳以下 (1) 8時00分～17時00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

1人 153,000円～203,000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 153,000円～189,000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) 6時30分～15時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

日給（月額換算）

3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

月給

2人 215,000円～215,000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～44歳 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)14時00分～23時00分

月給

2人 215,000円～215,000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～44歳 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)14時00分～23時00分

月給

2人 215,000円～215,000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～44歳 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)14時00分～23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

平成31年2月26日発行（平成31年2月25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

介護職

○１０名の利用者様に７名の職員で介護にあたります。
・夜勤は２１：３０～７：３０（休憩１２０分）の８時間労働で、働き
やすいシフトとなっています。
・夜勤の回数は月０～５回程度です。回数は都合に合わせて
調整しますので、ご相談ください。
・未経験でも研修、指導いたします。

不問

他 ショートステイ　ミニとまと（株式会社
トワ・プール）その他
秋田県秋田市寺内字イサノ１２１

25人 018-893-6260

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4149691

介護職

○１０名の利用者様に７名の職員で介護にあたります。
・夜勤は２１：３０～７：３０（休憩１２０分）の８時間労働で、働き
やすいシフトとなっています。
・夜勤の回数は月０～５回程度です。回数は都合に合わせて
調整しますので、ご相談ください。
・未経験でも研修、指導いたします。

不問

他 ショートステイ　とまと（株式会社トワ・
プール）その他
秋田県秋田市八橋イサノ１－１３－１
７

20人 018-866-4445

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4150491

介護職員

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

＊就業時間、就業日数については相談に応じます。



普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

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


8人 018-838-0872

不問
30人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4169791

介護職員（デイサービ
ス）

○１日最大１０名の利用者様に３～４名の職員で食事、トイ
レ、入浴等の介助やレクリエーションの計画、実行を担当して
いただきます。
・朝夕の送迎もあります。（社有車使用）

＊８：３０～１７：３０の固定勤務で毎週日曜日は必ず休日とな
ります。（週休２日制）

＊未経験でも研修、指導いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 デイサービス　つなぎの湯（株式会社
トワ・プール）毎　週
秋田県秋田市寺内字イサノ１１９－２

6人 018-893-3305

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4183991

介護職員（介護福祉
士：ショートステイ）

○ショートステイ・施設内でのお年寄りのお世話（介護）を
　担当していただきます。
・食事、入浴、掃除、洗濯、排泄、レクリエーション等
・定員人数　ショートステイ４５名、デイサービス　２０名

＊介護スタッフ１日１０～１４名体制での介護業務　
＊制服は貸与します
＊資格取得制度のバックアップ体制あり

介護福祉士

他 株式会社　和倉
毎　週

秋田県秋田市河辺和田字坂本北４７
０－１

29人 018-893-4546

経験者
29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4191991

給食調理員（嘱託職
員）

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

○長期休業など学校給食がない日は、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

4人 018-888-5803

不問
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- 4185791

サービス（フード）（秋田
トピコ店）

「はなまるうどん店舗」にて、店舗運営管理全般をお任せしま
す。研修後、店舗勤務の経験を経て、店長をお任せする予定
です。

※既卒の方、積極的に採用。

不問

他 株式会社　はなまる
その他

東京都中央区日本橋箱崎町３６番２
号　１８階

29人 03-5651-8701

不問
5,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-26582491

サービス（フード）／秋
田川元店

「はなまるうどん店舗」にて、店舗運営管理全般をお任せしま
す。研修後、店舗勤務の経験を経て、店長をお任せする予定
です。

※既卒の方、積極的に採用。

不問

他 株式会社　はなまる
その他

東京都中央区日本橋箱崎町３６番２
号　１８階

14人 03-5651-8701

不問
5,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-26901991

サービス（フード）／秋
田土崎店

「はなまるうどん店舗」にて、店舗運営管理全般をお任せしま
す。研修後、店舗勤務の経験を経て、店長をお任せする予定
です。

※既卒の方、積極的に採用。

不問

他 株式会社　はなまる
その他

東京都中央区日本橋箱崎町３６番２
号　１８階

17人 03-5651-8701

不問
5,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-26902491

庁務・子育て支援【臨時
職員】

○子育て支援補助業務に従事していただきます。
・就学前の親子の子育て支援等
（イベントの補助、パソコンを使用した書類作成等）
＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊シフトにより土日休日勤務あり。

雇用期間：６ヶ月以内の更新あり（最長２年）

不問

他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

40人 018-888-5429
子育て経験のある
方
パソコン（ワード・エ
クセル）の操作可
能な方

2,537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- 4117491

℡ 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 300,000円～450,000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30分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000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 18歳～40歳 (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 150,000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30分～17時50分 就業場所

時給（月額換算）

2人 158,976円～158,976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）

2人 141,696円～141,696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 150,000円～175,000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30分～17時30分 就業場所

月給

2人 182,000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 30歳以下 (1) 8時45分～17時30分 就業場所

月給

1人 160,000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 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 160,000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 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 137,400円～170,000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00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 145,500円～145,500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) 7時00分～16時00分 就業場所48人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4126791

配達業務（４ｔトラック運
転手）

○４ｔトラックでの水道資材、住宅設備機器等の配達業務で
す。
・配達エリアは秋田県内になります。
・配達先は販売会社で、１日１５件程度の配達です。
・配達先での納品は手作業になります。

＊この業務担当は土・日・祝休みとなります。

中型自動車運転免
許

土日祝他 秋田港北トラック　株式会社
毎　週

秋田県秋田市土崎港西４丁目６－４
４

48人 018-845-0711

自動車運転経験１
年以上

87人 0182-32-5211

不問
302人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05060- 1219291

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4195291

目視検査（日勤のみ）
【秋田事業所】

・プリント基板に装着された部品が、正しく装着されているか
目視で検査してもらいます。

・小さい部品を検査するため拡大鏡を利用することもありま
す。

※現場での指導研修あり、未経験者の方も大丈夫です。

※試用期間中の労働条件の変更はありません。

不問

他 横手精工　株式会社
その他

秋田県横手市安本字南御所野１０－
１８

な　し
秋田県秋田市飯島穀丁１５－１０

6人 018-816-0588

不問
8人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4190691

自動車鈑金塗装

○自動車鈑金塗装業務に従事していただきます。
・車体の外装
・パネルの取替え、組付け
・修理箇所の塗装仕上げ


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 有限会社　パキザ商事　秋田支店

自動車整備士

○自動車整備士業務に従事していただきます。
・買い取った中古車の販売前及び輸出前の点検・整備
・販売した自動車の不具合に係る点検整備
・点検、整備記録の作成　等

＊法定点検や車検の取扱いは行いません。

＊常時１００台以上の中古車を展示しています。
　　『認証工場』取得

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 有限会社　パキザ商事　秋田支店
な　し

秋田県秋田市飯島穀丁１５－１０

6人 018-816-0588

不問

3人 03-3458-1111

不問
700人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13040-25402291

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4101891

サービスエンジニア／
秋田営業所

建設機械のメンテナンス業務
・クレーン車、油圧ショベル等の保守・整備
・サービス工場への技術指導

普通自動車免許、
自動車整備士２級
以上

土日祝他 株式会社　加藤製作所
毎　週

品川区　東大井　１－９－３７

その他
秋田市泉南２－１－２７　スギモトビ
ル３Ｆ

3人 018-863-8473

不問
3人 秋田県秋田市

80人 秋田県秋田市
2ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05011-  299891

昇降設備点検及び据
付

○一般エレベーター、ホームエレベーター、階段昇降機、
　ダムウェーター等の点検及び据付業務を担当していただき
　ます。
・高所作業する場合もあります。

＊作業範囲：主に秋田県内全域。山形県もあります。

＊社用車使用（ＡＴ、ＭＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社北日本エレベーターサービ
ス

プリント基板組立・検査
「秋田」【日勤】

○プリント基板の組立、および検査業務です。
・アミューズメント関連のプリント基板の組立作業です。

普通自動車運転免
許（通勤用）

土日祝 株式会社　武藤電子工業
毎　週

秋田県男鹿市船越字内子３４６

1人 0185-35-3257

不問

1人 0185-35-3257

不問
80人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05011-  298791

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4137591

マシンオペレーター及
び補助業務「秋田」【交
替制】

○プリント基板製造に関するマシンオペレーター及び、機械に
部材をのせる、出来上がり状況を確認するなどの補助的な業
務です。

普通自動車運転免
許（通勤用）

土日祝 株式会社　武藤電子工業
毎　週

秋田県男鹿市船越字内子３４６

隔　週
秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地２５
３－２

9人 018-847-7511

経験者に限る
9人 秋田県秋田市

82人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 4124991

家具、木工の製作（職
人）

○店舗用家具建具（什器、ショーケース展示用棚等）から一
般造作家具木工の製作職人。
・基本的には会社で製作作業
　

＊基本的には会社での製作が主ですが、現場（依頼主）で作
業を行う場合もあります。（社用車使用の場合あり）
＊会社の人員は、現場管理３名、製作５名、塗装１名です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　佐々木巧作所

木材加工（プレカットマ
シン・オペレーター）≪
急募≫

○プレカットマシンへの木材投入・搬出及び機械操作をする
オペレーターとして活躍していただきます。
○プレカット未経験者が仕事を覚えて活躍している職場です。
○簡単な木材加工（手加工）がありますが、丁寧に指導しま
す。
○木材を持ち上げることがあるので、多少体力を要します。



【事業拡張のための求人です】

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　角繁
その他

秋田県秋田市中通２丁目１番２２号

0人 018-833-9461

不問

板金実務経験者
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4147091

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　新ルーフ工業
その他

秋田県秋田市牛島東７丁目１３－３２

7人 018-874-8021

5ページ中 4ページ

平成31年2月26日発行（平成31年2月25日受付分)　Ｎｏ．４
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

板金工

○建築板金工事業務全般
・屋根の貼り替え（トタン等）、雨どいの取り付け、修理
・新築屋根の板金工事
・屋根ふき替え工事
・破風取り付け交換
・雪止め取り付け
・外壁工事　等

＊社用車使用（ＡＴ／ＭＴ）



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 180,000円～180,000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
(2) 8時00分～15時00分
(3) 8時00分～14時15分

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 不問 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

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 18歳～59歳 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

3人 183,200円～343,500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

月給

1人 184,000円～205,500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 35歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 149,296円～149,296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) 7時30分～16時30分 就業場所

月給

2人 150,000円～150,000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
(2) 8時00分～15時00分
(3) 8時00分～14時15分

時給（月額換算）

1人 131,507円～131,507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

日給（月額換算）

3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
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- 4186891

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

2人 018-888-5803

不問
3,496人 秋田県秋田市

320人 秋田県秋田市
～平成32年3月25日

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 4162591

校務員（嘱託職員）

○主に、草刈り、除雪作業、構内設備の簡易な修繕等、学校
内の雑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

リネンキーパー（秋田厚
生医療センター）

○病院内での下記の業務に従事していただきます。
・病院内でのリネン品（シーツ・カバー等）の集配
・病院内での寝具のカバー交換、在庫の管理　等
・その他、付随する業務もあり

不問

日他 秋田基準寝具　株式会社
その他

秋田県秋田市八橋字イサノ６－１

4人 018-862-4525

不問

35人 018-865-0601

不問
320人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4115691

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 4179291

廃棄物収集助手

○秋田市の廃棄物収集作業の助手に従事します。
・各事業所等を回って廃棄物の収集
・塵芥車の安全運行、前後左右の確認、発停車時の安全確
認
・冬期間は除雪作業にも従事します。（期間１２月～３月）



＊収集先は秋田市内

不問

日 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

毎　週
秋田県秋田市外旭川字四百刈２７

3人 018-869-9850

不問
17人 秋田県秋田市

17人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4178891

配送、倉庫作業

○ルート配送及び倉庫作業に従事していただきます。
・当社取引先のルート配送（固定客です）
・倉庫内での荷物準備から積み込み（手積み）
・冷凍庫内での作業あり（防寒着貸与します）
・１．５ｔトラックを運転していただきます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日他 株式会社　アキレイ　秋田営業所

営業・配送

・１．５ｔの配送車を運転しながらルートセールスを行ってもら
います。
・当社取り引き先（固定客）への営業と配送業務です。
・翌日に配送する商品の荷揃えなど、それに付随した業務も
あり。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　アキレイ　秋田営業所
その他

秋田県秋田市外旭川字四百刈２７

3人 018-869-9850

不問

3人 018-838-7495

不問
3人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 4102291

雇用・労災・健康・厚生
07010- 3197691

土木作業員

○杭打ち工事を主な業務として、土木工事一式が主な仕事で
す。

・現場は秋田県外が多いです。（社用車使用）
・出張費支給します。
・制服貸与します。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　Ｇステージ
その他

秋田県秋田市広面字大袋３９

毎　週
福島県福島市土船字明神前１－１

4人 024-593-3111

不問
190人 秋田県秋田市

0人 秋田県秋田市

05010- 4119891

携帯電話基地局の保
守業務（秋田県内）

○基地局設備の現地作業

・電気通信設備の保守（機器調整、交換等）
・高所作業を行う場合があります。
・現地までは社有車（ＡＴ車）による移動になります。

普通自動車免許
（ＡＴ可）（必須）
第一級陸上特殊無
線技士保有者優遇

土日祝他 株式会社福島三技協

大工工事

○一般住宅の新築工事を主に行っています。

・大工工事全般を担当していただきます。

＊大工見習いでもやる気がある方はイチから指導します。
＊現場は秋田市がメインで、直行直帰が基本です。



普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 菅原工務店
毎　週

秋田県秋田市外旭川字水口９－３

0人 080-3322-7879

不問

不問
320人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4113091

中型自動車運転免
許（８ｔ限定可・ＡＴ
限定不可）

日 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

35人 018-865-0601

5ページ中 5ページ

平成31年2月26日発行（平成31年2月25日受付分)　Ｎｏ．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

廃棄物収集運転手

○運転手の業務に従事していただきます。
・各事業所等を回って廃棄物の収集作業
・収集車は３～４トン車を使用（ＭＴ車使用）
・冬期間は除雪作業にも従事します。（期間１２月～３月）


＊収集先は秋田市内


℡ 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。



●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．　２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】＞

　２．　３月　４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：ヤマト運輸㈱秋田法人営業支店【荷受作業（イオンモール秋田内）】＞

『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

月給

1人 160,000円～280,000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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 170,000円～460,000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

月給

1人 230,000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00分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分

月給

1人 180,000円～270,000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 135,000円～160,000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 134,232円～134,232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 150,000円～205,000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

日給（月額換算）

1人 134,232円～134,232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 132,916円～132,916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 130,000円～130,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

不問
50人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 4211691

普通免許（ＡＴ限定
可）

日祝 株式会社　アイセス
その他

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

平成31年2月27日発行（平成31年2月26日受付分)　Ｎｏ．１

3ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

工事メンテナンス

・太陽光、風力発電所等の工事管理（日程・進捗管理、外注
管理、完成図書作成　等）
・太陽光、風力発電所等のメンテナンス


　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

建築施工管理

○主に公共施設等の建物を新築・改装・修繕する建築工事
の積算・現場管理に従事していただきます。
＊現場は主に秋田市内です。
＊移動には自家用車を使用（車手当あり）
　トラック等社用車を運転する場合もあります。
＊携帯電話貸与します。
　
　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

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定の方は、ご
相談ください）
＊建設業に関する資
格があれば尚可

日他 山建開発　株式会社
その他

秋田県秋田市横森５丁目２１－９

15人 018-835-7797

不問
23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4229691

看護師または准看護師
（ショートステイ）

○ショートステイにおける看護業務に従事していただきます
・バイタルチェック、内服薬準備、服薬介助、処置等
・利用者様の心身におけるケア
・嘱託医の往診時の補助
・施設内の衛生管理
・その他付随する業務（送迎など）

＊夜間急変時のオンコール対応（２～３名でのシフト対応）
　

看護師または准看
護師
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　アーバンライフサポート
その他

秋田県秋田市茨島２丁目１５－７０

29人 018-866-1061

不問
29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4221491

看護師または准看護師
（デイサービス）

○地域密着型通所介護（定員１８名）における看護業務に従
事していただきます。
・バイタルチェック、内服薬準備、処理
・利用者様の心身におけるケア
・施設内の衛生管理とスタッフへの指導
・その他付随する業務
＊送迎には社用車（ハイエース、軽）を使用していただきま
す。（軽のみでも可）。　

看護師または准看
護師
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　アーバンライフサポート
毎　週

秋田県秋田市茨島２丁目１５－７０

29人 018-866-1061

不問
29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4255991

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
・専用ソフトを使っての売上伝票等の入力および発行
・営業サポート業務
・エクセルやワードを使ってのデータ入力および書類作成
・見積書、請求書、領収書等の作成
・伝票・書類の整理、ファイリング
・その他、付随する業務全般
＊仕事内容等詳しく知りたい方は、当社ホームページも併せてご覧く
ださい。

不問

日祝他 株式会社　トミタ
その他

秋田県秋田市向浜１丁目４番９号

15人 018-824-1300

ＰＣスキル：エクセ
ル・ワード基本操作

19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4227091

一般事務補助

○次のような一般事務補助業務に従事していただきます。
【仕事内容詳細】
・肝炎医療費助成の申請窓口業務
・文書整理（受付、発送、仕分け、整理）
・パソコン操作（一太郎、ワード、エクセル等）
・来客対応（お茶出し等含む）
・その他、付随する業務

不問

土日祝他 秋田県健康福祉部保健・疾病対策課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

21人 018-860-1311

パソコン操作が可
能な方（一太郎、
ワード、エクセル
等）

35,000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- 4208291

社会保険労務士業務
の補助（産休・育休代
替）

○社会保険労務士事務所にて、社会保険労務士業務の補助
業務を担当していただきます。
・簡単なデータ入力
・労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所への提出書類
作成や提出（社用車、ＡＴ車使用）、給与計算業務など
＊未経験者の方も丁寧に指導いたします。
＊繁忙期（４・６・１２月）は残業１０時間／月程度や、
　土曜日出勤となる場合があります。
＊産休・育休の代替職員の募集です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田綜合労務管理事務所
毎　週

秋田市山王２丁目２－３４　山王グ
リーンビル３Ｆ

6人 018-862-4321

パソコン操作（ワー
ド・エクセルを使っ
て定型フォームの
入力ができること）

6人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4213491

一般事務補助

○事務補助
○文書受付、整理
○パソコン操作（Ｅｘｃｅｌ，Ｗｏｒｄまたは一太郎等）
○電話対応
○書類発送
○来客対応（給茶等）

＊雇用契約の更新は、最長平成３２年３月末まで
＊平成３２年４月以降、再雇用の可能性あり

不問

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

15人 018-860-1461


パソコン操作（エク
セル、ワードまたは
一太郎）

3,000人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・公災・健康・厚生
05010- 4226191

事務員

○臨時職員
・パソコン入力による事務補助
・文書管理事務補助
・コピー作成
・電話対応
・会議、来客の接遇（給茶等）

不問

土日祝 秋田県出納局総務事務センター
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１　秋
田県庁６階

45人 018-860-1060

パソコン基本操作
出来る方（一太郎、
エクセル、ワード）

秋田県秋田市
平成31年3月11日～平
成31年9月10日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 4228391

医療事務

【主な仕事の内容】
・レセコン操作
・窓口受付
・書類整理
・雑用（掃除等）

＊作業着支給します。
＊レセコン操作については、採用後３～５日程度の研修があ
ります。

不問

土日祝他 有限会社　吉村商事　スパーク薬局
毎　週

秋田県秋田市川元山下町７－３２

4人 018-865-5067

・パソコン操作可能
な方（ワード・エクセ
ル）

7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4203691

℡ 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 136,000円～136,000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30分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

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) 8時45分～17時45分 就業場所

月給

1人 236,240円～433,300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 180,000円～180,000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～17時20分 就業場所

時給（月額換算）

1人 236,640円～244,800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30分～18時45分 就業場所
(2) 9時45分～19時00分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 150,000円～150,000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

月給

1人 160,000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 就業場所

月給

2人 172,000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 就業場所

月給

2人 172,000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 就業場所

月給

2人 172,000円～320,000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
(2) 9時00分～18時00分

月給

2人 172,000円～320,000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
(2) 9時00分～18時00分

3ページ中 2ページ

平成31年2月27日発行（平成31年2月26日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

医療事務（アルヴェ）

○薬局の受付事務に従事していただきます。
・パソコンによる処方箋入力
・商品等の接客販売
・他の薬局への薬の受け渡し（マイカー使用）

＊制服貸与
＊接客に興味のある方

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）【マイ
カー持込み可能な
方】

日祝他 株式会社　いわま薬局
毎　週

秋田県秋田市東通仲町４番１号　秋
田拠点センタ－アルヴェ１Ｆ

8人 018-884-0911

基本的なパソコン
操作の可能な方

55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4233291

経理・総務事務

○経理、総務事務の業務に従事していただきます。
・経理事務全般
・給与計算、勤怠管理
・その他、事務作業
・電話、来客対応など
・外出用務あり（銀行等）
　社用車または自家用車使用

普通自動車免許Ａ
Ｔ限定可

土日祝他 株式会社　アキタネット
毎　週

秋田県秋田市東通仲町２－１２

12人 018-893-5288

経理事務経験者
26人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4206791

現場管理補助（建築）
［秋田県］

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
建築工事における管理業務補助（現場監督）を行っていただきます。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業内容の
　伝達　及び　確認）
・現場での安全管理・書類作成・ミーティング　ｅｔｃ
※配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致します。
※未経験の方でも安心して頂ける環境づくりを心がけて
　おります。
【画像情報あり】

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

不問
51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- 4212991

雇用・労災・健康・厚生
04010-14365191

事業承継相談推進員

○企業訪問を通じ、事業継承に関する相談事業所の掘り起
こしを行い、秋田県事業引継ぎセンターの指導のもと、必要な
アドバイスを行う。
＊私用自動車を登録のうえ企業訪問等に使用するため常時
使用できる自家用車を有すること。（燃料代支給）
＊４月１日より勤務できること
（秋田県産業政策課からの補助事業）
　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

土日祝 秋田商工会議所

0人 03-5730-2628

不問

36人 018-863-4141

48人 秋田県秋田市

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）＊パソコン操
作（ワード、エクセル）

企業訪問の経験があ
る方、小規模事業者
に精通している方、企
業への経営指導歴の
ある方が望ましい。

毎　週
秋田県秋田市旭北錦町１－４７

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 公益財団法人　秋田観光コンベン
ション協会

携帯電話ショップスタッ
フ／秋田県北秋田市

＜土日休み可能のお仕事です＞
携帯電話ショップにて、お客様対応のお仕事です。
・新規契約・機種変更・故障受付
・商品・サービス・料金プランのご案内
・お店のディスプレイ・ポップ作り
などをお願いいたします。
未経験の方でも、研修制度がありますので安心してお仕事を
していただけます。入社後は先輩がしっかりとフォローしてく
れます。

不問

土日祝 株式会社　エスティーエス　東京営業
所毎　週
東京都港区芝２－３－９　ＶＯＲＴ芝
公園２　６階

パソコン操作（エク
セル、ワードなど）

14人 秋田県秋田市

45人 秋田県秋田市
平成31年3月11日～平
成31年5月31日 雇用・労災・健康・厚生

13040-25567291

営業・一般事務

○地元や首都圏などの各種団体や大学などを訪問し、全国
規模以上のコンベンション（学会、大会）を秋田市に誘致して
いただきます。
○その他、一般的な事務として、調査や支援依頼の受付な
ど、パソコンを使った作業や電話対応をしていただきます。

＊社用車（ＡＴ）使用

株式会社　北日本アルファー
その他

秋田県秋田市桜ケ丘４丁目１－８

毎　週
秋田県秋田市大町二丁目２－１２

9人 018-824-1211

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4218191

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- 4215891

美容師　スタイリスト
（美容室小町）

○美容師業務全般を担当していただきます。
・シャンプー、カット、カラー、パーマなど
・電話の応対（予約の確認）
・店舗内の掃除、片付け
・美容器具等の清掃
・タオルの洗濯　その他付随する業務

美容師免許

他

8人 018-837-3909

不問

5人 018-887-7556

スタイリスト経験
12人 秋田県秋田市

不問

月他 有限会社　ディーキューブ　美容室
ビートル

美容アシスタント・アイリ
スト（エルティーブ）

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

＊美に関することをトータルで提案しています。

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

不問

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

不問
35人 秋田県秋田市

35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4256491

美容アシスタント・アイリ
スト・ネイリスト（アトリ
エ）

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

＊美に関することをトータルで提案しています。

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

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

毎　週
秋田県秋田市東通２丁目１３－１

5人 018-837-3909

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4258891

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4257791

スタイリスト・アシスタン
ト（ディー・センス）

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

＊美に関することをトータルで提案しています。

＊上記は基本的な業務ですが、美容師免許の有無によっ
て、業務内容は異なります。

不問

月他

毎　週
秋田県秋田市東通２丁目１３－１

7人 018-837-3909

不問

5人 018-837-3909

不問
35人 秋田県秋田市

35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4259291

美容アシスタント・アイリ
スト（ビートル）

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

＊美に関することをトータルで提案しています。

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

不問

他 有限会社　ディーキューブ　美容室
ビートル



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 170,000円～170,000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

日給（月額換算）

2人 50,000円～50,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 7時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 152,712円～152,712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）

6人 184,000円～184,000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 18歳以上 (1) 8時00分～16時45分 就業場所
(2)20時00分～ 4時45分

月給

1人 180,000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) 6時30分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～18時00分

月給

1人 170,000円～170,000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) 6時00分～14時45分 就業場所
(2) 8時15分～17時00分

月給

3人 150,000円～190,000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00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

平成31年2月27日発行（平成31年2月26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

ホール係（欣秋）

○「中華ダイニング　欣秋」でのホール業務に従事していただ
きます。
・オーダー注文取り
・お客様の接客案内
・料理の提供、片づけ、レジ操作　等

＊制服貸与

＊賄い付き

不問

他 合名会社　扇屋
その他

秋田県秋田市中通４丁目１６－９　ナ
イスビル２階

11人 018-884-3275

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4265791

農作業員（種まき４日
間、田植え６日間）

◯農作業（稲作）に関わる作業です。
　種まき４日間、田植え６日間の短期アルバイトです。
・種まき、田植えの作業補助です。
・種まきは箱並べ機があります。
・田植えは軽トラックへの苗積み、田植機への移しかえ、箱洗
いと片付け。
・田植え機の運転はありません。軽トラックの運転はありま
す。

※天候によって、日時の変更もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 金子　将人
な　し

秋田県南秋田郡大潟村西２－２－８

2人 090-8921-4367

不問
2人 秋田県南秋田郡大潟村

平成31年4月10日～平
成31年5月31日

05011-  310491

圃場業務補助
（臨時的任用職員）

＊苗畑での苗木養成・管理作業（かん水、除草、施肥、消毒、
床替等）

＊スギ・マツ採種穂園維持管理作業（草刈り、施肥、整枝、伐
木、植栽等）

＊検定林等調査、試験地での調査補助・管理作業（草刈り
等）

＊施設維持管理作業（草刈り、雪囲い等）

・労働安全衛生特
別教育修了（刈払
機、チェンソー）

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

ナタ、ノコギリ等使
用できること。
農作業、伐木作業
等経験者歓迎

27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- 4216291

合板製造工【向浜工
場】（フルタイム）

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

不問

日他 秋田プライウッド　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３２

199人 018-823-8511

不問
352人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 4245391

運転手兼作業員

○一般産廃物、産業廃棄物の収集運搬業務に従事
・秋田市民市場各店舗からの廃棄物を分別、積み込、運搬
　（１５～２０Ｋｇ程度の重量物）
・秋田市内の店舗（１０店舗程度）の廃棄物の収集運搬
＊収集車（４ｔＭＴ）使用
＊週に１～２日程度、早出勤務あります。
（月曜日、他１日程度）
＊健康で体力があり、運転の好きな方歓迎いたします。

中型自動車運転免許
（８ｔ限定可・ＡＴ限定
不可）
（大型免許あれば尚
可）

水日 有限会社　武藤清掃サービス
毎　週

秋田市上北手百崎字境田１４３

4人 018-839-0523

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4247991

配送及び商品管理

○学校給食用物資の配送業務、および学校給食用物資の入
出庫業務に従事していただきます。
・重量物の積み込み、荷下ろしがあるため、体力が必要な仕
事になります。

＊契約期間満了後は１年毎の年度更新となります。
＊２ｔトラック（ＭＴ車）使用

・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定不
可）
・フォークリフト免許
所持者は尚可

土日祝他 公益財団法人　秋田県学校給食会
毎　週

秋田県秋田市卸町１丁目２番２４号

13人 018-864-3201

不問
13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- 4231791

製紙工場内作業員

○環境整備、物流業務、機械操作業務を担当して頂きます。
　・設備維持管理、機械運転操作業務、工場内清掃　　
　・原材料等の運搬
　・その他、工場内作業に付随する業務

　＊上記いずれかを担当。
　＊資格・経験は不問です。
　＊車両オペレーター作業経験者優遇します。

不問

他 猿田興業　株式会社
隔　週

秋田県秋田市山王６丁目１０－９　猿
田興業ビル３Ｆ

160人 018-863-1550

不問
300人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4209591

℡ 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．　２月２７日　㈱プレステージ・インターナショナル【受付ｽﾀｯﾌ、ﾘｰﾀﾞｰ候補、経理担当　他】
　２．　２月２８日　㈱秋田温泉さとみ(福祉事業部)【看護師、介護職員】
　３．　３月　１日　㈱イースリー【電気工事及び設備工事補助】
　４．　３月　４日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」「デイサービス森のテラス」【介護職】
　５．　３月　５日　池田ライフサポート＆システム㈱【訪問看護師】
　６．　３月　６日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　７．　３月　７日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　８．　３月　８日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ショートステイ介護職員、栄養士】
　９．　３月１１日　社会福祉法人　晃和会【介護職員、看護師又は准看護師】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
１０．　３月１２日　㈱虹の街【介護員、機能訓練指導員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！

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．　２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】＞

　２．　３月　４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：ヤマト運輸㈱秋田法人営業支店【荷受作業（イオンモール秋田内）】＞

『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

月給

1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 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 196,000円～305,000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

月給

1人 196,000円～305,000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

月給

1人 148,000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 45歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

1人 350,000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

月給

1人 180,000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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 240,000円～270,000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～12時30分

日給（月額換算）

1人 196,707円～240,352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～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000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45分 就業場所
(2) 8時30分～16時00分
(3) 8時30分～13時00分

月給

2人 190,000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) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分
(3)15時30分～20時00分

14人 018-870-6482

不問
81人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4310491

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4316091

歯科衛生士（ふただ歯
科クリニック）（トライア
ル併用）

○歯科衛生士業務及び関連業務に従事していただきます。
・保険指導、予防処置、診療補助、メンテナンス担当
　インプラントアシスタント業務
・電話応対、データ入力
・その他付随する業務
・往診補助（担当制）
＊ユニホーム貸与、サンダル購入費補助あり。
＊経験の浅い方にも丁寧に指導いたします。
＊資格取得のためのセミナー参加費補助、取得後の手当支給
　など、キャリアアップの支援体制が充実しております。

歯科衛生士免許

日祝他 医療法人社団　宝樹会
その他

秋田県潟上市天王字二田２１９－１２
２

その他
秋田県秋田市土崎港東３丁目２－２
４

11人 018-880-5252

不問
11人 秋田県秋田市

1,400人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成33年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4342691

視能訓練士

○視能訓練士として従事していただきます。
・眼科的検査及び手術補助
・事務職員と連携した、院内一般業務

＊就業時間：（２）は木曜日と土曜日
　　　　　　（３）は木曜日の交替勤務の時

視能訓練士

日祝他 うちやま眼科医院

医療系スタッフ（看護
師）（臨床研究支援セン
ター）

○臨床研究支援センターにおいて、次のような業務に従事し
ていただきます。

・治験業務にかかる患者対応とスケジュール管理
・医師への支援業務
・他部門との調整業務

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

看護師免許

土日祝他 秋田大学医学部総務課
毎　週

秋田県秋田市本道１－１－１

950人 018-884-6010

不問

88人 018-832-0023

不問
115人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 4273791

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4268591

看護師

○整形外科医院における外来看護の看護業務を担当してい
ただきます。
【業務内容】
・注射　　　　　・診察の介助　　・検査の介助
・手術前検査　　・採血　　　　　・洗い物
・創処置　　　　・痛みが強い方の車イス、歩行器の介助
・松葉杖合わせ　・ギプスの介助　等

正看護師

日祝他 医療法人　城東整形外科
その他

秋田県秋田市東通６丁目７－６

その他
秋田県秋田市土崎港西３丁目１１－
５

47人 018-816-0377

不問
95人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4307091

看護職員（正社員）「特
別養護老人ホームひな
た」

○「特別養護老人ホームひなた」での看護業務
・入居者の健康管理（脈拍、血圧、体温の測定等）
・薬の管理
・傷等の処置
・受診援助（＊車の運転はありません。）
・嘱託医との連絡調整等を行います。
＊入居者６０人に対して看護師５人で対応します。
＊ブランクのある方、安心して就業できます。
＊介護業務は、殆どありません。
【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

看護師又は准看護
師

他 社会福祉法人　新秋会

薬剤師

○調剤業務全般の他、受付業務、保険請求業務など保険薬
剤師として必要なスキルを身に付けていただきます。
・その他、学校薬剤師、講演会の講師など希望の業務があれ
ば支援します。
・独立を考えている方への指導、支援も可能です。
・被災地への支援活動も積極的に行います。


薬剤師免許

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

3人 018-827-3820

不問

5人 018-823-1133

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4341391

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4287691

消防設備等の保守・点
検・施工業務

○創業３０年を超え、顧客数も多く安定している企業です。
・消防設備、防犯設備、省エネ設備の保守、点検、施工等の
技術職担当です。
・当社の顧客は全県的です。特にＪＡ様が多いです。
・報告書等はパソコンにて作成します。

＊入社後、業務に必要な資格は、会社負担による講習等に
より取得していただきます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　シスコム
その他

秋田県秋田市山王新町１０番１５号

隔　週
秋田県秋田市浜田字館ノ丸１５２－１
５

8人 018-828-1101

不問
8人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4288991

現場管理及び管理補
助

○注文住宅の現場管理業務に従事していただきます。
・積算業務
・工程管理
・施工管理

＊外出時はマイカー借上げ（車両費、ガソリン代支給）


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ドリームビルド

設計及び設計補助

○建築の設計及び関連業務に従事していただきます。
・注文住宅のＣＡＤ入力
・各種申請業務
・その他付随する業務

＊外出時はマイカー借上げ（車両費、ガソリン代支給）



普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ドリームビルド
隔　週

秋田県秋田市浜田字館ノ丸１５２－１
５

8人 018-828-1101

不問

平成31年2月28日発行（平成31年2月27日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

幹部候補

・従業員のシフト管理
・売上、仕入れ、発注の管理
・お得意先様との交渉
・配達、集金、在庫管理

※応募希望者は、紹介状・履歴書を郵送願います。
　追って、面接日時等をご連絡いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　三中井
その他

岩手県奥州市江刺豊田町２丁目１－
３３

6人 0197-31-2280

パソコン（エクセル・
ワード）の基本操作
ができること

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03060- 1487291

℡ 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 133,000円～140,000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) 6時45分～15時45分
(3)10時30分～19時30分

時給（月額換算）

1人 190,920円～211,560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

1人 188,000円～253,000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 就業場所

月給

1人 200,000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30分～18時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分

年俸（月額換算）

4人 185,848円～190,528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) 6時00分～14時00分 就業場所
(2) 8時00分～16時00分
(3)12時00分～20時00分

月給

1人 150,000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15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 132,916円～132,916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 134,890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 148,190円～148,190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 139,664円～139,664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 132,916円～132,916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3,500人 秋田県秋田市
平成31年3月25日～平
成31年9月24日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 4356591

一般事務補助

○一般事務に従事していただきます。
【その他の事務】
・文書整理
・パソコン操作（一太郎、エクセル、ワード）
・来客、電話対応
・給茶、事務所内軽清掃
・その他

不問

土日祝他 秋田県あきた未来創造部　次世代・
女性活躍支援課毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１番１号

27人 018-860-1552

パソコン操作（一太
郎、エクセル、ワー
ド）

66人 018-883-1841

パソコン（ワード、エ
クセル）操作の出
来る方

4,400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- 4337791

平成31年4月1日～平
成31年5月4日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4321291

事務補助

○当協会の加入事業所様及び加入者様の健康保険や健康
診断等に関する各種届出書の受付、業務補助及び事務補助
に従事していただきます。
・受付した申請書をもとに専用システムへの入力作業
・電話応対
・その他付随する業務（配属部署により異なります。）



不問

土日祝 全国健康保険協会秋田支部
毎　週

秋田県秋田市旭北錦町５－５０　シ
ティビル秋田２階

毎　週
秋田県秋田市本道１－１－１

950人 018-884-6010

パソコンの操作が
できる方

1,400人 秋田県秋田市

3,500人 秋田県秋田市
平成31年3月14日～平
成31年9月13日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 4320891

事務系スタッフ（薬剤
部）【産休代替職員】

薬剤部において事務系スタッフとして次のような業務に従事し
ていただきます。
・医薬品の調整補助、管理業務

　

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝 秋田大学医学部総務課

一般事務補助

○一般事務補助業務に従事していただきます。
・文書整理
・パソコン操作
・電話対応、来客応対
・その他、付随する業務


不問

土日祝 秋田県中央児童相談所
毎　週

秋田県秋田市新屋下川原町１番１号

56人 018-862-7311

パソコン操作可能
であること

16人 018-860-1248

パソコンの一般的
な操作（ワード、エ
クセル、一太郎等）

3,500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- 4357191

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- 4317391

事務補助員

○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）
・書類の発送、受取、整理（仕分け）に関する事務
・電話、来客の取り次ぎ対応、湯茶準備
・その他行政事務の補助

不問

土日祝他 秋田県あきた未来創造部　移住・定
住促進課毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１番１号

毎　週
秋田県秋田市御所野地蔵田３丁目１
－１　秋田テルサ３Ｆ

18人 018-826-1731

不問
24人 秋田県秋田市

88人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4332091

事務補助員（総務・経
理）

総務・経理担当と協力し以下の業務を行っていただきます。

○総務業務：勤怠管理、社会保険・労務保険手続き、
　　　　　　福利厚生業務、職場環境整備、備品管理

○経理事務：仕訳処理、予算執行状況確認、各種振込作業、
　　　　　　出納管理、各種税務書類作成、備品管理

○財団に関する庶務雑務：郵便・宅配便手配、ファイリング
　電話・来客対応、受付補助（受付担当休憩時交代要員）他

不問

土日祝他 公益財団法人　秋田県ふるさと定住
機構

保育教諭

○保育教諭業務全般に従事していただきます。
・施設運営に関わる保育業務及び地域子育て支援事業業務
（こども園園児定員　１３５名）
・園児の身の回りの世話等

＊就業時間は、基本（１）～（３）ですが、他の就業時間もあり
ます。
＊正職員登用制度あり

保育士資格および
幼稚園教諭２種ま
たは１種

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

46人 018-839-5375

不問

0人 018-893-6877

児童福祉での実務
経験３年以上

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4312891

雇用・労災・健康・厚生
04010-14793291

児童発達支援管理責
任者（放課後等デイ
サービス）＜急募＞

【新規オープンに伴う募集です！！】
○障がいを持つ児童・生徒の放課後及び学校休業日におけ
る日常生活や学習等を支援するお仕事です。
・計画作成業務
・車（社用車）による送迎業務もあります。（ＡＴ車）

＊新規開設のため研修と準備期間を設けています。
＊職員５名体制でスタート予定

児童発達支援管理
責任者研修修了証
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 合同会社　ハーモニー
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町字大谷
地６番７号

その他
宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８
－２

25人 022-348-2273

20,300人 秋田県秋田市

20,300人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
04010-14790491

生活相談員兼介護職
員［秋田茨島営業所／
秋田市］

・デイサービスを利用されるお客様やご家族に対して、生活
上の相談・援助を行うお仕事です。
・お客様が自立した日常生活をを送れるように、健康状態、生
活環境、ご家族の状況を伺った上で計画書を作成します。ま
たサービス利用の手続き、他スタッフと連携してのケア業務
全般、機能訓練時の補助業務、送迎等を行います
＊チームでのお仕事ですので、未経験の方・ブランクの長い
方でも大歓迎です。
＊お客様は１日２０名程度（定員３４名）

他 株式会社　ツクイ　東北圏

生活相談員兼介護職
員［秋田茨島営業所／
秋田市］

・デイサービスを利用されるお客様やご家族に対して、生活上の相
談・援助を行うお仕事です。
・お客様が自立した日常生活をを送れるように、健康状態、生活環
境、ご家族の状況を伺った上で計画書を作成します。またサービス
利用の手続き、他スタッフと連携してのケア業務全般、機能訓練時
の補助業務、送迎等を行います
＊チームでのお仕事ですので、未経験の方・ブランクの長い方でも
大歓迎です。
＊お客様は１日２０名程度（定員３４名）

他 株式会社　ツクイ　東北圏
毎　週

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８
－２

090-7323-6411

25人 022-348-2273

パソコン操作（エク
セル、ワード、イン
ターネット）

40人 秋田県秋田市

社会福祉士、精神
保健福祉士、社会
福祉主事任用、介
護支援専門員のい
ずれか
普通自動車免許
（ＡＴ可・ペーパード
ライバー不可）

○栄養士業務に従事していただきます。
・定床２０床の高齢入所者の栄養管理、献立作成、食材調
達、調理、食器や調理器材の管理を行っていただきます。

＊栄養士２名、調理員（パート）２～３名体制で行います。
＊食材調達の際は、社用車（ＡＴ車）を使用します。

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4324091

栄養士免許
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 ショートスティであい【有限会社　生保
内福祉会】その他
秋田県秋田市中通６丁目４番１２号

24人

社会福祉士、精神
保健福祉士、社会
福祉主事任用、介
護支援専門員のい
ずれか
普通自動車免許
（ＡＴ可・ペーパード
ライバー不可）

4ページ中 2ページ

平成31年2月28日発行（平成31年2月27日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

栄養士



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 131,580円～137,600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30分～18時30分 就業場所

月給

1人 236,240円～433,300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

時給（月額換算）

1人 150,675円～150,675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30分～17時30分 就業場所

月給

1人 196,000円～255,000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

月給

1人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
フレックス 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時45分 就業場所
(2) 8時00分～20時00分

月給

1人 142,000円～187,500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

2人 186,000円～253,000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

2人 160,000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) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分
(3)15時30分～20時00分

月給

1人 150,000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 18歳以上 (1)13時00分～23時00分 就業場所

月給

1人 160,000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 18歳以上 (1)15時00分～23時00分 就業場所

8人 018-824-1386

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4278091

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4279391

飲食店ホール

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

＊２２時閉店であり残業はほとんどありません。

不問

日祝他 株式会社　醍醐
その他

秋田県秋田市大町５丁目４－１５
フェニックスビル１Ｆ

その他
秋田県秋田市大町５丁目４－１５
フェニックスビル１Ｆ

8人 018-824-1386

不問
10人 秋田県秋田市

81人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4309691

調理・調理補助

○天ぷら専門店、串揚げ専門店での調理又は調理補助を担
当していただきます。
・食材の仕込み、調理全般

＊２２時閉店であり残業はほとんどありません。

不問

日祝他 株式会社　醍醐

受付及び歯科助手（ふ
ただ歯科クリニック）（ト
ライアル）

【歯科助手業務】
・ドクターの診療補助
・器具の準備、片付け
・訪問診療補助　など
【受付業務】
・患者様の受付、誘導
・診療予約の応対
・会計業務
・電話の応対
・データ入力　など

不問

日祝他 医療法人社団　宝樹会
その他

秋田県潟上市天王字二田２１９－１２
２

14人 018-870-6482

不問

31人 018-893-6377

５年程度の実務経
験

32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4274891

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4267291

介護業務全般（経験
者）

○ショートステイにおける介護業務全般として入浴、食事、排
泄介助の他、レクリエーション企画運営等を主に担当してい
ただきます。




・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）
・介護福祉士

他 株式会社だんだん
その他

秋田県秋田市土崎港西５丁目１２－
１７

その他
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

4人 018-823-1251

・パソコン操作できる
方（エクセル、ワード）
・ビル管理に関する資
格、講習等の受講経
験者優遇します

725人 秋田県秋田市

46人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4305591

営業スタッフ（管理職）

○建物総合管理に係る業務全般

・会社訪問、業者訪問、情報取集、業務説明会、物件巡回
　入札資料作成、書類届出業務、積算、見積資料作成、
　契約書、仕様書作成、業務進捗状況確認、提出書類の管
理
　顧客管理、研修会出席、各部連絡業務。
・社用車使用

普通自動車免許Ａ
Ｔ限定可

日祝他 株式会社　友愛ビルサービス

営業職（生命保険・損
害保険）

・お客様へ生命保険・損害保険商品の設計、提案、契約を行ってい
ただきます。
・住宅ローンの申し込みをされるお客様へ生命保険・火災保険の設
計、提案、契約を行っていただきます。

＊事前に予約・来店されたお客様への対応・接客となりますので、飛
び込み営業ではありません。
＊社用車（ＡＴ車）使用　
＊資格取得者奨励金制度あり。スキルアップを望む方歓迎！

・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）
（生保販売資格保有
者、ＦＰ資格保有者は
尚可）

水他 株式会社　ミナミ保険
毎　週

秋田県秋田市東通仲町５－２

18人 018-825-5111

生保・損保販売業
務経験者

8人 018-828-1101

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4302791

平成31年3月1日～平
成31年4月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4304291

住宅営業

○住宅営業に関する各種業務を担当していただきます
・注文住宅の営業
・不動産の仲介、売買
・展示場、見学会での接客　など

＊マイカー借上げ（車両費、ガソリン代支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　ドリームビルド
その他

秋田県秋田市浜田字館ノ丸１５２－１
５

毎　週
秋田県秋田市山王臨海町１－１
秋田魁新報社ビル　２Ｆ

2人 018-838-0350

ＰＣ操作
3人 秋田県秋田市

51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-14807291

ＯＡ機械操作【秋田市】

＊専用ソフトを使用して番組やＣＭデータの移行作業、ＭＯ
の初期化、ウイルスチェック

不問

土日祝 株式会社　さきがけプラスＡ

現場管理補助（土木）
［秋田県］

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
土木工事における管理業務補助（現場監督）を行っていただきます。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業内容の
　伝達　及び　確認）
・現場での安全管理・書類作成・ミーティング　ｅｔｃ
※配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致します。
※未経験の方でも安心して頂ける環境づくりを心がけて
　おります。
【画像情報あり】

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

不問

パソコン操作（ワー
ド・エクセル初級程
度）

380人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4271991

不問

他 ユーアイ警備保障　株式会社
その他

秋田県秋田市山王２丁目１－５４　三
交ビル４Ｆ

7人 018-867-1001

平成31年2月28日発行（平成31年2月27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

オペレート担当スタッフ

○当社コントロールルームでの作業となります。
・主な仕事は電話取次、パソコン入力、書類整理など
・仕事の慣れに伴い、社員や顧客の管理、業務管理や伝令作業と
いった情報処理の仕事にも携わっていく予定です。
＊電話オペレーターのような高度な仕事ではありません。
　未経験の方でも十分やっていける仕事です。
＊ＰＣもタッチタイピングができなくても十分ＯＫです。
＊制服貸与（出退勤は私服可）
＊本業務は２４時間行っている業務の日中の部分を行っていただく
方の募集となります。

℡ 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

年俸（月額換算）

1人 185,848円～190,528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)12時00分～20時00分 就業場所
(2) 7時00分～15時00分

月給

1人 209,900円～380,900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30分～17時00分 就業場所

月給

1人 165,000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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 190,080円～202,176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

日給（月額換算）

1人 137,280円～137,280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 不問 (1) 8時10分～17時10分 就業場所

時給（月額換算）

5人 196,800円～196,800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～ 1時55分
(3)23時05分～ 8時00分

月給

2人 173,500円～184,000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 173,500円～184,000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

1人 174,500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)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 174,500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)10時00分～19時00分 就業場所

月給

2人 196,300円～261,800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 160,000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 59歳以下 (1)10時00分～20時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)10時00分～18時00分

05011-  311791

ルート配送

○酒類の配達業務を担当します。
・配達エリアは、男鹿、五城目、秋田、潟上周辺です。
・マニュアル車を使用します。
　　（１ｔ車、軽トラ、軽ワゴンなど）
・就業時間、（４）１４：３０～１９：００
（１）～（４）の交替勤務です。（週４４時間制）
・能力給があります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　加藤商店
な　し

秋田県潟上市天王字二田２２－１３

9人 018-878-2010

不問

4ページ中 4ページ

9人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生

平成31年2月28日発行（平成31年2月27日受付分)　Ｎｏ．４
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

児童指導員

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

＊通常は（１）のみの勤務
　夏休み、冬休み等の学校長期休みの場合は、（１）と
（２）の交代勤務になる場合があります。　
＊年度ごとの契約更新の可能性あり。
※正職員登用制度あり。

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- 4336491

保育士資格、幼稚
園教諭免許

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

5人 018-839-5375

158人 018-862-6581

福祉施設、社会福祉
協議会、福祉事務
所、医療機関、行政
関係等における５年
以上の実務経験

不問
88人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊ＭＴ車運転免許
のある方優遇

日祝他 有限会社　平和自動車塗装

法務技官（福祉専門
官）

○刑事施設（刑務所、少年刑務所または拘置所）において、
高齢、疾病、障害により出所後、自立した生活を営むことが
困難な被収容者に対する福祉的支援を行う業務です。

＊採用日３１年４月１日～
＊採用後に初等科研修（新採用職員に対する研修）を矯正
　研修所支所及び採用庁で実施します。（約２ヶ月半の集合
研修を含む）

社会福祉士資格又
は精神保健福祉士
資格

土日祝他 秋田刑務所
毎　週

秋田県秋田市川尻新川町１番１号

不問
5人 秋田県秋田市

178人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・公災・健康・厚生
05010- 4303891

自動車の板金塗装

○自動車板金塗装整備業務に従事していただきます。
・自動車板金塗装全般
（主に自動車塗装）


株式会社　ＬＩＸＩＬトータル販売　秋田
支店その他
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１７－６

その他
秋田市新屋町字天秤野９７－１０

5人 018-823-8228

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4269191

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4318691

サッシ組立及び配送業
務

○サッシ組立及び配送業務に従事していただきます。
・アルミサッシなどの組立作業
・住宅資材などの配送、及び現場での取付施工の作業を担
当していただきます。

＊配送先及び現場は秋田県内となります。
＊業界未経験者も基礎から指導いたします。
＊現場へは社用車を使用します。
＊制服支給

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他

21人 018-845-9456

不問

20人 018-800-3457

不問
1,300人 秋田県秋田市

不問

日他 株式会社ジャパンクリエイト　大仙営
業所

米麦袋・一般袋製造

○米麦袋及び一般袋の製造補助作業を担当して頂きます。
　（仕事内容詳細）
　・目視による大型紙袋の検査、検品
　・機械周りの清掃
　・その他付随する業務

　＊公共交通機関の便が悪いため、自家用車（バイク等）で
の通勤をお勧めしています。

不問

日祝他 佐藤産業　株式会社　秋田工場
その他

秋田県秋田市寺内神屋敷２９５－３４

不問
1,300人 秋田県南秋田郡五城目町

300人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4314591

組立・機械操作補助（３
交替制）【南秋田郡五
城目町】

＊自動二輪車等の部品の組立あるいはマシンオペレータ補助
　作業に従事していただきます。
　※マシンオペレータ補助：
　　　　　　機械に部品をセットする作業です。

※派遣期間：Ｈ３１年３月１８日～Ｈ３１年６月３０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、
　２０２０年１月１７日です。

株式会社　アルビス（イエローハット）
毎　週

秋田県秋田市広面字堤敷６４－１

その他
秋田県大仙市朝日町１９－３
　　　　　　ヴァンティアンビル２Ｆ

0人 0187-66-4477

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4292191

平成31年3月18日～平
成31年6月30日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 1199791

ピットスタッフ（土崎店）
【トライアル雇用併用求
人】

○主に取り扱っている車が普通乗用車と軽自動車になります
・カー用品全般の取付
・軽整備
・未経験者応募可
・多少の販売及び商品管理等もあります。
・ピットでの軽作業の経験を踏まえて、店内販売への異動可
・簡単なパソコン操作
＊作業服貸与

普通自動車運転免
許

他

14人 018-884-1680

不問

19人 018-884-1680

不問
97人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許、２級自動車整
備士以上

他 株式会社　アルビス（イエローハット）

ピットスタッフ（広面店）
【トライアル雇用併用求
人】

○主に取り扱っている車が普通乗用車と軽自動車になります
・カー用品全般の取付
・軽整備
・未経験者応募可
・多少の販売及び商品管理等もあります。
・ピットでの軽作業の経験を踏まえて、店内販売への異動可
・簡単なパソコン操作
＊作業服貸与

普通自動車運転免
許

他 株式会社　アルビス（イエローハット）
毎　週

秋田県秋田市広面字堤敷６４－１

不問
97人 秋田県秋田市

97人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4294391

ピットスタッフ（土崎店）
２級自動車整備士

○主に取り扱っている車が普通乗用車と軽自動車になります
・カー用品全般の取付
・軽整備
・多少の販売及び商品管理等もあります。
・ピットでの軽作業の経験を踏まえて、店内販売への異動可
・簡単なパソコン操作
＊作業服貸与

株式会社　アルビス（イエローハット）
毎　週

秋田県秋田市広面字堤敷６４－１

毎　週
秋田県秋田市広面字堤敷６４－１

19人 018-884-1680

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4301491

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4299891

ピットスタッフ（広面店）
２級自動車整備士

○主に取り扱っている車が普通乗用車と軽自動車になります
・カー用品全般の取付
・軽整備
・多少の販売及び商品管理等もあります。
・ピットでの軽作業の経験を踏まえて、店内販売への異動可
・簡単なパソコン操作
＊作業服貸与

普通自動車運転免
許、２級自動車整
備士以上

他

毎　週
秋田県秋田市川尻若葉町５－５

8人 018-824-7011

不問

14人 018-884-1680

不問
97人 秋田県秋田市

4,700人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4340091

ルート配送

○管工機材、建築資材を扱うスタッフとして、水道工事店、設
備店、工務店、ハウスメーカー様などを訪問し、資材の提案
をします。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 渡辺パイプ株式会社　秋田住設サー
ビスセンター



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 191,500円～371,500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 170,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 就業場所

月給

1人 160,000円～170,000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
(2) 7時30分～16時30分

月給

2人 150,000円～170,000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
(2) 7時30分～16時30分

月給

1人 160,000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 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 142,800円～142,800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

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20分～16時50分 就業場所

時給（月額換算）

2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

月給

1人 189,627円～189,627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15分 就業場所

仕事の内容に記載
の設計、開発、図
面作成経験

58人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4383691

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 菱明三菱電機機器販売　株式会社
毎　週

秋田県秋田市旭北寺町１－２

55人 018-862-5511

平成31年3月1日発行（平成31年2月28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

設計（装置機械設計）

・各種産業機械装置の設計・開発
・ＡｕｔｏＣＡＤ、３ＤＣＡＤを使用した機械図面作成
・ロボット、搬送装置を使った自動加工ラインの構築
・社用車使用

※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

保育士または看護師

○キッズステーションでの保育業務全般に従事していただき
きます。
・０才～２才児の保育。

＊平日：０７：００～１９：００時間内８時間（シフト制）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　


保育士免許また
は、看護師免許

日祝他 学校法人加賀谷学園　将軍野幼稚
園毎　週
秋田県秋田市将軍野青山町１１－１
８

16人 018-845-6724

保育士経験のある
方または
看護師経験のある
方

68人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4401291

幼稚園保育士【急募】

○「追分幼稚園附属追分ベビー園」において保育業務に
　従事していただきます。

・０歳～２歳児（３３名）の乳幼児の保育業務（保育士８名）
・おむつ替え、ミルク
・保育日誌の記入　・環境整備（清掃）
・その他、付随する業務


保育士資格
（幼稚園教諭・保育
士資格の両方あれ
ば尚よし）

土日祝他 学校法人　海山学園　追分幼稚園
毎　週

秋田県潟上市天王字長沼５

22人 018-873-2611

不問
22人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4410591

幼稚園教諭【急募】

○「追分幼稚園」において幼稚園業務に従事していただきま
す。
・特別な支援を要する子供１名がいる４歳児クラス（２３名）の
支援
・クラス担任の補佐業務
・その他、付随する業務



幼稚園教諭


土日祝他 学校法人　海山学園　追分幼稚園
毎　週

秋田県潟上市天王字長沼５

22人 018-873-2611

不問
22人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4412091

一般事務

○事務・経理等の業務を主として担当していただきます。
・一般事務、経理事務
・登記書類を指導のもと作成
・登記書類の管理・保管
・書類等の発送
・関係取引会社へ書類を届ける
・市役所等の住民票関係の申請
＊土地建物調査・登記・測定業務の補助も一部あります。
＊外出時は社用ＡＴ車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 加藤総合企画　株式会社
その他

秋田県秋田市山王中園町９番２７号
山王ＹＫビル１０３

6人 018-865-4855

パソコン（ワード・エ
クセル）操作（入力
程度）

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4372191

一般事務

○内勤のアルバイトとして下記の業務を担当していただきま
す。
・登録するスタッフさんへの登録説明会
・お客様、登録スタッフからの電話対応
・簡単なデータ入力作業

＊パソコンはエクセル、ワード、ＰＣメールを操作していただき
ます。難しい操作はありません。

不問

他 株式会社　リージェンシー　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル５Ｆ

5人 018-884-1240

パソコン操作／エク
セル、ワード、ＰＣ
メール

100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4386791

事務補助（秋田県警察
本部）　【４／１～】

○一般事務補助業務を担当していただきます。
・パソコンを使用した文書作成、データ入力
　（使用ソフト：ワード、エクセル、一太郎等）
・来客、電話応対
・その他庶務的な業務（文書整理等）




不問

土日祝他 秋田県警察本部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番５号

700人 018-863-1111

不問
2,300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- 4374391

校務事務補助

○校務事務補助業務に従事していただきます。
・教務補助
・印刷業務
・事務補助
・図書業務
・来校者、電話応対
・その他、指示する事項
　＊雇用期間：最長で平成３２年３月３１日までの間で１１ヶ月となり
ます。
　　　　　　（雇用中断１ヶ月あり）

不問

土日祝他 秋田県立　新屋高等学校
毎　週

秋田県秋田市豊岩石田坂字鎌塚７７
－３

50人 018-828-5859

パソコン操作必須
（入力程度できれ
ば可）

50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- 4422691

医療秘書事務

○医師事務作業補助者として業務にあたります。
・入院診断書等の文書作成補助
・外来診療を中心とした診療記録（カルテ）への代行入力
・患者持ち込み文書等の診療記録への取り込み作業
・診療に関するデータ整理、統計業務
・その他付随する業務


不問

土日祝 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

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 4378791

営業事務

・受付及び印字機の操作でトラック重量、荷物重量を計量
・現金支払い
・伝票発行
・電話応対、来客対応など

不問

日他 株式会社　秋田故紙センター
その他

秋田県秋田市寺内字三千刈４６１

18人 018-823-6852

エクセル操作
18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4371591

℡ 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 165,200円～166,200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～62歳 (1) 9時00分～ 8時59分 就業場所
(2) 0時00分～ 9時00分
(3) 9時00分～18時00分

月給

1人 230,000円～350,000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) 8時50分～18時20分 就業場所
(2)10時30分～20時00分
(3)11時30分～21時00分

月給

1人 260,000円～350,000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) 8時50分～18時20分 就業場所
(2)10時30分～20時00分
(3)11時30分～21時00分

時給（月額換算）

1人 155,520円～155,520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

1人 214,000円～214,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 191,500円～371,500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 178,800円～226,600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) 6時00分～15時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)17時10分～ 9時10分

その他

1人 250,000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) 9時00分～19時30分 就業場所

その他

1人 180,000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 不問 (1) 9時00分～19時30分 就業場所

月給

1人 180,000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)16時00分～23時00分 就業場所

月給

2人 243,195円～361,667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)11時30分～21時00分 就業場所
(2)16時00分～23時30分

4ページ中 2ページ

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

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

料金所スタッフ（各料金
所）

○有料道路の料金所で通行料金を収受する業務に従事していただ
きます。
・ＥＴＣ機器等の監視
・トラブル対応
・お客様問い合わせ対応
・料金所内外の清掃作業等
・有料道路上の移動のため社有車（ＡＴ限定可）使用
・その他、付随する業務
＊協和料金所及び秋田南料金所は料金精算機のモニター監視やイ
ンターフォンによるお客様対応となります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ネクスコ・トール東北　秋
田事業部その他
秋田県秋田市上北手古野字大繋沢
３０－２

107人 018-829-2176

パソコン（エクセル・
ワード）入力程度

1,600人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 4370291

販売スタッフ・ギフトアド
バイザー（秋田店・正社
員）

＊ブランドバッグ・小物・ジュエリー・時計等、幸せなプレ
　ゼント選びのお手伝いをする仕事です。
（ブランド品や当社オリジナルブランドの販売・商品管理・ディ
スプレイ等）
＊未経験者の方も努力次第で様々なキャリアアップが可能
　です。
＊年間休日１２０日で土日祝も交替でお休みいただけます。
＊安心の東証ＪＡＳＤＡＱ上場企業で働きませんか。

不問

他 株式会社　ハピネス・アンド・ディ
その他

東京都中央区銀座１－１６－１　東貨
ビル４Ｆ

4人 03-3562-7523

不問
400人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-29156891

販売・ギフトアドバイ
ザー（秋田店／全国転
勤の正社員）

＊転勤できる方を募集します
＊家具・家電付の社宅をご用意いたします
＊ブランドバッグ・小物・ジュエリー・時計等、幸せなプレゼント
選びのお手伝いをする仕事です
（ブランド品や当社オリジナルブランドの販売・商品管理・ディ
スプレイ等）
＊未経験の方も努力次第で様々なキャリアアップが可能です
＊年間休日１２０日で土日祝も交替でお休みいただけます。
＊安心の東証ＪＡＳＤＡＱ上場企業で働きませんか

不問

他 株式会社　ハピネス・アンド・ディ
その他

東京都中央区銀座１－１６－１　東貨
ビル４Ｆ

4人 03-3562-7523

不問
400人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-29171891

販売員

～東北出店第１号店です～
　今話題の食のセレクトショップ
●自家製造のこだわりの調味料や食材の販売業務
　・商品販売・接客業務、食品管理（商品陳列や補充等）
　今話題の安心・こだわり食品のセレクトショップです
　お正月のテレビ番組でも特集紹介されました
　ワインやジャム・パスタ・各種ソース、また日本の各地域
　のこだわり食品に囲まれて、試食・試飲をお客様にして
　もらいながら販売する楽しくオシャレなショップです

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 株式会社　タカヤ
その他

秋田県鹿角市花輪字八正寺１－２
タカヤ旭町オフィス２階

14人 0186-30-0123

不問
120人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05080-  547691

ルートセールス

○既存顧客に対し、納品業務とサーバーのメンテナンスを
行っていただきます。
・電話や訪問による受注業務
・サーバーのメンテナンス
＊活動エリア：県内
・社用車使用（ＡＴ車）
※初めは２人体制で業務を行っていただき、慣れてきたら、一
人での活動になります。丁寧な指導をいたしますので、　初め
ての方でも安心して応募してください。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ユニマットライフ
毎　週

秋田県秋田市川尻大川町３－４

14人 018-866-5041

不問
2,687人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4368991

セールスエンジニア

○空調機器、昇降機、自家発電設備、受配電機器（トランス、ブレー
カー、コンデンサー等）、ＦＡ機器、ロボット、省エネ支援機器（デマン
ド監視機器、エネルギー計測ユニット等）、電子通信機器、ＪＲ関連
の電気機器品及び試験装置、その他電気機器品を顧客に技術提案
し、販売営業を行います。
・社用車使用
＊販売先は提携先工場、建設会社、電気設備業者など
※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

仕事の内容欄に記載の製品等の取扱い経験
電気設計、プログラミング、ＦＡ設備、公共事業の営業経験

土日祝他 菱明三菱電機機器販売　株式会社
毎　週

秋田県秋田市旭北寺町１－２

55人 018-862-5511

58人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4391691

介護職員　【介護福祉
士】
（栄寿苑）

○施設内で介護業務に従事していただきます。
・施設（入所者１００名、通所者１０名）における介護業務
・食事、入浴、排泄等の介護
・２９人体制で対応します。
　（交替勤務のため人数の変動あり）　　　　　　　　　
・夜勤は月５回位あります。



介護福祉士

日他 社会福祉法人　栄寿苑福祉会
毎　週

秋田県南秋田郡八郎潟町真坂字沢
田４３－１０

64人 018-875-3881

不問
124人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4423991

理容師（中習・顔剃り・
泉登木店）【５２３０－２】

理容師（中習・顔剃り）

　＊理容資格ある方：理容業務全般

　＊中習および理容学校卒業者
　　顔剃り・シャンプー・カラー等

　＊面接は店舗にて行います。


理容師免許

他 株式会社　カットツイン
その他

大阪府高槻市芥川町１－７－２６　カ
ワノビル５階

3人 072-685-0767

不問
1,100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
27150- 5062591

理容師（未経験者・泉
登木店）【５２３０－３】

理容師（未経験者）

　＊見習いは理容師資格を目指す方は応募可
　　中習・見習いの方は、補助業務をして頂きます。

　＊見習いの方には理容師資格取得支援制度あり
　　（諸規定あり）

　＊面接は店舗にて行います。

不問

他 株式会社　カットツイン
その他

大阪府高槻市芥川町１－７－２６　カ
ワノビル５階

3人 072-685-0767

不問
1,100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
27150- 5063191

（我楽）和食調理＜急
募＞和食経験者

○和食店「我楽」での調理業務を担当していただきます
・魚料理（刺身等）のできる方を希望します。

＊調理経験があって和食が初めての方は見習いから指導し
ます。
＊フリー、宴会、貸切宴会等を行っております。
＊総客席３８席です。

＊勤務開始日は相談に応じます。

不問

他 株式会社　春夏秋冬
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目１－５　我
楽ビル２Ｆ

9人 018-874-8208

和食経験４年以上
32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4393491
有限会社　あべ乃グループ

その他
秋田県秋田市仁井田目長田１丁目１
６－７－１０６

14人 018-893-4675

不問

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）・電
気または管工事施
工管理技士、冷凍
空調機器施工技能
士、昇降機検査資
格者、自家発電設
備専門技術者等の
資格。※一部でも
可

55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4406691

調理【唐橋茶屋／駅前
ホテル飲食店】

○秋田の玄関口である「秋田駅前」と「秋田空港内」に店を構
える会社です。
・秋田駅西口前のホテルα－１のレストラン「唐橋茶屋」にて、
郷土料理など和食の調理全般を担当していただきます。
・経歴、経験に応じて待遇面など積極的に考慮いたします。
・和食の経験が無い方でもやる気のある方には一から教えま
すので、料理人としてのスキルを身に着けられます。
＊総席数は６０席、県内外のお客様で賑わう明るく安定した
職場です。

不問

他



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

4人 180,000円～256,000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 就業場所

月給

1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

2人 237,515円～353,227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 就業場所

月給

1人 148,200円～148,200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

時給（月額換算）

1人 168,000円～168,000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) 6時00分～14時30分 就業場所
(2) 9時30分～18時00分
(3)11時30分～20時00分

月給

2人 200,000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 18歳～59歳 就業場所

月給

2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～59歳 就業場所

月給

1人 150,000円～180,000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
(2)18時00分～ 8時00分

月給

2人 140,000円～160,000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

時給（月額換算）

10人 211,200円～211,200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～ 2時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

平成31年3月1日発行（平成31年2月28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

すし職人（一般職）【秋
田】

○回転寿司店のすし職人としての下記の業務に従事してい
た
　だきます。
・カウンター内での対面業務
・すしの握り、魚さばき
・お客様対応、注文受け
・その他、付随する業務

＊就業場所は面談のうえ決定します。
＊正社員登用可能性あり。

不問

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

70人 018-893-4468

不問
90人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 4418891

【急募】洋食調理及び
調理補助（アンサナ）

○イタリアンからスペイン料理の洋食店『アンサナ』での調理
業務全般に従事していただきます。
・仕込み
・調理及び調理補助
・後片付け　等

＊３人体制で行います。
＊土・日・祝日勤務可能な方を希望します。


不問

火他 株式会社　春夏秋冬
その他

秋田県秋田市中通２丁目１－５　我
楽ビル２Ｆ

6人 018-874-8208

洋食店での調理経
験ある方

32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4396291

調理（中華・洋食）【秋
田茶房／秋田空港内】

○秋田の玄関口である「秋田駅前」と「秋田空港内」に店を構
える会社です。
・秋田空港内のレストラン「秋田茶房」にて、中華・洋食系の調
理全般を担当していただきます。
・経歴、経験に応じて待遇面など積極的に考慮いたします。
・中華・洋食経験の無い方でも丁寧に指導します。

・総席数は約１００席、県内外のお客様で賑わう明るく安定し
た職場です。

不問

他 有限会社　あべ乃グループ
その他

秋田県秋田市仁井田目長田１丁目１
６－７－１０６

11人 018-893-4675

不問
55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4409791

調理師

○保育園内にて、園児・職員の給食業務を担当して頂きます
・食材の調達、献立作成、調理、片付け等
・約２００名分の昼食と午前、午後のおやつ作りを、５名のス
タッフで調理します。
＊慣れるまで職員が丁寧に教えていきますので、心配はいり
ません。
＊雇用期間は１年ごとの契約更新となりますが、能力・勤務
成績・勤務態度によって正職員採用となります。

調理師資格

日祝他 社会福祉法人　新屋厚生会　勝平保
育園毎　週
秋田県秋田市新屋松美が丘南町　１
６－１３

40人 018-823-4520

不問
40人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 4385491

≪急募≫給食業務

○「中通リハビリテーション病院」での給食業務です。
・調理業務全般
（一般食・特別食・嚥下食　等）
＊１８０食程度を２０名で調理します。
＊就業時間（１）～（３）の交替制。
　時間については相談に応じます。
＊６ヶ月毎の契約更新あります。

不問

他 社会医療法人　明和会　中通リハビ
リテーション病院その他
秋田県秋田市中通６丁目１－５８

270人 018-833-1131

不問
1,591人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 4413391

調理長候補

＊洋風料理を中心に、和のテイストを取り入れたビストロ・バ
ル風の飲食店です。昼はパスタ中心のランチメニュー、夜は
お酒のおつまみから食事まで、ジャンルを問わず幅広いメ
ニューがあります。
＊調理業務全般の他、仕入・発注・メニュー考案なども担当し
ていただきます。

不問

他 株式会社　フード・ボックス
その他

能代市二ツ井町字三千苅　４－５

8人 0185-73-3737

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05020- 1008891

調理師、調理師見習い

＊洋風料理を中心に和のテイストを取り入れたビストロ・バル
風の飲食店です。昼はパスタ中心のランチメニュー、夜はお
酒のおつまみから食事まで、ジャンルを問わず幅広いメ
ニューがあります。
＊キッチンでの仕込作業、調理、盛込など、調理全般に関わ
る業務を担当していただきます。

不問

他 株式会社　フード・ボックス
その他

能代市二ツ井町字三千苅　４－５

8人 0185-73-3737

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05020- 1009291

接客、施設管理（ユアシ
ス）

○簡易宿泊所のフロント業務に従事していただきます。
・電話応対　・料金の精算業務
・入浴受付業務及び浴場清掃等
・その他、付随する業務
・施設管理業務
＊稀に宿直勤務有：就業時間（２）

不問

他 株式会社　雄和振興公社
毎　週

秋田県秋田市雄和妙法字糠塚１－１

15人 018-881-3011

不問
44人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4380191

繊維製品加工

○繊維製品加工の現場スタッフとして従事していただきます。
・機械を操作して合繊糸を撚り合わせていく仕事です。

＊未経験の方でも大丈夫です。丁寧に指導します。

＊作業着を貸与します。

不問

日祝他 東北製綱　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内大小路２０７－１３

30人 018-845-1101

不問
60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4379891

電気機器製造（交替
制）　　　　【五城目町】

○電気機器を製造している会社で、手作業でのコイル巻き付
けや、金属仕上げ作業を行っていただきます。

※その他、付随する作業あり。

＊就業開始日相談可能

不問

日他 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

20人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県南秋田郡五城目町

平成31年3月18日～平
成31年4月30日 雇用・労災

05010- 4388291

℡ 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 152,000円～200,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 191,500円～371,500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

時給（月額換算）

2人 121,520円～121,520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00分 就業場所
～平成31年8月2日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4376991

毎　週
秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

0人 018-893-5805

不問
22人 秋田県秋田市

58人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4389591

商品のセット作業「秋田
市」

【主な仕事の内容】
○商品の仕分け及び詰め込み作業を担当していただきます。
＊主に立作業となります。
＊初心者の方も丁寧に指導いたします。

※作業用ジャンパーを貸与します。
※面接後、工場見学も可能です。
※明るい職場です。

不問

金土 株式会社　テイケイコーポレーション

電気制御技術者

○電気制御技術者として従事していただきます。
・ＣＡＤを使用した電気図面の作成
・シーケンスプログラム、タッチパネル画面の設計
・制御盤、操作盤配線工事
・その他、付随する業務　
・社用車使用

※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）

土日祝 菱明三菱電機機器販売　株式会社
毎　週

秋田県秋田市旭北寺町１－２

55人 018-862-5511

ＦＡシステム設計の
経験者

不問
355人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4398191

＊中型自動車免許
（限定・ＡＴ不可）以上
＊建設機械２級整備
士あれば尚可

日他 株式会社ほくとう秋田支店
その他

秋田県秋田市御所野下堤４丁目２－
１

5人 018-838-4755

4ページ中 4ページ

平成31年3月1日発行（平成31年2月28日受付分)　Ｎｏ．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

建設機械の整備

＊建設機械（バックホー、ブルドーザー、レンタルハウス、
レンタルトイレ等）やレンタカーの点検及び整備、修理
（出張修理も含む）
［主な業務内容］
・バックホーの積み下ろし
・キャリアダンプ車両等の敷鉄板等の積み下ろし
・レンタル機械の貸し出し、返却業務の対応
・現場への納品及び出張修理
※経験者の場合、優遇いたします。

●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！

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　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　４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：ヤマト運輸㈱秋田法人営業支店【荷受作業（イオンモール秋田内）】＞

　２．　３月１４日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　※開催場所：ハローワーク秋田２階　大会議室
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：㈱プレステージ・インターナショナル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【受付スタッフ、見積・申込書受付業務、総務担当、保育士　等】＞

『会社説明会』のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

4人 200,000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00分～17時00分 就業場所

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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 321,600円～525,000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 就業場所

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)17時00分～ 9時00分

日給（月額換算）

1人 138,180円～138,180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)10時30分～19時15分
(3) 9時30分～18時15分

日給（月額換算）

1人 134,000円～134,000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20分～16時50分 就業場所

月給

1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 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 165,700円～174,700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30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 151,200円～151,200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15分～17時15分 就業場所

月給

1人 143,669円～229,911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

不問
63人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13010-30160791

不問

日他 日本スプライススリーブ株式会社
その他

東京都中央区日本橋箱崎町１７－１
箱崎リージェントビル２Ｆ

0人 03-5642-6120

平成31年3月4日発行（平成31年3月1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

品質検査・検査立会／
秋田市

建設資材（鉄筋継手）の外注製造（ＯＥＭ）における製品検査
／検査立会

公共補償業務

・秋田県及び各市町村からの業務委託による公共補償業務
（建物、物件、立木等の調査を含む）
・不動産鑑定（大型建物の積算）
・ＣＡＤ操作あり

＊調査等の外出時は社用車使用（ＡＴ限定可）

＊現場は主に秋田県内


＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）必須
＊公共補償業務管
理士　尚可

土日祝他 シンコウ補償　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山王中園町３－２９

11人 018-865-4718
＊ＰＣ操作できる方
（ワード・エクセル）
＊ＣＡＤ操作経験
必須

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4491791

薬剤師／秋田市・大館
市

◇ドラッグストアでのＯＴＣ薬剤師業務

・他のドラッグストアには無い「１店舗２ライン制」に
より、店舗運営業務から独立した立場でＯＴＣ薬剤師業務
（ＯＴＣカウンセリング、医薬品管理業務など）を行うことが出
来ます。

＊ＯＴＣカウンセリングに必要な知識教育や入社研修も毎月
実施致しますので、ＯＴＣ未経験者の方でも安心できる会社
です。

薬剤師免許取得者

他 株式会社　サンドラッグ
その他

東京都府中市若松町１－３８－１

15人 042-369-6218

不問
8,446人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13200- 4436691

看護「ショートステイあ
らや」

○看護業務に従事していただきます。
・施設における入居者様の健康管理、相談、生活のお世話
・服薬準備と管理
・医療機関との連携
・日常生活に必要な医療行為の手伝い

※１月に急な退職者ありの為


看護師、准看護師

他 株式会社　ももさだ
その他

秋田県秋田市新屋沖田町７－２

21人 018-828-0008

不問
21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4559091

司書（臨時職員）

○カウンター業務（本の貸し出しおよび返却等）　
○図書資料の整理や運搬等

＊就業時間　
　（１）通常の勤務　
　（２）平日の遅番
　（３）土、日、祝日の遅番

司書または司書補
（取得中の者も可）

他 秋田県立図書館
毎　週

秋田県秋田市山王新町１４－３１

40人 018-866-8400

不問
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- 4504491

臨時的任用職員（事
務）

○秋田工業高等学校において、
　高等学校等就学支援金業務に従事していただきます。
　
・申請書、届出書のチェック
・保護者への連絡、印刷・発送
・パソコン入力作業
・その他当該業務に関すること

不問

土日祝他 秋田県立秋田工業高等学校
毎　週

秋田県秋田市保戸野金砂町３－１

81人 018-823-7326

パソコン操作（一太
郎・エクセル等）

81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- 4427291

一般事務

○当社で運営する飲食店「焼肉快席　炎刃（ほむらば）」、「山
王デリカテッセン」の事務業務を行っていただきます。
【主な担当業務】
・社内での各種書類作成、ＰＣによる各種システムへの入力
業務
・電話対応、来客対応
・その他付随する業務

＊事務連絡等の外出用務の際は、自家用車使用となりま
す。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 ひとによし　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字中谷
地６６

0人 018-838-5139

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4495191

事務員

○介護老人福祉施設及びケアハウスにおいて事務業務に従
事していただきます。
・介護給付費等の請求業務
・電話対応、来客対応
・関係書類の提出業務、銀行等への外出業務
（外出時は施設車輌を使用）
・施設公共設備の清掃、物品管理
・その他、付随する業務
＊業務は指導します。

簿記３級以上（日
商）
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　新成会　特別養護老
人ホーム新成園毎　週
秋田県秋田市浜田字元中村２８０－
９

67人 018-828-0022

パソコン操作（エク
セル、ワード）

基本的なＰＣ操作
スキル（メール含
む）必要
【Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌを使
用した入力業務等
の事務経験があれ
ば尚可】

136人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4515291

一般事務／秋田年金
事務所
【特定業務契約職員】

公的年金業務において、ＰＣ入力、書類確認・整理、電話・窓口対応
等を行う仕事です。具体的には次のいずれかに関する業務をお願い
します。
＊社会保険届出の受付、審査、入力等
＊年金相談や照会等の処理
＊記録の整備・提供等
＊戸別訪問による年金制度説明及び各種届出勧奨
＊総務事務等
●男女問わず活躍している職場です。
　皆様からのご応募をお待ちしております。

土日祝他 日本年金機構
毎　週

東京都杉並区高井戸西３丁目５番２
４号

51人 03-5344-1100

22,000人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

13080-20132791

小・中学校の学校図書
館支援員（八郎潟町）

○公立小・中学校にて学校図書館の整備・授業支援等に従
事していただきます。
・学校図書館の環境整備、授業支援
・学校図書館のデータベース化
・読み聞かせ　他

＊パソコンのワープロ、表計算ソフトに十分な技能を持って
　いる方を希望します。
＊本人の勤務状況により、契約更新の可能性あり

不問

土日祝 秋田県　教育庁　義務教育課
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１番１号

30人 018-860-5141

不問
30人 秋田県南秋田郡八郎潟町

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- 4435291

℡ 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

4人 143,669円～229,911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）

4人 137,600円～137,600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

時給（月額換算）

1人 134,160円～134,160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

時給（月額換算）

1人 115,080円～135,720円
就業場所

無期雇用派遣 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 130,000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) 9時15分～19時00分 就業場所
(2) 9時15分～17時45分

月給

1人 200,000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 35歳以下 (1) 9時00分～18時30分 就業場所

月給

1人 140,000円～164,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 6時30分～14時30分 就業場所
(2)11時00分～19時00分
(3) 7時00分～15時00分

月給

1人 150,000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 (1) 8時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 196,300円～261,800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 154,000円～154,000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15分 就業場所
(2)16時00分～ 9時30分
(3) 6時30分～15時15分

月給

1人 161,500円～204,700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30分～17時15分 就業場所
(2)16時00分～ 9時30分
(3) 6時30分～15時15分

4ページ中 2ページ

平成31年3月4日発行（平成31年3月1日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

小・中学校の事務職員
（秋田市）

○公立小・中学校にて事務業務に従事していただきます。
・学校予算に関する事務
・児童生徒、職員に関する事務
・その他付随する業務

＊パソコンのワープロ、表計算ソフトに十分な技能を持って
いる方を希望します。
＊本人の勤務状況により、契約更新の可能性あり平成31年4月1日～平

成31年9月30日 雇用・公災・健康・厚生
05010- 4439391

不問

土日祝 秋田県　教育庁　義務教育課
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１番１号

30人 018-860-5141

66人 018-883-1841

パソコン（ワード、エ
クセル）操作の出
来る方

パソコンのワープ
ロ、表計算ソフトに
十分な技能を持っ
ている方

30人 秋田県秋田市

不問

土日祝 全国健康保険協会秋田支部

事務補助（～４／３０）

○健康保険や健診事務に関する各種届出等の受付業務及
び事務補助に従事していただきます。
・パソコン入力作業（受付書類をもとに入力）
・受付書類の開封、整理等

不問

土日祝 全国健康保険協会秋田支部
毎　週

秋田県秋田市旭北錦町５－５０　シ
ティビル秋田２階

パソコン（ワード、エ
クセル）操作の出
来る方

4,400人 秋田県秋田市

4,400人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年4月30日 労災

05010- 4520791

事務補助（～５／３１）

○健診事務に関する各種届出書の受付業務及び事務補助
・パソコン入力作業（受付書類をもとに入力）
・受付書類の開封作業、整理等



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

毎　週
秋田県秋田市旭北錦町５－５０　シ
ティビル秋田２階

66人 018-883-1841

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4485591

平成31年4月1日～平
成31年5月31日 雇用・労災

05010- 4527691

医療事務「秋田市」【急
募】

【主な仕事の内容】
・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。
※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

6人 018-832-3637

業務でのコンピュー
タ操作経験がある
方

3人 018-893-5805

不問
11人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 秋田ハウス　株式会社

受付・医療事務

○医療事務全般
・窓口受付
・会計
・診療補助

＊就業時間について
・（２）は土曜日の勤務時間
・水曜日は院長の要請に応じて出勤していただく場合があり
ます。

不問

水日祝他 小泉耳鼻咽喉科
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目１－４１

不問
21人 秋田県由利本荘市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4521891

工務作業員

○お客様、取引先等との工事や仕様、インテリア等の
　打ち合わせに従事して頂きます。
【主な担当業務】
＊お客様、取引先との打ち合わせ
＊パソコンによる資料・図面等の作成
＊パソコンでの資料作成等は、指導いたします。
＊外回りは社用車（ＡＴ車）を使用します。
＊社用携帯電話を支給します。

バス乗車券発売所
その他

秋田県秋田市東通仲町４番５号

隔　週
秋田県由利本荘市川口字後野１９－
５

21人 0184-23-2848

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4440791

雇用・労災・健康・厚生
05050-  923091

窓口業務

・秋田中央交通（株）からの業務委託による事業所です。
・秋田中央交通の高速バス（東京・仙台）や定期券、回数券の
販売とバス時刻や運行路線の案内などをしてもらいます。
・秋田駅バスターミナルの西口、東口案内所での窓口業務

＊窓口業務にあたって教育期間を２～３か月予定し、マン
ツーマンで指導します。

不問

他

3人 0172-88-3096

不問

9人 018-833-0176

パソコン基本操作
9人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 渡辺パイプ株式会社　秋田サービス
センター

ルート営業（秋田営業
所）

○秋田市を拠点に秋田県内の小売店、酒店、観光施設を
廻っ　て珍味、食品、土産品等を販売いたします。
○ルート営業主体ですが、新規営業もあります。
○「ハイエースロングバン」の社有車を使用して業務を行いま
す。

・問屋という仕事柄、値段・商品名・規格等覚える事が
　多いです。又、新商品・季節商品も多く納品先や単価の
　把握が必要です。

普通自動車免許
（マニュアル）

土日 株式会社　ちとせフーズ
毎　週

弘前市千年１丁目６－７

不問
4,700人 秋田県秋田市

25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
02030- 2484091

ルート営業

○管工機材、建築資材を扱うスタッフとして、水道工事店、
設備店、工務店、ハウスメーカー様などを訪問し、資材の提
案をします。


社会福祉法人　豊生会　ふれ愛の里
毎　週

秋田県秋田市豊岩小山字中山２１６
－２７

毎　週
秋田県秋田市川尻若葉町５－５

8人 018-824-7011

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 4473491

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4459891

介護員

○介護老人福祉施設における入所者（約１００名）の介護業
務になります。
・食事、入浴、排泄等の身体介護
・４３名のスタッフで介護業務を担当します。
※キャリアアップのための各種研修あり
※勤務：（１）～（４）のシフト制
　夜勤は月４回程度あります。　
※働き方改革関連認定企業【若者雇用促進法に基づくユー
スエール認定企業】

不問

他

毎　週
秋田県秋田市豊岩小山字中山２１６
－２７

81人 018-888-8201

１年以上の業務経
験者　ブランクのあ
る方応募可

81人 018-888-8201
１年以上の業務経
験者　ブランクのあ
る方応募可

　

111人 秋田県秋田市

111人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4470391

介護福祉士

○介護老人保健施設における入所者（約１００名）の介護業務になり
ます。
・食事、入浴、排泄等の身体介護
・４３名のスタッフで介護業務を担当します。

※キャリアアップのための各種研修あり
※勤務：（１）～（４）のシフト制
　夜勤は月４回程度あります。
※働き方改革関連認定企業【若者雇用促進法に基づくユースエール
認定企業】

介護福祉士

他 社会福祉法人　豊生会　ふれ愛の里



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～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 就業場所

月給

1人 135,000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 不問 (1) 5時30分～15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～230,000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30分 就業場所

月給

1人 220,000円～350,000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～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 171,750円～183,200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 208,300円～208,300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 240,000円～350,000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 220,000円～350,000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～18時00分 就業場所

月給

1人 168,000円～216,000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 156,000円～193,000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

平成31年3月4日発行（平成31年3月1日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

調理

○レストランでの調理を担当します。
・和食、洋食の調理
（男鹿産の活魚・鮮魚を使った魚料理や和洋定食の他、ラー
メン、うどん、そば、寿し、焼肉、各種専門料理）



普通自動車運転免
許（通勤用）
（調理師資格あれ
ば尚可）

他 有限会社　戸田苑
毎　週

秋田県潟上市天王字江川谷地７４－
７４

25人 018-878-3750

不問
25人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05011-  376991

調理員

○入所者様の食事提供業務に従事していただきます。
・調理、盛り付け、食器洗浄など厨房内業務全般
・３９名分の食事（朝、昼、夕）を３～４名体制で対応していま
す。
　

不問

他 医療法人　杏仁会　ショートステイ杏
その他

秋田県秋田市桜二丁目１７－２３

31人 018-874-8880

不問
66人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4465491

鉄工、機械整備工

・工場内設備メンテナンス（配管、架台、鉄骨製作取付作業）
業務
・工場のクレーン、コンベア等の機械整備
・配管や鉄骨の溶接による取付作業
・足場の組み立て（高所作業）
・その他、土木系建設工事作業もあり



ガス溶接又はアー
ク溶接

日祝他 株式会社　ワタケン
その他

秋田県秋田市向浜２丁目１－１

13人 018-865-2363

不問
13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 4487091

ＦＲＰ防水工事等／秋
田支店

・屋上・バルコニーなどにＦＲＰ防水層を張る工事
・取引先への訪問営業　
・シロアリ等、害虫駆除　など
業界Ｎｏ．１の給与を目指しており、努力すればするほど昇給するこ
とができます。上記の業務以外にも、ハウスメーカーや工務店を通じ
ての敷地調査、地盤調査、地盤改良、床暖房、瑕疵担保取次、断熱
工事、シロアリ駆除、リフォーム工事、等を行っております。
これら業務全般を手伝って頂くこともあります。

＊経験のない業務でも、丁寧に指導・教育致します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ピコイ
その他

東京都千代田区神田東松下町１７
フリージアグループ本社ビル５Ｆ

5人 03-6635-1833

不問
307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-29569791

建物解体現場での補助
作業

○建物解体現場での準備、ゴミの分別、片付け等補助作業
全般に従事していただきます。

＊現場は主に秋田市内となります。
＊基本、直行直帰となります。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 マルキ商会
その他

秋田県秋田市手形山西町１

1人 080-6014-5482

不問
1人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 4486191

左官工

・左官およびタイル工事、他
・会社が指示する工事作業全般
・一般住宅の外壁工事がメイン
・社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 ブルック　株式会社
その他

秋田県秋田市卸町５丁目１－３５

6人 018-863-8797

左官工事実務経験
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4462391

配管工及び現場監督

○配管工業務全般に従事していただきます。
・建築物の屋内外の給排水工事
・衛生設備工事
・給湯器の取付、その他
・社有車使用

配管工事経験１年以上



日祝 キバ水道　株式会社
その他

秋田県秋田市桜１丁目１６番１７号

4人 018-834-1317

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4478191

・普通自動車免許ＡＴ
限定可　必須
・２級土木施工管理
技士か２級管工事施
工管理技士あれば尚
可

住宅メンテナンス工事
／秋田支店

●住宅の基礎の補強・補修工事
●内外装のリフォーム・塗装・防湿工事
●防水・断熱・シロアリ駆除工事など

業界Ｎｏ．１の給与を目指しており、努力すればするほど昇給するこ
とができます。上記の業務以外にも、ハウスメーカー・工務店を通じ
ての敷地調査、地盤調査、地盤改良、床暖房、瑕疵担保取次、防
水・断熱・シロアリ駆除・リフォーム工事等を行っております。これら
業務全般を手伝っていただくこともあります。
＊経験のない業務でも、丁寧に指導・教育いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ピコイ
その他

東京都千代田区神田東松下町１７
フリージアグループ本社ビル５Ｆ

5人 03-6635-1833

不問
307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-29734691

土木作業員　≪急募≫

・当社が受注する各現場において重機作業等の補助作業に
従事していただきます。

＊就業場所は主に秋田市内
＊現場へは各自の車で向かいます。

・中型自動車運転
免許または車両系
（種別問わず）

日他 合同会社　環境保全サービス
隔　週

秋田県秋田市楢山本町９－５

5人 018-893-5593

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4514891

営業アシスタント（秋田
営業所）

秋田営業所に勤務し、確立された販売ルートを中心に主に医
療機器の納品を行っていただきます。
・県立病院・総合病院から開業医まで、あらゆる医療機関が
得意先です。


＊エリアは秋田県内全域、社有車を使用します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　三櫻
その他

岩手県盛岡市名須川町２４－１

5人 019-624-1488

不問
29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 03010- 5946091

℡ 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 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) 8時40分～17時30分 就業場所

月給

2人 180,000円～200,000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

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4460191

下水道管渠清掃業務
等

○下水道管渠清掃業務等を担当していただきます。
・下水道管渠修繕改築（各種更生工事）
・下水道管渠メンテナンス
（清掃・ＴＶカメラ調査・産業廃棄物収集運搬）
・建築物メンテナンス（貯水槽・配水管清掃）
＊作業着は貸与します。
＊管渠（かんきょ）とは、水路の総称
　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

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
大型自動車免許尚
可

日祝他 山岡工業株式会社
その他

秋田県秋田市御所野湯本２丁目１－
５

87人 018-826-1616

不問

不問
21人 秋田県秋田市

92人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 4492891

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 丸島商事　株式会社
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目１２－１

17人 018-833-7521

4ページ中 4ページ

平成31年3月4日発行（平成31年3月1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

配送業務

○秋田市内のルート配送業務に従事していただきます。
・取扱い商品は、衣料品となります。
・社用車（軽バン使用）

＊新規開拓はありません。


