
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 150,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時30分 就業場所

月給

1人 200,000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 193,000円～241,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 193,000円～241,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 193,000円～241,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 175,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 180,420円～203,850円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 170,000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 45歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 250,000円～250,000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 230,000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 39歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

柔道整復師・理学
療法士・あん摩マッ
サージ指圧師・鍼
灸師のいずれか
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

社会福祉士または
社会福祉主事また
は
介護支援専門員
（実務１年以上）
いずれか
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
「介護」

・福祉用具専門相
談員又は国家資格
（介護福祉士、社会
福祉士　等）
・普通自動車免許
ＡＴ限定可
・介護経験者
・ＰＣ入力できる方
（必須）

・パソコン（ワード、
エクセル、メール
等）の操作が可能
な　　方。
・普通自動車免許
（ペーパー不可）ＡＴ
限定可。
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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

コンピュータサポート業
務

○コンピュータサポート業務を担当していただきます。
・お客様からのパソコン、サーバー全般に関するサポート業
務を行います。
・ＯＳはＷｉｎｄｏｗｓです

土日祝他 株式会社　アペックス
毎　週

秋田県秋田市外旭川字大谷地１６３
－２７

25人 018-880-2180

・専門学校または
大学でコンピュータ
を専攻した方は経
験不問
・上記以外の方は、
コンピュータサポー
ト業務またはシステ
ム開発の実務経験
必須

31人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6670891

看護職員（デイサービ
ス）

・デイサービスでの高齢者の機能訓練指導に従事していただ
　きます
・高齢者の方の対応　他付随する業務

＊勤務時間は相談に応じます。

＊ブランクのある方、安心して応募可。

看護師又は准看護
師免許
普通自動車免許／
ＡＴ可

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

不問
29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6588691

機能訓練指導員【土
崎】（デイサービス）

○機能訓練専門デイサービス（半日型）の機能訓練指導員と
して次の業務を担当していただきます。
・機能訓練のメニュー作成
・マッサージ、ストレッチ
・送迎（ＡＴワゴン車使用）
・その他付随する業務

＊利用者様が充実した自立生活を送れるよう、その人に必要
　な機能訓練を提供する大切な仕事です。

日祝他 株式会社　プライムハウス
その他

秋田県秋田市仁井田本町３－１２－
３２

10人 018-893-4466

87人 秋田県秋田市

柔道整復師・理学
療法士・あん摩マッ
サージ指圧師・鍼
灸師のいずれか
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6569091

機能訓練指導員【広
面】（デイサービス）

○機能訓練専門デイサービス（半日型）の機能訓練指導員と
して次の業務を担当していただきます。
・機能訓練のメニュー作成
・マッサージ、ストレッチ
・送迎（ＡＴワゴン車使用）
・その他付随する業務

＊利用者様が充実した自立生活を送れるよう、その人に必要
　な機能訓練を提供する大切な仕事です。

日祝他 株式会社　プライムハウス
その他

秋田県秋田市仁井田本町３－１２－
３２

10人 018-893-4466

87人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6571491

柔道整復師・理学
療法士・あん摩マッ
サージ指圧師・鍼
灸師のいずれか
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

機能訓練指導員【山
王】（デイサービス）

○機能訓練専門デイサービス（半日型）の機能訓練指導員と
して次の業務を担当していただきます。
・機能訓練のメニュー作成
・マッサージ、ストレッチ
・送迎（ＡＴワゴン車使用）
・その他付随する業務

＊利用者様が充実した自立生活を送れるよう、その人に必要
　な機能訓練を提供する大切な仕事です。

日祝他 株式会社　プライムハウス
その他

秋田県秋田市仁井田本町３－１２－
３２

10人 018-893-4466

87人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6572791

生活相談員

○半日型デイサービスにおける相談業務全般の仕事に就い
ていただきます。利用者の送迎や連絡調整などの業務もあり
ます。

＊利用者１８名（午前１８名／午後１８名）

土日他 合同会社　ケアライフゆり
毎　週

秋田県秋田市牛島東７丁目２９－１２

13人 018-853-6916

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6656191

福祉用具専門相談員
（ニチイケアセンター御
所野）

○ディサービス・訪問介護の利用者や施設・病院等への福祉
用具のレンタル、販売（商品提案）、納品、組立作業等の業務
に従事してもらいます。

＊１ヶ月、月平均１７０時間のシフト勤務になります。
＊担当地区は、秋田市、県南、男鹿市、南秋、由利本荘市と
なります。
○働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

他 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
その他

秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

32人 018-835-4276

94,964人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6702291

テレビ番組及びＣＭ等
の映像制作業務

・ロケ現場での演出／撮影／音声等の業務／撮影したもの
の編集業務
・取材や打合せ等で外出があります。（県内の移動はＡＴ社有
車）
・業界の専門用語並びに映像機材の使用方法等についての
理解があればなお可
・映像制作にあたり「演出する力」は重要です。自身で描いた
構想を映像で表現してみませんか。
・元気でやる気が求められます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　イノベーション・ワークス
毎　週

秋田県秋田市大町１丁目３－３６

10人 018-893-6530

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6584591

特別任用職員（総合相
談支援担当者）

当センター総合相談課において、以下の業務を行います。
○起業・創業に関する支援制度利用者に対するフォローアッ
プ訪問。
○起業家展示会等イベント開催に伴う情報発信や起業家の
掘り起こし、事務補助作業。
○事業者、起業予定者等からの各種相談に対し情報提供を
行い、相談内容に応じて、当センター内の各部門担当者に取
　り次ぐ。  その他総合相談課の事務補助作業。
　外出用務には公用車（ＡＴ車）を使用。

土日祝他 公益財団法人　あきた企業活性化セ
ンター毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１－１

51人 018-860-5603

53人 秋田県秋田市
平成31年4月17日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6562991

セールスアドバイザー
／秋田
（在籍出向）

入社後は研修もあるので、未経験でも安心してスタート可能
です。
法人各社に対し、国策により今後伸びてくると予想される今
注目のＬＥＤ照明等のエコ事業をメインに、オフィスに欠かせ
ない「通信機器やＯＡ機器」等の提案営業を行います。すべて
の企業がお客様になる可能性を秘めており、地域に密着して
のお仕事です。

不問

日祝 株式会社　エフティグループ
その他

東京都中央区日本橋蛎殻町２－１３
－６　ユニゾ水天宮ビル（常和水天宮

17人 03-5847-2777

不問
1,359人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-43467591

℡ 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 155,000円～155,000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 18歳以上 (1) 8時30分～16時05分 就業場所
(2)18時00分～ 8時30分

月給

1人 160,000円～196,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～196,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 132,600円～132,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時20分～16時50分 就業場所

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 138,240円～138,240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 就業場所

月給

1人 142,000円～162,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 7時30分～16時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)12時00分～21時00分

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 59歳以下 (1) 9時00分～21時00分 就業場所

月給

1人 175,150円～215,040円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 161,100円～221,100円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 184,000円～219,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時00分 就業場所
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平成31年4月2日発行（平成31年4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

血液製剤の受注・配送
関連業務【常勤嘱託】

○血液製剤の受注と配送に係る業務　
＊緊急時に高速道路、一般道を問わず、赤色灯を点灯させ
ての血液配送の業務あり
＊就業時間
　（１）（２）勤務割表によるローテーション勤務
　（１）の休憩時間５０分
　（２）の夜勤　月に３～４回程度（庁舎管理を含む）
＊専用車両の運転（ＡＴ車）～平成32年3月31日

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6617691

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 秋田県赤十字血液センター
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－１８６

72人 018-865-5541

10人 018-880-5588

基本的なパソコン
操作

パソコン操作できる
方

72人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　かんきょう

一般事務員

○事務業務に従事していただきます。
・一般事務
・電話応対
・パソコンでの伝票入力
・請求書発行
・来客対応
・子会社管理
・銀行などの外出業務あり
（社用車またはマイカー使用。マイカーの場合はガソリン代支
給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　かんきょう
その他

秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５番
地３９

不問
167人 秋田県秋田市

167人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6565891

営業事務員

○事務業務に従事していただきます。
・一般事務
・契約書の受付伝票整理、書類のチェック
・電話応対（受注）、パソコンでの伝票入力
・来客対応、電話応対
・商品管理、棚卸業務（月１回程度）

・銀行などの外出業務あり
＊自家用車使用（ガソリン代支給）

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

その他
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５番
地３９

30人 018-880-5588

平成31年4月15日～平
成31年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6557891

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6567591

臨時的任意職員（校務
事務補助）

○秋田工業高等学校において、職員室、図書室の補助的業
務に従事していただきます。
・印刷業務、教員の補助業務
・職員室等整理、清掃業務
・図書室運営の補助業務
・来客、電話の受付及び応対



不問

土日祝

16人 018-834-7355

パソコン基本操作
（ワード・エクセル）

77人 018-823-7326

パソコン操作（一太
郎、エクセル等）

77人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　ゆのたに

事務・日常業務補助員
（薬局エール大学病院
前店）

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


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　アミック
その他

秋田県秋田市中通６丁目１－５５

不問
280人 秋田県秋田市

82人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6592591

おにぎり、弁当等の製
造、販売（西武秋田店）

ゆのたに俵大名でのおにぎり、弁当等の製造、販売です。

・ご飯を炊き、おにぎりの製造、弁当の盛り付け作業
・店頭での接客販売、レジ操作
・商品を店頭に陳列する


株式会社　マルヘイ本店
その他

大館市清水１－４－８２

その他
新潟県魚沼市宇津野５７－１

4人 025-793-1111

雇用・労災・健康・厚生
05030- 1758691

雇用・労災・健康・厚生
15121-  695191

ガソリンスタンドスタッフ
（秋田市・由利本荘市）

◆ガソリンスタンド業務（販売・管理）全般に従事します
◆将来の幹部候補として育成します

◎現地採用を主としますが、上記以外の就業場所になる場
合があります　　　　　
＊車に詳しくない方でも丁寧に指導します


【正社員としての募集】

普通自動車免許
（通勤用）
◎危険物乙種第四
類優遇

他

10人 03-5281-0371

不問

14人 0186-42-5151

不問
94人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　コジマ商会　秋田営業所

ガソリンスタンド給油ス
タッフ及び店長候補／
秋田市

・給油補助
・簡単な商品（カーケア用品）販売

・普通自動車免許
（ＡＴ可）
・危険物乙種第四
類（店長候補は必
須）

他 マルネン　株式会社
その他

東京都千代田区神田駿河台二丁目
２番地　御茶ノ水杏雲ビル９階

不問
79人 秋田県秋田市

606人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-43569991

ルート営業

○個人商店・スーパーマーケット・外食産業等を訪問し、
　冷凍食品等の納品・紹介・販売および新規開拓を行なって
　いただきます。

　＊社用車使用（ＭＴ車）します。


新興商事　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市新屋朝日町２６－３２

その他
秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０の５

10人 018-882-3280

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6583291

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6559591

ルートセールス

○社有車（ライトバン）で、主にガソリンスタンド（他に自動車
販売店、運送会社など）をメインに石油元売ブランド品の営
業・配達。
【ＪＸ・ＥＮＥＯＳ、エクソンモービル、ライジングサン　（Ｓｈｅｌｌ）、
ＣＯＳＭＯ、全農エネルギーの指定代行店です。】
　その他タイヤ、エンジンオイル、ワイパー等の卸売りも行っ
ております。

＊秋田市～三種町地区を中心に訪問していただきます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他

その他
秋田県秋田市寺内字イサノ４４－１

18人 018-862-2332

パソコン操作（エク
セル、ワード）

3人 018-862-6630

不問
69人 秋田県秋田市

112人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6623091

営業職（正社員）【秋田
店】

○秋田店での営業業務に従事していただきます。
・自動車の販売
・アフターフォロー（車検・点検の勧誘等）
・損害保険の募集等
・注文書、見積書等書類の作成（パソコン使用）
・営業外出時はマイカー使用（借上手当支給）

＊稀にお客様の車を運転する場合も有り得る

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

火他 株式会社　日産サティオ秋田　秋田
店



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 170,000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 35歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 170,000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 140,000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 40歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 137,600円～137,600円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)12時30分～21時30分

月給

5人 131,760円～138,240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 就業場所

日給（月額換算）

5人 133,920円～172,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000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 30歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 166,000円～197,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時00分 就業場所

月給

2人 161,800円～161,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 就業場所

月給

1人 144,500円～189,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

平成31年4月2日発行（平成31年4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

人材コーディネーター

○医療、福祉機関への人材提供に関する業務です。
・求職者からの問い合わせの対応、面談、紹介等
・ホームページの求人情報の更新
・巡回訪問、新規営業
・契約書作成、求人の校正

＊営業範囲は主に秋田県内全域です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日 株式会社　イノベーション
毎　週

秋田県秋田市八橋本町３丁目１３番
１７号　イノベーションビル２Ｆ

4人 018-853-1219

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6582891

営業サポート業務

○金属材料及び加工品の営業全般
・顧客管理（パソコン業務）
・電話、ＦＡＸ、Ｅメール等による受注及び仕入れ業務
・２ｔトラックによる納品業務
・荷受、倉庫管理
・その他、付随する業務

＊営業範囲は主に秋田市、能代市、由利本荘市、大仙市で
す
＊社有車（乗用車、トラック）使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 松栄金属　株式会社　秋田営業所・
工場その他
秋田市豊岩小山字狐森３２１（豊岩工
業団地内）

13人 018-828-3181

不問
31人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6608091

工場内作業員（正社
員）

○工場内における各種業務に従事していただきます。

・業務用洗濯機、乾燥機の操作、製品の出し入れや台車で
　運ぶ作業等。
（水を含んだ玄関マット、モップ、リネン品、おしぼり等の重量
物を取り扱うため体力を要します。）

不問

日他 株式会社　北日本リースキン
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１番
地１１

47人 018-863-8283

不問
52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6578391

フィットネスクラブ業務
係

・当ホテル６Ｆ、フィットネスクラブ内での業務
・受付、清掃
・施設管理業務を行います。
・その他、付随する業務

※働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 日本ビューホテル株式会社　秋田
ビューホテル毎　週
秋田県秋田市中通２丁目６－１

252人 018-832-0038

不問
1,200人 秋田県秋田市

～平成31年10月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 6628791

警備員（夜勤あり）

○秋田県港湾各ゲートにおいて、人や車両の出入管理、
　ゲートバーの操作、警戒監視、巡回業務を行ってい
　ただきます。
・シフトにより変動があります。
・各ゲートの門扉開閉時体力が必要となります。
（重量があるため）
・巡回は徒歩で１時間以上となります。
・クルーズ船来航時などの港湾施設に関係するイベントの際
は各船の業務に従事していただきます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　男塾
その他

秋田県秋田市川尻御休町５－４０

97人 018-824-9390

不問
120人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6611891

警備員

○半日型デイサービスにおける相談業務全般の仕事に就い
ていただきます。利用者の送迎や連絡調整などの業務もあり
ます。

＊利用者１８名（午前１８名／午後１８名）

他 株式会社　ファースト警備保障
毎　週

秋田県秋田市新屋松美ガ丘北町１２
－１７

10人 018-853-4536

14人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（通勤用車両お持
ちの方）
交通誘導警備２級
以上の方優遇

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6556791

空調作業員

○空調作業員として従事していただきます。
・エアコンの取り付け工事、修理
・エアコンのメンテナンス
・取扱うエアコンは業務用全般
・活動エリアは秋田県内全域

＊移動には社用車使用します。

　＜未経験者歓迎します＞

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 日東重機興業　有限会社
その他

秋田県秋田市飯島字砂田３１－９

10人 018-845-6400

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6595391

自動車整備士（正社
員）【秋田店】

○自動車整備の仕事に従事していただきます。
・ガソリン車を主とした車検、点検、一般整備
・引取、納車業務等
・パソコン操作あり
・点検、整備内容のお客様への説明
・部品等の発注作業
・その他付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
国家整備士３級以
上

火他 株式会社　日産サティオ秋田　秋田
店その他
秋田県秋田市寺内字イサノ４４－１

18人 018-862-2332

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）
自動車整備

112人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6624391

路線バス運転手【正社
員】
（男鹿営業所・五城目
営業所）

○路線バスの運転業務
・秋田中央交通株式会社からの地域路線の業務委託路線運
行
・自治体からの業務委託路線運行
・車両の点検作業、清掃作業

＊大型二種自動車運転免許のない方には、免許取得制度に
よ
　り当社が取得費用の全額を負担いたします。
＊未経験でも丁寧にお教えいたします。

他 秋田中央トランスポート　株式会社
その他

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－６

30人 018-853-6901

192人 秋田県男鹿市

・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定不
可）
　ただし、運転免許
取得から２年以上
経過していること
・大型二種免許あ
れば尚可 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6615091

大型運転手・大型ドライ
バー

一般貨物自動車運送事業
　・大型車両（１０ｔ）による建設機械及び鉄鋼材の輸送

＊輸送地域は主に秋田県内ですが、場合によっては関東方
面もあります。

※業務拡大に伴う募集です。

他 鹿前運輸　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－１５

15人 018-888-3778

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6558291

大型自動車運転免
許　必須
大特、車両系、玉
掛け、フォークリフ
ト他　尚可
　
（入社後習得可）

℡ 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 240,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～190,630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 18歳～45歳 (1) 8時00分～16時10分 就業場所
(2)16時00分～23時10分
(3)23時00分～ 8時10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～40歳 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

月給

2人 168,000円～360,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～14時30分

月給

1人 140,000円～308,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～40歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 165,000円～190,000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 18歳以上 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)21時00分～ 6時00分

月給

5人 180,000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 45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 136,960円～136,960円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

月給

1人 136,400円～136,400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～18時00分 就業場所

4ページ中 4ページ

平成31年4月2日発行（平成31年4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

クレーンオペレーター

○クレーンオペレーターとして従事していただきます。
・土木、建設土木現場における移動式クレーンによる作業
・クレーンの管理、洗車作業

＊使用重機は１３ｔ～５０ｔ
＊活動エリア：県内全域（主に秋田市）

大型特殊自動車免
許、移動式クレーン
※いずれも必須

日他 日東重機興業　有限会社
その他

秋田県秋田市飯島字砂田３１－９

10人 018-845-6400

クレーンオペレー
ター業務経験者
＊土木作業従事経
験あれば尚可

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6593191

公共設備の運転維持
管理（正社員）

○秋田市公共下水道汚水中継ポンプ場１４か所の機械装置
（ポンプ等）の運転操作と各施設の巡回点検
・脱落したボルトやヒューズの交換などの軽微な修繕
・各ポンプ場の除草、除雪、清掃

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社東総　プラント事業部
その他

秋田県秋田市新屋豊町１番５８号

14人 018-864-6919

不問
72人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6618991

とび・土工

○工場内、公共工事、一般住宅等における、とび・土工の業
務に従事していただきます。
・足場組立作業
・基礎工事一式作業
・重機の運転
・機械整備手元作業
・その他、付随する業務　　　　　　　　　

＊高所作業あり

不問

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- 6576191

建築大工（作業補助
員）

○一般住宅建築の新築、リフォーム、商業施設等の建築一
式作業をしていただきます。
○付随する業務
・社有車（ＭＴ）の運転業務があります。

＊業務範囲は秋田県内で、主に秋田市となります。
＊未経験者には業務をしながら段階的な指導をいたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社ＮＥＸＴビルド
その他

秋田県秋田市外旭川字三千刈１２２
－１　ＴＲビル２Ｆ

3人 018-827-3490

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6577091

外壁工事

・一般住宅や店舗等の外壁工事を行っていただきます。
・大工仕事や防水工事も含みます。
・現場は秋田県内全域（主に秋田市内）です。

＊アルバイト就労希望の方でも相談に応じます。
（賃金週払い可、半日でも可）
＊資格取得支援制度あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 猪股工業
その他

秋田県秋田市新屋町字関町後２０８
－２１

0人 090-9539-0584

不問
0人 秋田県秋田市

労災・健康
05010- 6632391

電気工事作業員

○ＪＲ東日本旅客鉄道（株）の外線電気工事（電力、電車線）
の作業です。
・最初は道具の準備、道具運び、片づけ等補助作業を行って
いただきます。
＊研修も行っており、初心者に丁寧に指導します。
＊就業時間（２）は現場により異なる場合があります。
＊材料積込及び工具類準備、その他補助作業を行って
　いただきます。
＊ＪＲ電車線工事専門ですから、受注は安定しております。

中型自動車免許（８
ｔ限定可、ＡＴ限定
不可）、電気工事士
資格者優遇

土日祝他 千代田電設　株式会社
毎　週

秋田県秋田市柳田字石神２２番地１

6人 018-832-3832

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6620291

ＪＲ信号・通信工事見習
い【秋田営業所】（正社
員）

○ＪＲ信号工事の配線。
○ＪＲ信号工事の内線・外線施工管理。
○信号機の取り換え、ケーブル敷設工事。
○列車の見張り。
＊夜間作業、出張可能な方。
＊秋田県全域の作業になります。
＊現場が遠い場合は宿泊が伴います。
◆経験者優遇

普通自動車一種免
許（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社伸栄実業
その他

鶴岡市温海字温福１２－４

16人 0235-43-3309

不問
39人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
06040- 2745891

環境整備又は施設保
守（施設内外）【準職
員】

○施設内外の環境整備等又は施設保守業務いずれかに従
事していただきます。
【環境整備】施設内外清掃等（トイレ別）（モップ掛け、掃き、拭
き、ワックス掛け）＊ワックス掛けは機械を使用する場合あ
り。
【施設保守】施設内の巡回、設備機器の点検等
○その他、稀に医師等の送迎もあります。
※仕事内容・就業時間について応相談（短時間可能です）
　まずは、ご相談下さい。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 医療法人　正和会
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

275人 018-877-7110

不問
403人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6612291

環境整備又は施設保
守（施設内外）【正職
員】

○施設内外の環境整備等又は施設保守業務いずれかに従
事していただきます。
【環境整備】施設内外清掃等（トイレ別）（モップ掛け、掃き、拭
き、ワックス掛け）＊ワックス掛けは機械を使用する場合あ
り。
【施設保守】施設内の巡回、設備機器の点検等
○その他、稀に医師等の送迎もあります。
※仕事内容・就業時間について応相談（短時間可能です）
　まずは、ご相談下さい。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 医療法人　正和会

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6616391

その他
秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

275人 018-877-7110

不問
403人 秋田県潟上市



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～175,000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) 9時00分～18時30分

月給

1人 185,500円～244,700円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 131,600円～131,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

10人 155,000円～217,000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 就業場所

月給

5人 152,000円～217,000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00分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)11時00分～20時00分

時給（月額換算）

4人 154,800円～189,200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) 7時00分～23時00分 就業場所
(2) 9時00分～21時00分

時給（月額換算）

4人 154,800円～189,200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 就業場所

時給（月額換算）

10人 154,800円～189,200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 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

時給（月額換算）

12人 172,000円～189,200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 就業場所

時給（月額換算）

1人 160,000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) 8時30分～17時30分 就業場所96人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
04010-23529191

一般事務、総務事務
［秋田市］

・一般事務全般
・ＰＣ入力（伝票入力など）
・簡単な電話応対（担当者への取次ぎ）
・営業サポート
（ＰＣ入力による受発注処理、データ作成など）

＊６ヶ月毎契約更新


　　　　　　※※※　　急　　募　　※※※

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　オーカム
毎　週

宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目４
－１３

7人 022-284-1188

パソコン基本操作

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

16人 秋田県秋田市
～平成31年5月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6841291

～平成31年5月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 6837391

受付スタッフ

【ロードサービス】

【高時給！！】
○自動車保険加入のお客様からのロードサービスの要請受
付・業者手配業務。
・お車の急なトラブルに対し、事故・故障受付け、ロードサービ
スの手配業務。
＊デスクワークのお仕事です。
＊長期予定。
＊未経験から始めるスタッフ多数。
＊勤務時間帯、休日、勤務開始日は相談に応じます。
＊セールス・勧誘・ノルマはございません。

不問

他 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方
電話対応スキル

16人 秋田県秋田市

16人 秋田県秋田市
～平成31年5月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6836091

自動車保険業務

○ディーラーからの自動車保険の新規加入や更新時の受付
業務。
○保険申込書の作成サポート業務
○その他、付随業務として専用端末入力業務あり

不問

他 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店

お客様対応受付

○ご契約者様の車の急なトラブルやリース会社貸出し車両が
起こした事故、故障等の電話受付業務、およびロードサービ
スの提供
・デスクワークのお仕事です。
・派遣先への直接雇用制度あり
・セールス・勧誘・ノルマなし
・未経験からスタートする方多数です。
・付随業務として専用端末入力業務有り

不問

他 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力が可能な方

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方
電話対応スキル

16人 秋田県秋田市
～平成31年5月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6835191

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6813491

車両に関わる受付業務

○車両故障や事故発生時の受付業務。
○専用システムへの入力業務

＊研修もしっかり行いますので、やりがいのあるお仕事で
す！！

不問

他 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２
西部工業団地内

1,431人 018-888-9120

基本的なパソコン
操作できる方（両手
で文字入力ができ
る事）

3,380人 秋田県秋田市

3,380人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6811691

受付スタッフ（正社員）
【日勤】

お客様からのお問合わせにお答えする電話受付と事務業務
・海外旅行保険に加入済のお客様からの各種お問合わせ対
応
・自動車事故受付業務
　その他、新規事業の立ち上げなど各部門に分かれておりま
すので、いずれかの部門をご担当いただきます。
※研修や先輩のサポート体制がありますので、経験の有無
に関わらず様々な経歴の方が活躍出来、働きやすい環境を
実感出来る職場です。
※営業行為、ノルマは一切ありません。

不問

他 株式会社　プレステージ・インターナ
ショナル　秋田ＢＰＯキャンパス

業務拡大による「地域
限定正社員」受付スタッ
フ募集

○おかげさまで業務拡大につき一緒に働くスタッフ１０名を大
募集いたします！！
・大手損害保険会社のお仕事です。
・保険に加入しているお客様からのお問い合わせに対して、
電話で状況を確認しロードサービスの手配や、事務処理を
行って頂きます。研修や先輩のサポート体制がありますの
で、経験の有無に関わらず様々な経歴の方が活躍でき、働き
やすい環境を実感できる職場です。
※営業行為、ノルマは一切ありません。
　働き方についてもご相談ください。

不問

他 株式会社　プレステージ・インターナ
ショナル　秋田ＢＰＯキャンパス毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２
西部工業団地内

1,431人 018-888-9120

基本的なパソコン
操作できる方（専門
のシステムに入力
して頂きます）

018-865-1101

17人 秋田県秋田市
平成31年4月22日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6935991

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6862691

一般事務

・造林補助金、森林経営計画などの申請事務の補助及び書
類の整理などを担当していただきます。
・事務用品の管理、データ入力、接客対応等
・その他、付随する業務

＊平成３１年４月２２日～平成３２年３月３１日

土日祝他 公益財団法人　秋田県林業公社
毎　週

秋田市川元山下町８－２８

17人

毎　週
秋田県秋田市仁井田字大野１７４－
３

28人 018-839-4600

不問
39人 秋田県秋田市

27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6868591

介護支援専門員（コリ
ウス居宅介護支援事業
所）

○居宅介護支援事業所での利用者様のケアマネジメント業
務を担当していただきます。
・サービス計画（ケアプラン）の作成
・利用者様およびご家族との相談業務
・サービス事業所との連絡調整
・介護認定の申請代行など
○事業所全体で積極的に研修に取り組み、レベルアップを
図っております。　○未経験の方でも主任介護支援専門員が
マンツーマンで指導します。　○訪問は社用車を使用します
（軽ＡＴ車）。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
介護支援専門員資
格　
　

土日祝 有限会社　コリウス

栄養士

○施設利用者に対する食事提供及び栄養管理業務全般に
従事していただきます。
・衛生管理業務
・献立の作成業務
・食材の発注業務
・その他、付随する業務
＊ショートステイ（定員２０名）
　デイサービス　（定員１８名）を４名体制で対応。

栄養士免許

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

27人 018-866-1061

不問

パソコン操作（ワー
ド、エクセルを使って
の定型フォームへの
入力ができること）、
特にエクセルは簡単
な関数を使用して表
やグラフが作成でき
ること。

不問

平成31年4月3日発行（平成31年4月2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

℡ 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～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

日給（月額換算）

1人 130,560円～130,560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 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 135,000円～145,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時30分 就業場所

月給

1人 150,000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

月給

1人 198,000円～219,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

2人 198,000円～219,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

2人 150,000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

時給（月額換算）

1人 124,432円～129,280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30分～18時30分 就業場所

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～17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
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～17時00分

日給（月額換算）

1人 133,250円～133,250円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所28人 秋田県潟上市
平成31年6月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6832891

生活支援コーディネー
ター

○生活支援コーディネーター業務
・地域の特性や高齢者の生活課題（困りごと）を把握し、サー
ビスの開発やネットワークづくりを行います。
・地域の集まりに参加して、課題や担い手の発掘等をします
・地域の方との交流が多いです。
・来客電話に応対。書類整理等一般事務
＊公用車使用（ＭＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 社会福祉法人潟上市社会福祉協議
会毎　週
秋田県潟上市飯田川下虻川字八ツ
口７０

22人 018-877-2677

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

12人 018-846-0977

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6871991

雇用・労災・健康・厚生
04010-23689791

営業

○秋田県のお菓子や民芸品などを観光土産を中心とした
　小売店へルートセールスするお仕事です。

＊主に秋田県内中心で時々県外出張もあります。

＊社有車使用（ＭＴ車）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 株式会社　フルゥール
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央６丁目２－
１６

毎　週
宮城県仙台市若林区伊在字東通４７
－４　ファーストアイリ

0人 022-390-4655

営業経験３年以上
8人 秋田県秋田市

13人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6887691

味噌の営業［秋田市］

◎国産無添加のお味噌を買って下さるお客様への新規開拓
のお仕事です。
＊土日休み（祝日がある週は日祝休み）なので、家族との時
間やプライベートも充実します。
＊６０代の方も活躍しています。年金受給まで働きたい方、健
康のために体を動かしたい方、歓迎します。
＊ベテランの先輩から販売の指導を受けますので、未経験の
方も安心して働けます。
＊自家用車持ち込み可能な方（燃料代として月２万円支給）
＊自宅を営業所として仕事をして頂ける方を希望します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　井筒

販売員

・秋田県内の特産品の仕入、販売、管理
・飲食物の提供、簡単な調理
・レジ打ち

＊採用日から１年毎の更新となります

不問

他 株式会社　バウハウス
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央３丁目３－
１５

3人 018-846-3900

不問

180人 018-863-1729

パソコンの入力が
できる方
電話オペレーター
のできる方

180人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6817591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6852091

営業事務

・お取引先やお客様からの電話の応対
・ホームページやチラシをご覧になったお客様からの注文の
受付、及び商品の発送
・パソコンを使った伝票の入出力

不問

日他 秋田いなふく米菓　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－７５

13人 018-862-5115

不問
350人 秋田県秋田市

350人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6848491

ブライダルプランナー
（ノートルダム秋田）

○新郎新婦様と、結婚式当日までの打ち合わせを行い、一緒
　に結婚式を作り上げていくお仕事です。

○挙式披露宴の進行・演出などのウエディングの具体的なプ
ランや段取りを行っていただきます。



不問

火他 株式会社　へいあん秋田

バンケットスタッフ（ノー
トルダム秋田）

○新郎新婦様に替わり、披露宴の進行や当日の会場のアイテム
チェックなど、打ち合わせなどで作り上げてきたものを「カタチ」にして
いくお仕事です。
・式当日のお客様のご案内や、進行状況の把握、そして式中の演出
やサプライズなど、タイミング見て他のスタッフに指示を出していただ
き、「最高に輝く瞬間」を作り上げていただきます。
＊新郎新婦様が主役であり、ホストであるウェディングパーティーを
完全バックアップしていただくお仕事です☆
＊初めはわからなくて当然です！社内育成制度、教育カリキュラム
を準備しておりますので、ご安心ください。

不問

火他 株式会社　へいあん秋田
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－７５

12人 018-862-5115

不問

180人 018-863-1729

パソコンの入力が
できる方

180人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6815891

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6847991

資材事務

・資材課は、お煎餅やあられ製造の原材料（お米や醤油など
の食材・袋やダンボールなどの包材）の発注と受領、製造現
場への運搬、および在庫管理を中心に行っている部署です。
・資材事務では、パソコンによる発注伝票への入力、ファック
スやメールによる発注、入庫、出庫伝票へのデータ入力等を
担当していただきます。
・その他、原材料受領時の検品や生産現場への軽量物の運
搬も行っていただきます。

不問

日他 秋田いなふく米菓　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０

毎　週
秋田県秋田市外旭川字前谷地４１－
１

5人 018-847-5888

経験者もしくはそれ
に準ずる者

5人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市
平成31年5月1日～平
成31年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6916091

歯科受付

・歯科受付業務
・診療に付随する院内業務

不問

日祝他 はまなす歯科クリニック

計量検査補助

・重量物（１０ｋｇ～２０ｋｇ）の分銅を積み込み、積み降ろしの
作業。（体力を必要とします）
・県北への出張あり（宿泊） 不問

土日祝他 一般社団法人　秋田県計量協会
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）

エクセルとワードを
使用できること

51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6912891

普通自動車免許／
ＡＴ可

日祝他 株式会社　サンシーアイ
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央６丁目１０
番１０号

24人 018-845-0422

4ページ中 2ページ

平成31年4月3日発行（平成31年4月2日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

事務員

○事務一般を担当していただきます。
・商品の発注及びＰＣ入力業務
・牛乳のピッキング
　（注文書等に応じた品揃え）
・集金作業
・簡単な経理事務（簿記３級程度）　



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 165,000円～185,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時30分 就業場所

月給

2人 140,000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 40歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

3人 122,430円～143,100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) 5時00分～14時00分 就業場所
(2)10時30分～19時00分

時給（月額換算）

1人 122,430円～143,100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) 5時00分～14時00分 就業場所
(2)10時30分～19時00分

時給（月額換算）

1人 130,592円～152,640円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

2人 155,250円～155,250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50分～15時50分 就業場所
(2) 7時30分～16時30分

月給

1人 149,600円～149,600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) 6時00分～13時30分 就業場所
(2) 8時00分～19時00分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 170,500円～236,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 61歳以下 (1) 5時00分～14時00分 就業場所
(2) 6時00分～15時00分
(3) 7時00分～16時00分

月給

1人 200,500円～266,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 61歳以下 (1) 5時00分～14時00分 就業場所
(2) 6時00分～15時00分
(3) 7時00分～16時00分

月給

1人 200,500円～266,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～61歳 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～ 9時00分

20人 03-5295-7793

不問
7,840人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010-44349891

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010-44364791

ドーミーイン秋田／フロ
ントスタッフ

当社直営ビジネスホテルフロント運営業務全般

・接客対応（チェックイン、チェックアウト、
　インフォメー　ション、精算など）
・予約業務（予約受付／販売設定など）
・各種データー処理、パソコン入力
・館内設備／客室点検
・夜鳴きそばサービス（調理、接客、片付け）
・レストランヘルプ（ホール、洗い場など）

不問

他 株式会社　共立メンテナンス
その他

東京都千代田区外神田２丁目１８－
８

その他
東京都千代田区外神田２丁目１８－
８

20人 03-5295-7793

不問
7,840人 秋田県秋田市

7,840人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010-44361691

ドーミーイン秋田／レス
トランスタッフ

当社直営ビジネスホテルレストラン運営業務全般
・接客対応（ホールサービス）・配膳
・調理・発注
・その他関連業務

不問

他 株式会社　共立メンテナンス

ドーミーイン秋田／レス
トランスタッフ／エリア
限定

当社直営ビジネスホテルレストラン運営業務全般
・接客対応（ホールサービス）
・配膳
・調理・発注
・その他関連業務

不問

他 株式会社　共立メンテナンス
その他

東京都千代田区外神田２丁目１８－
８

20人 03-5295-7793

不問

45人 018-834-2577

不問
89人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6866891

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 6825591

調理員

○障害者支援施設利用者の３食の食事作り。
　朝８０食、昼８０食、夕８０食を５人でローテーション
　（１日あたり４人体制）して調理します。
・仕込み、調理、配膳、食器洗浄、食材管理など
＊遅番→中番→早番→休日の繰り返しのローテーションです
。


＊更新後、年度毎の更新。


不問

他 社会福祉法人　秋田育明会
その他

秋田県秋田市柳田字竹生１６８

その他
秋田県秋田市桜２丁目１３－２７

24人 018-884-7377

不問
80人 秋田県秋田市

1,700人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
04010-23714991

調理員

○乳幼児の給食の調理業務を担当します。（１００名定員）
・調理、盛付、配膳、食器の洗浄（食洗機使用）
・厨房室及びその他室内の清掃
・その他付随する業務
　
＊年度毎の契約更新あり

調理師又は栄養士

日祝他 社会福祉法人　太東会　さくら保育園

（請）調理員［秋田市］

シルバー施設での食事提供業務
　（調理、盛り付け、配膳、食器洗浄など）
　朝、昼、夕　各３０食位提供
　朝、夕食は従業員１名体制

＊１年毎契約更新

不問

他 ジー・エイチ・ホスピタリティフード
サービス東日本株式会社毎　週
宮城県仙台市青葉区一番町１丁目２
－２５　仙台ＮＳビル５Ｆ

4人 0120-810-300

不問

8人 0120-810-300

不問
1,700人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

04010-23648291

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

04010-23646791

（請）調理員［秋田市］

シルバー施設での食事提供業務
　調理、盛り付け、食器の洗浄業務など全般
　朝、夕は５０食位、昼６０～７０食を提供
　
＊１年毎契約更新

不問

他 ジー・エイチ・ホスピタリティフード
サービス東日本株式会社毎　週
宮城県仙台市青葉区一番町１丁目２
－２５　仙台ＮＳビル５Ｆ

毎　週
宮城県仙台市青葉区一番町１丁目２
－２５　仙台ＮＳビル５Ｆ

3人 0120-810-300

不問
1,700人 秋田県秋田市

52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6821491

（請）調理員［秋田市］

シルバー施設における食事提供業務
　調理、盛り付け、配膳、食器洗浄業務など
　朝、昼、夕　各３０食位を提供
　朝、夕食は１名体制

　慣れない仕事も多いかもしれませんが、安心してください。
解らないことは先輩スタッフが指導します。

＊１年毎契約更新

不問

他 ジー・エイチ・ホスピタリティフード
サービス東日本株式会社

工場内作業員（正社
員）【軽作業】

○工場内における各種業務に従事していただきます。
・モップ、リネン品、おしぼり等の製品をたたむ作業や製品の
仕上げ作業など

＊どなたでも簡単にできる軽作業です。

不問

日他 株式会社　北日本リースキン
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１番
地１１

47人 018-863-8283

不問

経験者若しくはそ
れに準ずる者

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6846691

・歯科助手は不問
・歯科衛生士は歯
科衛生士免許

日祝他 はまなす歯科クリニック
毎　週

秋田県秋田市外旭川字前谷地４１－
１

5人 018-847-5888

平成31年4月3日発行（平成31年4月2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

歯科衛生士又は歯科
助手

・歯科衛生士業務
・診療に付随する院内業務

℡ 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 170,500円～236,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～61歳 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～ 9時00分

日給（月額換算）

2人 160,000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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

3人 229,600円～229,600円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

1人 150,000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 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

2人 176,000円～286,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 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 59歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 176,000円～286,000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

日給（月額換算）

2人 160,000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 18歳以上 (1) 8時00分～17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
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 180,000円～225,000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

日給（月額換算）

1人 128,710円～128,710円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

54人 秋田県南秋田郡大潟村
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05011-  547891

作業員

○構内の作業などの業務です。
・米袋の清掃
・構内の清掃
・文書の配送（大潟村内）
　社用車（軽・普通、ＡＴ車）を運転します。

※雇用期間は、６ヶ月ごとの更新です。
※秋の繁忙期は、勤務シフトの変更があります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　大潟村カントリーエレベー
ター公社その他
秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目６
０番地

54人 0185-45-2215

不問

5人 018-846-7612

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6860091

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6865791

構内作業員（建設用資
材の整備及び整理）

○建築・建設現場へリースする建設用資材（鋼矢板、足場板
等）の整備及び整理などの作業に従事して頂きます。

＊屋外作業が主です。

＊未経験の方でも指導致します。

不問

日祝他 日開企業　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
３１

毎　週
秋田県秋田市金足下刈字雨池５２－
１５

4人 018-853-5622

不問
6人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市

労災
05010- 6893091

防水工

○建築工事現場での防水工事作業に従事していただきま
す。
・新築、改修どちらもあります。（主に公共事業）
・現場への資材運搬作業などもあります。
・社用車使用

＊現場は主に秋田県内（県外での作業もあります）

＊経験ない方は入社後指導します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝 株式会社　ディアン防水工業

とび（見習可）

○足場をパイプで組む作業の手伝いが主な業務です。
・パイプを運んだり、配管材を運んで職人に手渡しします。
・未経験の見習でもかまいません。。

＊主な現場は秋田県内です。現場によっては会社に集合して
から向かいます。
＊ＡＴ社有車またはＭＴ軽トラック使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　鈴木溶接工業
毎　週

秋田県秋田市土崎港東２丁目４ー４

3人 018-807-4325

不問

15人 018-832-2502

不問
15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6898791

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6873791

工場運転手

○秋田市内の工場内において下記の業務に従事して頂きま
す
・４ｔトラックにて、工場内で鉄骨を運搬

＊積み込みは主にクレーンを使用しての作業（補助作業）

＊敷地内での運搬です

中型自動車運転免
許　＊必須
クレーン技能講習
修了者であれば尚
可

日祝他 株式会社　刀根商店
その他

秋田県秋田市中通５丁目９－２９

毎　週
秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－１１７

8人 018-896-0728

不問
2,200人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6899891

ドライバー

・４ｔトラックによるアパレルハンガーや衣料品の輸送
　ハンガーをハンガーラックに掛けて輸送

・秋田県内集配


＊社員ドライバーが同乗して教育します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（２ヶ月～３ヶ月）

中型自動車免許（８
ｔ限定可）

他 浪速運送　株式会社　秋田センター

工場塗装工

○秋田市内の工場内において下記の業務に従事して頂きま
す
・工場内にて、鉄骨の塗装作業

＊屋内での作業

不問

日祝他 株式会社　刀根商店
その他

秋田県秋田市中通５丁目９－２９

15人 018-832-2502

不問

4人 019-699-3434

不問
19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010- 9046791

平成31年4月25日～平
成31年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 2211691

メンテナンス業務（秋田
営業所）

◇マンションや商業施設の立体駐車場の保守点検及び部品
交換等
・保守点検は２～３人一組で行います
・立体駐車場の稼働点検

＊現場エリア：主に秋田市内

＊未経験者歓迎
＊資格取得費用の支援あり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ティーエスピー東北
その他

岩手県滝沢市大釜外館１１６－１

毎　週
秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

製造業務３年以上
の経験のある方

23,000人 秋田県南秋田郡五城目町

3人 秋田県秋田市

労災
05010- 6894391

製造工【五城目町】

＊自動車用電装品・モーターの組立
　
※立ち作業です。

＊派遣期間：Ｈ３１年４月２５日～Ｈ３１年７月３１日
＊上記派遣期間経過後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※上記就業場所での最長就業可能日は、
　２０２１年９月３０日です。

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所

溶接工（見習可）

○機械の架台溶接
○ボイラー溶接

＊資格がなくても多少の経験があれば指導いたします。
＊主な現場は秋田県内です。現場によっては会社に集合して
から向かいます。
＊ＡＴ社有車またはＭＴ軽トラック使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
アーク溶接に関す
る資格あれば尚可

土日祝他 株式会社　鈴木溶接工業
毎　週

秋田県秋田市土崎港東２丁目４ー４

3人 018-807-4325

不問

不問
7,840人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010-44356791

不問

他 株式会社　共立メンテナンス
その他

東京都千代田区外神田２丁目１８－
８

20人 03-5295-7793

4ページ中 4ページ

平成31年4月3日発行（平成31年4月2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

ドーミーイン秋田／フロ
ントスタッフ／エリア限
定

当社直営ビジネスホテルフロント運営業務全般

・接客対応（チェックイン、チェックアウト、インフォメーション、
精算など）
・予約業務（予約受付／販売設定など）
・各種データー処理、パソコン入力
・館内設備／客室点検
・夜鳴きそばサービス（調理、接客、片付け）
・レストランヘルプ（ホール、洗い場など）



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 136,200円～158,900円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

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

月給

1人 169,000円～217,000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

日給（月額換算）

1人 139,230円～139,230円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 155,000円～155,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時30分 就業場所
(2) 9時30分～18時30分
(3) 8時30分～12時00分

月給

1人 169,000円～217,000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 236,240円～440,640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 129,360円～129,360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 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

2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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

パソコンを使い慣れ
ている方（手際よく入
力できる等）　　　
事務経験者尚可

23人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 7088791

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 奥羽住宅産業　株式会社
その他

秋田県秋田市大町２丁目６－２９

18人 018-865-1511

平成31年4月4日発行（平成31年4月3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

一般事務

○官公庁関係の書類の作成及び提出
○売掛金の入金チェック
○請求書のチェック
○集金業務
○発注・入出荷管理
＊社用車を使用します。
　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

事務職

○総合事務に従事していただきます。
・労務管理
・財務管理
・経理事務　
・外出時等運転業務（社用車・ＡＴ）他

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　チョウセイ
その他

秋田県潟上市天王字上江川４７－１
３０

48人 018-872-2201

パソコンの基本操作
（エクセル、ワード）　
（事務職の経験者優
遇）

48人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7089891

総務広報

○コーポレート本部において、広報業務全般及び総務業務を
担当していただきます。
・広報業務として企画立案、広告構成、採用活動等
・総務業務として、社内設備、給与、人事業務等
・その他付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　秋田ケーブルテレビ
毎　週

秋田県秋田市八橋南一丁目１－３

83人 018-865-5141

不問
83人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 7099591

事務補助

・知事部局（主に１Ｆ）や教育庁本庁各課（６・７Ｆ）への
　書類の配達、受け取り
・教育委員会分の郵便物の仕分け、内容確認のうえ各課へ
配布
・文書発送業務、電話取り次ぎ
・その他、事務補助


＊雇用期間：６カ月毎の更新あり

不問

土日祝 秋田県教育庁総務課
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－１

25人 018-860-5111

簡単なパソコン操
作出来ること

9,600人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・公災・健康・厚生
05010- 7115391

医療事務

○耳鼻咽喉科における事務全般を担当していただきます。
・受付対応及びレジ会計業務
・レセプトコンピュータの操作
・その他の事務補助業務全般

＊就業時間（１）～（４）のローテーション制です。

不問

日祝他 医療法人　真和会　真崎耳鼻咽喉科
医院毎　週
秋田県秋田市土崎港中央６丁目８ー
３

10人 018-845-0234

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7077691

経理事務

○コーポレート本部において経理事務全般を担当していただ
きます。（伝票の起票から決算書作成）

・経理システム入力作業
・電話対応
・書類ファイリング
・その他付随する業務

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
簿記検定３級以上
（主催団体問わず）

土日祝他 株式会社　秋田ケーブルテレビ
毎　週

秋田県秋田市八橋南一丁目１－３

83人 018-865-5141

不問
83人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 7097891

総合職（空調衛生設備
技術者／未経験可）
［秋田・横手・大仙

建設現場における空調・衛生設備施工管理補助業務に従事
して頂きます。
（業者の段取り、作業員への指示、品質管理、工程管理、
　安全管理、打ち合わせ他）
＊未経験の方には丁寧に基本から教育させて頂きます。
＊未経験やブランクのある方も歓迎致します。
＊随時、各地域にて面接や会社説明会を行っております。
　予約や今後のスケジュール等はお気軽にご連絡ください。
＊就業場所は応相談させて頂きます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　メイジン
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
８　第１日本オフィスビル７階

87人 022-224-6841

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-24088591

接客・事務補助（竿灯ま
つり）

○竿燈まつり観覧席券の予約受付、販売業務を担当
・販売管理（パソコン、独自の予約システム使用）
・電話や窓口での接客、まつりの問合せ対応
・当日券の対応
・銀行および郵便局への外出用務（徒歩圏内）等

＊令和元年８月９日（金）迄の期間限定です。

＊８月３日（土）、４日（日）は休日出勤となります。

不問

土日祝 公益財団法人　秋田観光コンベン
ション協会毎　週
秋田県秋田市大町二丁目２－１２

9人 018-824-1211

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

14人 秋田県秋田市
平成31年4月25日～平
成31年8月9日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 7112591

接客・事務補助（観光
担当）

・観光客による電話での問い合わせや、窓口での対応、事務
作業をしてもらいます。　

・観光イベント（桜まつりや、コレアキ、竿灯まつりなど）　の運
営スタッフや県外で秋田を売り込むＰＲ行事などにも参加しま
す。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 公益財団法人　秋田観光コンベン
ション協会毎　週
秋田県秋田市大町二丁目２－１２

9人 018-824-1211

パソコン操作（ワー
ド・エクセル等）

14人 秋田県秋田市
平成31年4月22日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 7113191

花の販売及び納品

・花を加工する作業業務
・加工商品のスーパーへの納品業務
・花の接客販売業務

社用車で下記支店へ移動し業務を行う場合もあります
「秋田県秋田市土崎港北２－１７－６０（伊徳内）」

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社城東園
隔　週

秋田県秋田市広面字鍋沼５４－２

5人 018-832-3977

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7110891

℡ 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 177,000円～225,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

日給（月額換算）

1人 154,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～18時00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) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 137,000円～163,000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 146,800円～213,600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) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

月給

2人 170,000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 就業場所

日給（月額換算）

2人 131,760円～162,000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 18歳以上 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 184,000円～253,000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

時給（月額換算）

2人 121,905円～121,905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) 7時00分～15時15分 就業場所
(2)13時45分～22時00分

月給

2人 162,050円～188,000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) 7時00分～16時30分 就業場所

月給

1人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 就業場所

3ページ中 2ページ

平成31年4月4日発行（平成31年4月3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

ルートサービス業務

小型農林機械（チェンソー、刈払機、芝刈り機等）、木質系暖
房器（薪ストーブ、ペレットストーブ）の構造知識の習得と、メ
ンテナンス技術の習得後に各ユーザー様への訪問サービス
（営業、販売、納品指導等）業務を行っていただきます

＊営業範囲は秋田県内となります。
＊活動は社用車使用

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 7079491

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 秋田マッカラー　株式会社
隔　週

秋田市雄和田草川字本田２４１－４４

11人 018-886-8880

18人 018-865-1511

不問

不問
11人 秋田県秋田市

＊普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）
＊介護福祉士

土日他 株式会社　Ｏｎｅ’ｓ　Ｌｉｆｅ

不動産営業事務

○不動産に係る営業事務を担当していただきます。
【主な仕事の内容】
・賃貸仲介業務　　　・物件紹介
・現地案内（社用車使用）　　・賃貸借契約の締結
・ＷＥＢ上への物件情報公開
・空室点検
・オーナー対応
・リフォーム工事の提案
・その他、付随業務

宅地建物取引士優
遇
普通自動車免許
ＡＴ限定可

日祝他 奥羽住宅産業　株式会社
その他

秋田県秋田市大町２丁目６－２９

不問
18人 秋田県秋田市

22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7090191

介護職員

○リハビリ特化型デイサービス（短時間・定員１０人）に
　おいて下記の業務に従事していただきます。
【仕事の内容】
・リハビリおよび介護予防運動での補助業務
（移動の介助、簡単な運動指導、記録の記入）
・送迎業務　（秋田市内　小型ＡＴ車使用）

＊経験、知識は不要です

企業組合　秋田福祉サービス　ふき
のとう金足その他
秋田県秋田市金足小泉字潟向８６－
１

毎　週
秋田県秋田市川元小川町４－１８

5人 018-827-3557

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7102891

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 7066591

生活機能向上デイサー
ビス介護職員

○地域密着デイサービス（９名）において生活機能向上のた
めの介護業務全般を担当していただきます。
・入浴介助・食事作り
・コミュニケーション
・外出レクリエーション
・送迎もあり
・その他付随する業務


普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
介護職員初任者研修
以上優遇

日他

24人 018-868-1133

不問

24人 018-827-5619

不問
90人 秋田県秋田市

美容師免許又は理
容師免許

他 ＡＺ合同会社

介護スタッフ（サ高住ら
いらっく外旭川）

○サービス付高齢者向け住宅「らいらっく」の入居者への介
　護業務に従事していただきます。
・入浴、排せつ、食事等の介護
・洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言
・その他、日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話
＊夜勤は、２名体制で休憩１２０分
＊利用者３５名、介護スタッフ１２名、看護師４名
＊未経験の方歓迎、親切な指導致します。

介護職員初任者研修
修了者（ヘルパー２
級）以上
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

他 来楽　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字神田１１２番
地

美容師又は理容師
30人 秋田県秋田市

89人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7133991

美容師・理容師／秋田
市

美容師・理容師としての店舗業務全般のお仕事です。
ヘアカット、ヘアカラー、シャンプー等の仕事をしていただきま
す。パーマや縮毛矯正業務はありません。完全週休２日制、
転勤なし。売上・販売のノルマなし。スピードを要求することは
ありません。ブランクある方も大歓迎です。

エスケー警備保障　有限会社
その他

秋田県秋田市河辺北野田高屋字前
田１６－７

毎　週
東京都世田谷区南烏山１－３０－２

2人 03-6379-9711

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 7082191

雇用・労災・健康・厚生
13070-33311191

警備員「ポートピア河
辺」

○駐車場警備及び場内警備　　　　　　　　　　　　　
・駐車場：交通誘導等
・場内：舟券の券売機周辺の警備等
　お金や舟券の取り忘れ・トラブル防止のため
＊一日８～９名で対応しています
＊シフトは月末に希望を伺い決定します。
＊本人の要望により月に８～１０日程度、１日３時間位の時間外労働
あり。
（１８時～２１時の間の時間外は２５％増し）
＊現場が固定されているので、仕事に慣れるのが容易です。

不問

他

11人 018-852-5568

不問

15人 018-882-3114

不問
20人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所

伐木造材手

○作業現場にて、伐木（伐採）・造材・搬出作業等の林業
　作業に従事します。
・チェーンソーを使用した作業あり
＊現場は県北部が多い（県外もあり）
＊会社に集合し、社用車で現場へ移動します。
＊遠方の現場の場合は早朝集合もあり（７時００分頃）
＊県外出張時は宿泊代会社負担
＊車両系建設機械等の資格がない方には、入社後に取得し
ていただきます。

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
＊車両系建設機械等
資格があれば尚可

日他 有限会社　エフ・ジー
その他

秋田県南秋田郡五城目町高崎字田
中２８７

不問
23,000人 秋田県潟上市

11人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7086991

製造工【潟上市昭和】

＊医療用ゴム・プラスチック製品の製造
　・目視外観検査・梱包・組立作業になります。

＊派遣期間：Ｈ３１年４月２５日～Ｈ３１年７月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　２０１９年１１月３０日です。

株式会社　ジロー洋菓子店
毎　週

秋田県秋田市御所野下堤２丁目１－
８

その他
秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 7080291

平成31年4月25日～平
成31年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 2227091

洋菓子製造（パティシ
エ）

○ケーキ、クッキー等の洋菓子製造全般
・材料の仕込み、生地作成
・焼き方
・仕上げ、デコレーション　等

＊経験がなくても応募可能です。
＊将来洋菓子職人を目指している人、見習いとなって働きた
い方歓迎します。
＊真剣にパティシエを目指している方を希望します。

不問

月他

毎　週
秋田県秋田市広面字樋ノ沖１７－２
ニッセイハイム１階

4人 018-831-6041

不問

22人 018-889-6260

不問
65人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 7130091

洋菓子製造（パティシ
エ）

○ケーキを中心に主に洋菓子の製造に従事していただきま
す
・材料の仕入れから仕上げまで
・店頭での接客販売、包装、レジ業務の手伝い
・その他、付随する業務（清掃など）

＊未経験の方にも初歩から教えます。
＊洋菓子づくりに興味のある方歓迎します。

不問

他 パティスリー　ラトリエグーテ



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～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 264,000円～286,000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) 7時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１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 200,000円～250,000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

2人 187,000円～187,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 175,500円～208,900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40分 就業場所

月給

1人 160,000円～240,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時45分～17時00分 就業場所

平成31年4月4日発行（平成31年4月3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

仕上アイロン及び仕
訳、配送　　　≪急募≫

・制服やワイシャツ等のアイロン掛け（業務用アイロンを使
　用しての仕上げ作業。力の必要な作業となります。）
・反物等の入荷品を２階に運ぶ作業
　（２０ｋｇ前後の反物の持ち運びあり。多いときは１００着程度の運搬
となります。）
・内職先への出荷準備等
・毎日、内職先（御野場、八橋）へ製品を届ける。
（軽ＡＴ車使用）
・縫製（ミシン）穴ミシン、止めミシン作業もあります。
＊退職者の補充のための≪急募≫です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 遠藤被服工業　株式会社
毎　週

秋田市南通亀の町１０－４

11人 018-832-7078

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 7057291

塗装工

○一般建築の塗装工業務に従事していただきます。
＊現場は南秋田郡、潟上市、三種町、秋田市
　会社に出勤後、社用車（ＭＴ車）で現場へ移動します
＊週の労働時間は法定内（週４０時間）に調整
＊雇用は令和元年１１月３０日までです
（現場の状況により、雇用期間が若干前後する場合あり）
　翌年４月に再雇用の可能性があります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 南秋塗装工業
毎　週

潟上市豊川山田字滝の沢１５

2人 018-877-5064

建築塗装工経験１
年以上

2人 秋田県潟上市
～平成31年11月30日

雇用・労災
05010- 7070791

アクリル加工・看板製
作

○アクリル加工、看板製作の作業です。
・コンピュータを使っての出力作業
・製作用機械の操作
・現場での作業（看板の取り付け等）
・その他、付随する業務
＊やる気を持って仕事に取り組める方を希望します。
＊手の器用な方歓迎します。
＊少人数の事業所ですので、いろいろな作業を手伝って頂きます。
＊移動時は社有車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　創芸
隔　週

秋田県秋田市卸町１丁目９－２２

2人 018-895-8817

パソコン操作可能
な方

2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7072291

大型運転手（平トラッ
ク）

○大型車による亜鉛原料の運搬

・往復５ｋｍ位の距離（秋田市内）を１日１０～１２回の亜鉛原
料運搬

大型自動車免許
（必須）

他 小坂通運　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市飯島字砂田５１－１

25人 018-845-5517

不問
115人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 7064891

積込、ダンプ運転手（正
社員）

○当社で行う各種業務に従事していただきます。
［主な業務内容］
・建物解体工事に伴う、廃棄物の積込み・搬出。

＊活動エリア：秋田県内

＊社用車使用（２ｔ～４ｔ　ＭＴトラック）　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

中型自動車免許

日祝他 ケン開発　株式会社
その他

秋田県秋田市下新城長岡字毛無谷
地５６－１

7人 018-872-1180

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7117991

メンテナンス業務管理

○メンテナンス業務管理を担当していただきます。
（主な仕事内容）
・清掃現場管理業務
・立会い作業（月５～７回程度夜間勤務あり）
・パート社員勤務管理
・その他、付随する業務

＊社用車使用の場合あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 中越クリーンサービス　株式会社　秋
田営業所その他
秋田県秋田市泉中央３丁目５－１２

3人 018-896-5911

不問
4,645人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7071891

作業員
・一般住宅・アパート・店舗等の給排水・衛生空調工事、道路
内の水道管工事の配管工事に従事していただきます。
・主に、秋田市内の現場を中心として、社有車を使用して移
動します。

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
給水装置主任技術者
及び排水設備責任技
術者優遇

日他 有限会社　佐藤住宅設備
隔　週

秋田県秋田市南通宮田１５－２６

4人 018-825-1360

不問
4人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 7114091

℡ 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、下記日程の午前１０時～１２時と午後２時～４時にそれぞれ
　　開催します。（午後開催のみ●で表示していますので、お間違えのないようお願いします）
　　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．　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】
　２．　４月　５日　㈱シンワ「拓稜ﾊｳｽ土崎南・拓稜ﾊｳｽ割山」【介護職員、看護職員、調理員】
　３．　４月　８日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
　４．　４月　９日　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
　５．　４月１０日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　６．　４月１１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、調理員】
　７．　４月１１日●(社福)幸楽会「特別養護老人ホーム・ショートステイ幸楽園」【介護員】
　８．　４月１２日　㈲やさしい手秋田「やさしい手秋田　本店・ポートセンター・ももさだ店」【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　９．　４月１５日　(社福)新秋会「ひなた」【介護職員(正職員、パート、夜間専門)】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 250,300円～270,300円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

日給(月額換算）

2人 155,952円～155,952円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

1人 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30分～17時30分 就業場所

月給

1人 140,000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 35歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 117,280円～146,600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40分～17時00分 就業場所

月給

1人 124,000円～125,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 141,900円～151,800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15分 就業場所

月給

1人 124,300円～124,300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

日給（月額換算）

1人 135,252円～135,252円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所
6ヶ月

雇用・公災・健康・厚生
05010- 7197091

毎　週
秋田県秋田市山王四丁目１番１号

15人 018-860-1361

パソコン操作可能
可能な方（一太郎、
ワード、エクセル
等）

3,500人 秋田県秋田市

3,496人 秋田県秋田市
平成31年5月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 7191491

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。
【仕事内容詳細】
・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）
・電話、来客の取りつぎ対応
・来客等への給茶業務
・その他、付随する業務


不問

土日祝他 秋田県健康福祉部　長寿社会課

図書館業務【新屋図書
館】

○図書館独自のシステムを操作しながらの貸出、返却、レ
ファレンス等
・その他、図書館業務全般



図書館司書（必須）

他 秋田市教育委員会
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

10人 018-888-5803
パソコン操作（一太
郎、ワード、エクセ
ル等）
図書館での勤務経
験があれば尚可

秋田県秋田市雄和妙法字上大部２３

4人 018-886-2663

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7183491

52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 7175491

維持管理業務及び一
般事務

○主な担当業務
・用排水路・農道・揚水機・ため池等の施設の維持管理等
・理事会・総代会資料の作成及び議事録の作成
・土地改良事業の事業申請等
・組合員（農家）からの要望等に対する対応
・官公庁等への書類提出手続きに本人所有の車を使用して
　いただきます。（旅費支給）


土日祝他 雄和中央土地改良区
毎　週

事務

・請求や支払い事務等
・その他、経理や庶務全般に関する事務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　北日本リースキン
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１番
地１１

47人 018-863-8283

パソコン基本操作
（ワード、エクセル）

2人 018-866-9875

パソコン操作（ワー
ド・エクセルの使
用）

2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7167491

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 7161591

一般事務

・来客対応（協会と共済の案内や入会手続き、手数料徴収）
（お客様は飲食業の事業主様等です）
・パソコン操作（ワード、エクセル、専用ソフトを使用し、データ
入力）
・通知発送
・外勤受付（月１回程度）
・電話対応

＊外出時はマイカー使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田食品衛生協会
毎　週

秋田県秋田市八橋南一丁目８番３号

毎　週
秋田県秋田市山王３丁目４番２３号

76人 018-883-0200

経理事務経験者
148人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7153591

一般事務職

○営業担当者及び総務部経理担当との連携
・勤務場所：経営企画部
・仕入・売上計上業務、受注伝票入力、発注業務
・保守登録関連業務、月末合計請求書チェック
・商談伺書綴込、営業支援業務
・支払伝票（買掛金）入力、その他雑務
・商＋蔵奉行ソフト使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　フィデア情報システムズ

事務職

○一般事務職１名募集します。
当社は車を使ってお客様へ大型な工業製品を輸送している
会社です。車両に係る数値の入力（燃費や運賃）、乗務員・内
勤者を含む健康診断の管理、伝票整理、売上のシステム入
力、倉庫の在庫管理等を行なっていただきます。
○待遇
年１回、インフルエンザの予防接種が会社負担で受けられま
す。内勤者は給与・労務管理表が１人１枚あり、自身で残業
代や有給休暇を管理しています。制服、交通費の支給あり。
風通しの良い環境です。

普通自動車運転免
許以上（ＡＴ限定可
／業務上運転の場
合有）

日他 株式会社　全建
隔　週

秋田県秋田市雄和田草川字沖村１６
０－１

15人 018-886-2861

不問

4人 018-801-0911

ワード・エクセルの
基本的な操作が出
来る方

5,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7171091

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 7147191

事務員


・給与の計算

・営業のアシスタント業務

不問

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

秋田県秋田市寺内油田２丁目５－１

29人 018-863-6253

不問
260人 秋田県秋田市

秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7199691

臨時保育士「寺内保育
所」

○乳幼児（０～６歳）の保育業務です。

・保育業務の他、お掃除、雑用などもあります。



※雇用期間：６ヶ月毎の契約更新になります。

保育士資格

日祝他 寺内保育所（秋田市役所　子ども育
成課）その他

○有料老人ホームでの看護・介護業務に従事していただきま
す。
○併設される訪問看護ステーション、訪問介護事業所での看
護・介護業務

看護師

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

20人 018-838-7011

パソコンの操作
74人

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊パソコン検定３級
以上＊パソコン操
作がスムーズにで
きる方（ワード、エク
セル）＊タッチタイ
ピングのできる方
及び商業簿記の分
かる方優遇

平成31年4月5日発行（平成31年4月4日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師

℡ 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 130,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 158,500円～165,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

月給

2人 155,000円～185,000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15分 就業場所

月給

1人 165,000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 35歳以下 (1) 8時15分～17時15分 就業場所

月給

2人 146,600円～150,600円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

不問

月給

2人 163,500円～173,500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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 152,000円～154,000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)11時00分～20時00分

不問 (3)17時00分～ 9時00分

月給

2人 160,300円～190,300円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 173,000円～198,000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

不問 (3)16時30分～ 8時45分

月給

2人 173,000円～198,000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

不問 (3) 9時00分～18時00分

月給

1人 140,800円～149,600円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 7187591

歯科助手

・歯科医院受付
・診察アシスタント
・レセコン業務
・医療器具の消毒
・診療所内の清掃、整理

不問

木祝他 いずみ歯科クリニック
その他

秋田県秋田市泉中央二丁目１４－６
ノーベル泉１Ｆ

3人 018-866-8246

歯科医院勤務経験
者

14人 018-828-9811

23人 秋田県秋田市

3人

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7212691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7208891

介護職員（ショートステ
イあゆみの里）

○生活全般における介助
・ベット上での起こす介助
　（介助の中で、ベットから起こす介助が多い）
・トイレ、食事、入浴等の介助等　
・介護記録の記入　・洗濯業務　　
※初めての方にも丁寧に指導いたします。（夜勤は勤務状況
によって２～３ヶ月後に勤務します）
＊入居者２０名をスタッフ１４名で対応
＊検食としての夕食、朝食あり
＊送迎業務はありません

他 有限会社　ライフイン国見ノ里
その他

秋田県秋田市豊岩小山字前田表１５
８－３

その他
秋田県秋田市豊岩小山字前田表１５
８－３

9人 018-828-9811

23人 秋田県秋田市

74人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7198391

介護職員（グループ
ホーム国見ノ里）

○生活全般における介助業務を担当していただきます。
・ベット上での起こす介助
　（介助の中で、ベットから起こす介助が多い）
・トイレ、食事、入浴等の介助等
・介護記録の記入（毎日）
・洗濯
・その他、付随する業務
＊入居者９名
※初めての方にも丁寧に指導いたします。
（夜勤は状況によって２～３か月後の勤務になります）

他 有限会社　ライフイン国見ノ里

介護職員

○有料老人ホームで介護業務を行っていただきます
・入浴、排泄、食事、更衣、介助、部屋の掃除等
・病院への同行

＊利用者定員２０名、スタッフ２０名
＊夜勤は月平均５～６回程度です。２名体制。

介護関連資格所有
者

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

20人 018-838-7011

不問

24人 090-7323-6411

40人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護職員初任者研
修またはホームヘ
ルパー２級以上
（資格取得予定者
の方も可）

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7156391

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 7151891

介護業務

○要介護状態にある高齢者に対し、入所して生活する手助け
　を行います。（食事・入浴介助、話相手等）

＊入所者２０人を介護・看護職員１８人体制で対応
＊送迎も行います（軽ワゴン車・ＡＴ）
＊夜勤は月４回程度（２人体制・休憩６０分）

※未経験の方もマンツーマンで丁寧な指導をいたします。
　安心してご応募下さい。

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

その他
秋田県秋田市太平八田字藤の崎２３
１－３

34人 018-838-2338

不問
158人 秋田県秋田市

158人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 7150791

介護職員（正職員）

○利用者の介護業務全般に従事していただきます。
・身体、入浴、食事の介助等
・まれに外出用務もあり

※充実した教育システムを完備しています。

介護福祉士（必須）
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 社会福祉法人　晃和会

介護職員（準職員）

○利用者の介護業務全般に従事していただきます。
・身体、入浴、食事の介助等
・まれに外出用務もあり


※充実した教育システムを完備しています。
※１年毎の更新あり
※正社員への登用あり

日他 社会福祉法人　晃和会
その他

秋田県秋田市太平八田字藤の崎２３
１－３

34人 018-838-2338

2人 018-880-2777

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）可能
な方

40人 秋田県秋田市

介護職員初任者研
修（ヘルパー２級）
あれば尚可
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7158991

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 7177891

ルート配送及び営業

○トータルインテリア資材卸売業に従事していただきます。
・内装業顧客への営業活動
・配達業務
（得意先様、事業所及び新築・改修現場への配達）
・集金業務
・その他、付随する業務
＊活動エリア：秋田県内　
（社有車：ハイエースＡＴ程度使用）
＊ルートセールスでの内装インテリアの提案や
　お客様への手助け

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　トヨネスト　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目８番１
６号　プラティアＭー１０３号

隔　週
秋田県秋田市泉北１丁目７番１８号

8人 018-862-6808

不問
8人 秋田県秋田市

22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 7154191

営業補佐スタッフ（ルー
ト）

○テレビ受信アンテナ、放送、監視カメラ、ナースコール　　機
器等の卸売販売
・電気店、電気工事会社、ケーブルテレビ局へ訪問し、上記
機器の営業活動
・見積書等作成（ＰＣ使用）
・その他、付随する業務
＊ノルマはありません　＊営業エリアは秋田・男鹿・能代・由
利本荘・大仙市です　＊社内車（軽、ＡＴ車）使用　＊機械等
に詳しくなくても丁寧に指導いたします。　＊当社は先輩と同
行して仕事を覚えていただきます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 秋田ディエックス　株式会社

営業

○そば粉、もろこし粉、小麦粉、その他の食品の販売業務に
従事していただきます。
・営業先は、東北６県の製麺業者（蕎麦が主）、製菓業者とな
ります。
・既存の取引先へのルートセールスが主となりますが、新規
開拓も行います。
・地域によっては日帰り出張から２泊の出張もあります。

＊活動は社有車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 富士製粉産業　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１番６２号

11人 018-853-8803

22人 018-828-5701

不問

不問
11人 秋田県秋田市

販売員

○販売員として従事していただきます。
・インターネットオークション出品手続き　・荷物発送作業（梱
包等）　・店舗来店者の応対（買取、預かり等）　・オークション
出品商品の収集、企画、開拓、展開　・インターネットオーク
ション代行出品、落札に関わる一切の業務・店内窓口での携
帯電話（ソフトバンク）の販売、操作説明等、来店された方へ
の接客対応
＊商品受け取りのための外出用務あり（社有車使用）
＊販売ノルマはありません。 雇用・労災・健康・厚生

05010- 7206491

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　アクセス
毎　週

秋田県秋田市土崎港南３丁目１１－
２１

ヘルパー２級又は
初任者研修修了者
（通勤用として普通
自動車免許あれば
尚可）

ヘルパー２級又は
介護職員初任者研
修修了者
（通勤用として普通
自動車免許あれば
尚可）
　

4ページ中 2ページ

平成31年4月5日発行（平成31年4月4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



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 132,283円～156,240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)10時30分～19時30分 就業場所
(2) 5時30分～14時30分

時給（月額換算）

1人 151,200円～151,200円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

日給（月額換算）

2人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)22時00分～ 6時00分 就業場所

月給

1人 190,000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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

5人 190,000円～228,000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 18歳以上 (1) 7時50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
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～18時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～280,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

5人 242,000円～352,000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 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時00分

月給

2人 172,500円～299,000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00分 就業場所

4人 018-835-9707

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7168791

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7253691

外構工事

・大手住販メーカーの外構工事をしております。
・左官、土木工事が主であります。
・鋤取り、土間下地、型枠取り付け、ＣＢ積み（ブロック）
・コンクリート工事が主です。
・残土、資材等を２ｔ～４ｔトラックで運搬

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
車両系建設機械あ
れば尚可

日祝他 鎌清総建　株式会社
その他

秋田県秋田市下北手松崎字大沢田
１０５－４４

毎　週
秋田県秋田市添川字境内川原７０－
３

5人 018-836-7870

不問
6人 秋田県秋田市

149人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-24626091

設備技術者

○ビル等の設備技術業務全般を担当していただきます
・電気設備保守
・空調等の運転
・保守、日常営繕工事　他

＊脚立を使用しての高所作業があります。

＊採用から１～３ヶ月間は、就業時間（２）勤務で慣れてい
　ただきます。

不問

他 株式会社　北辰

バックホー運転手［秋田
市／大仙市］

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現場での
バックホー等重機作業のお仕事です。
直行・直帰／現場工期終了毎に勤務地の移動があります。

※経験と能力に応じた現場での作業をお願いします。未経験
の方も大歓迎です。
＊若手からベテランの方まで、積極的に採用しておりますの
で、お気軽にお問合せ・ご応募ください。
※資格取得支援支援制度あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可／必
須）
車両系建設機械

日祝他 株式会社　ナスキー
その他

宮城県仙台市若林区六丁の目中町
１８－１５　斎喜六丁の目ビル２１２

149人 022-355-5248

不問

1人 022-722-6170

・ＰＣ操作必須（普
通程度で可）
・実務経験者（年数
問わず）

555人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
04010-24543291

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7178291

（派）設備ＣＡＤオペレー
ター［秋田市］

建築現場におけるＣＡＤ業務を担当していただきます。

＜主な担当業務＞
・図面作成
・書類作成（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄによる）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 株式会社　ワット・コンサルティング
仙台オフィス毎　週
宮城県仙台市青葉区花京院１丁目１
－５　タカノボル第２５ビル１１階

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－１２３

9人 018-865-1760
簡単なパソコン入
力
工場勤務、フライ
ス・旋盤・金属加工
経験者優遇

9人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市
平成31年5月7日～平
成31年5月31日 労災

05050- 1697991

研削機械オペレーター
兼　雑務

○切削工具及び各種刃物の研削・再研磨
　金属を削るための回転工具（刃物）の刃こぼれを研磨修正
する仕事です。
・現場にて、工作機械（工具研削盤）のオペレーターとして勤
務していただきます。
・場合によっては営業補佐（製品の納入・配達）
　（社用車使用）
・事務補佐（簡単なパソコン入力など軽作業）を行ってもらい
ます。
＊社員は全員未経験からはじめた人たちばかりです。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　シンワ

建築板金工及び屋根
工事作業員
【アルバイト：期間限定】

○屋根建築板金工事業務
・一般住宅、大型鉄骨屋根工事（５ｍ以上の高所作業含む）
・資材運搬や現場への移動等で社有車（２トン平トラックや　ラ
イトバン）を使用。
○屋根工事作業員の業務
・屋根貼り作業手伝い（５ｍ以上の高所作業含む）
・外壁工事における外壁材の貼り付け
・機械操作による作業です。
※現場は秋田市内です。当工場に集合し、各現場へ向かい
ます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝 ルーフテクノ　株式会社
毎　週

秋田県由利本荘市岩谷町字松山９７

6人 0184-65-2508

不問

3人 018-882-3703

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7179591

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010- 9385891

建築板金工

・屋根板金工事一式（屋根葺き工事、修繕工事）
・とい工事
・屋根材の加工作業
・雪止め据付工事

＊現場は秋田市中心となります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社　小野板金
その他

秋田県秋田市河辺戸島字川苗代３１
－３

毎　週
岩手県盛岡市高松２丁目１４番２８号

5人 019-601-7305

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）
　（高度な技術を要
しない）

119人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市
平成31年5月8日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 7186291

道路情報連絡業務（秋
田河川国道事務所）

秋田河川国道事務所道路情報室において、道路情報連絡業
務を担当して頂きます。
　〔主な担当業務〕
　・道路情報、気象情報の収集、道路情報板操作
　・道路情報モニター監視操作及び記録
　・一般電話、警察等関係機関からの緊急通報等に関する
　　対応

不問

他 株式会社　岩手パブリック

接客（観光客等への観
光案内業務）

○ＪＲ秋田駅構内にある秋田市観光案内所および、秋田空港
　到着口付近に新設予定の観光案内カウンターにおいて、
　観光客（外国人・日本人）への道案内や観光スポットなど
　の案内をしていただきます。

＊制服貸与します。
＊土日祝日勤務可能な方を希望します。

※外国人観光客も増えており、英会話の実力向上にもって
　こいの仕事です。

不問

他 公益財団法人　秋田観光コンベン
ション協会その他
秋田県秋田市大町二丁目２－１２

4人 018-824-1211


英会話　＊外国の
方との日常会話が
可能な方（必須）

不問
450人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 7165691

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル
その他

秋田県秋田市中通１丁目３番５号

6人 018-834-1141

平成31年4月5日発行（平成31年4月4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

給食業務（ケアハウス
土崎）

○施設内で仕込み・盛り付け・配膳・下膳・お茶出しなどの給
食業務全般を担当します。

＊専属スタッフが丁寧にサポートしますので、安心して応募
ください。
＊契約更新は、勤務状況等を考慮し１年ごととなります。
＊制服は会社で用意します（貸与）
＊４月１日より新規委託事業所

℡ 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

3人 172,500円～299,000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00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 215,600円～270,600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

日給（月額換算）

1人 215,600円～270,600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

5人 235,900円～259,000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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)19時00分～ 4時00分

日給（月額換算）

1人 182,750円～182,750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～18時00分 就業場所

月給

1人 185,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～18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

時給（月額換算）

3人 142,120円～167,200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) 7時50分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 130,200円～130,200円
就業場所

正社員以外 TEL
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15分～19時00分平成31年5月7日～平

成32年3月31日 雇用・公災・健康・厚生
05010- 7163091

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

10人 018-888-5803

＊草刈機や除雪機
等の操作が可能な
方

3,496人 秋田県秋田市

551人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
02030- 4141791

労務作業等補助（臨
時）「秋田市太平山自
然学習センター」

○秋田市太平山自然学習センターにて、施設の環境整備・維
持管理業務等の補助に従事していただきます。
・屋外の清掃、草刈り、枝払い等の環境整備
・修繕作業
・テント等の設営、撤去
・除雪作業
・野外炊飯等の補助
・その他、付随する業務

＊体力に自信のある方を希望

不問

他 秋田市教育委員会

場内作業員【契約社
員】

場内作業員について、以下の業務内容になります。
・製品選別作業
・タイヤ処理作業
・場内清掃

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可／通
勤用）

日祝他 株式会社　青南商事
その他

弘前市大字神田５丁目４番地の５

29人 0172-35-1413

不問

5人 03-6635-1833

不問
307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-45856691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7205991

【急募】建物の防水・断
熱、害虫駆除・防除等
／秋田支店

●建物の防水、断熱工事等の施工
●シロアリ等の害虫駆除・防除工事の施工など
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。
ハウスメーカー・工務店を通じての防水・断熱・シロアリ駆
除・各種リフォーム工事等を行っております。
上記業務以外にも、敷地調達、地盤調査、地盤改良、床暖房
設置、瑕疵担保取次等の業務も行っており、これら業務全般
を担当して頂きます。


普通自動車運転免
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

その他
秋田市河辺和田字和田３７－９

8人 018-882-3515

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- 7202091

建築資材の配達・ルー
ト営業

○ルートセールス
・既存のお客様を定期的に回り建築資材の注文を取ります。
○建築資材の配達業務
・木材、建材、その他住宅関連資材全般を取り扱います。
・資材の積み下ろし作業
　＊重機、手作業による
　　重機の免許は特に必要ありません

＊範囲は秋田市内及び近郊（２ｔトラック平ボディ使用）
＊作業着貸与

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社木村建材店

建築資材の配達


・建築資材の配達業務
・木材、建材、その他住宅関連資材全般を取り扱います。
・資材の積み下ろし作業
　＊重機、手作業による
　　重機の免許は特に必要ありません

＊範囲は秋田市内及び近郊（２ｔトラック平ボディ使用）
＊作業着貸与

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社木村建材店
その他

秋田市河辺和田字和田３７－９

8人 018-882-3515

不問

46人 022-253-6966
・人身事故歴のな
い方
・交通違反の少な
い方
・免停歴のない方

4,500人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-24782991

雇用・労災・健康・厚生
12010-14415391

サービスドライバー［秋
田市］

３ｔトラックでの大手コンビニへのルート配送業務です。　安定
しているお客様が荷主で毎日確実に仕事があります。　惣
菜、乳製品を運んでいます。決まった時間に出勤して退社で
きるため、自分のプライベート時間がうまく使えます。　１日２
回転の配送となります。　　　　　　　　　　　　　＜配送エリア秋
田県内です。＞
＜仕事や配送ルートは先輩スタッフが助手席でしっかり教え
ます。＞
＊長期間安定して働けます。

普通（中型）自動車
免許取得３年以上

他 アサヒロジスティクス　株式会社　仙
台営業所毎　週
宮城県仙台市若林区六丁の目南町
６－１

毎　週
千葉県千葉市稲毛区長沼町４０番地
１

5人 043-250-5254

不問
100人 秋田県秋田市

100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
12010-14413191

土木作業員／秋田市
下浜羽川

・土木作業の作業員を募集します。

・土砂の掘削や埋戻し、コンクリートの練りや充填等の作業と
なります。

・主に職人さんの手元中心の雑工となります。

不問

日祝他 株式会社　三協

土木作業員／秋田市
内

・土木作業の作業員を募集します。

・土砂の掘削や埋戻し、コンクリートの練りや充填等の作業と
なります。

・主に職人さんの手元中心の雑工となります。

不問

日祝他 株式会社　三協
毎　週

千葉県千葉市稲毛区長沼町４０番地
１

5人 043-250-5254

不問

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7169891

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
車両系建設機械あ
れば優遇

日祝他 鎌清総建　株式会社
その他

秋田県秋田市下北手松崎字大沢田
１０５－４４

4人 018-835-9707

4ページ中 4ページ

平成31年4月5日発行（平成31年4月4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

外構工事

○大手住販メーカーの外構工事をしております。
・左官、土木工事が主となります。
・鋤取り、土間下地、型枠取り付け、ＣＢ積み（ブロック）
・コンクリート工事が主です。
・残土、資材等を２ｔ～４ｔトラックで運搬

＊秋田市内、県内、宮城県内で仕事できる方。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 167,000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) 9時00分～18時30分 就業場所
(2) 9時00分～13時30分

月給

1人 143,500円～262,500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 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

3人 160,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

3人 160,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 150,000円～229,000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 200,000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 64歳以下 (1) 6時10分～16時10分 就業場所
(2)12時00分～22時00分
(3) 8時30分～17時15分

月給

1人 140,000円～140,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

日給（月額換算）

15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

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

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) 9時00分～17時45分 就業場所
(2)10時15分～19時00分

11人 018-888-5429

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市
平成31年5月1日～平
成31年10月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 7373191

平成31年5月1日～平
成31年10月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 7372591

一般事務補助（臨時職
員）
【秋田市民交流サロン】

○一般事務補助業務に従事していただきます。

［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月毎の更新あり（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

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

21人 018-888-5429

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市

2,532人 秋田県秋田市
平成31年5月1日～平
成31年10月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 7371291
一般事務補助（臨時職
員）
【駅東サービスセン
ター】

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

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり（最長２年）

不問

日祝他 秋田市役所

一般事務補助（臨時職
員）本庁

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

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり

不問

土日祝 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

1,540人 018-888-5429

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

3人 018-823-8192

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 7341691

平成31年6月1日～
雇用・労災・健康・厚生

13040-48136291

運送事業協同組合に係
る
一般事務

・一般事務
・パソコンによる組合員への請求書作成
・荷物の輸送あっせん業務（ネット及び電話による）

＊パソコンはワード・エクセルの他、専用ソフトを使用

不問

日祝他 秋田県トラック運送事業協同組合
その他

秋田県秋田市卸町１丁目　３－２

その他
東京都港区西新橋２丁目１１番６号
ニュー西新橋ビル５階

4人 03-3519-5191

気象又は航空関係
業務

190人 秋田県秋田市

354人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7357091

航空気象観測・通報及
び測器保守・点検業務
（秋田空港）

航空気象観測・測器保守
普通自動車免許
（ＡＴ不可）
三級陸上特殊無線
技士

他 一般財団法人　航空機安全運航支
援センター

健康運動指導士（トレイ
クかたがみ）【トライアル
雇用】

○トレーニングルームでの健康運動指導をしていただきま　
　す。
・生活習慣改善プログラム、ロコモ予防。
・運動不足解消、パーソナルトレーニングといったコースを
指導します。

健康運動指導士

他 医療法人　正和会
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

10人 018-877-7110

不問

4人 018-886-4170

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7424991

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7423691

柔道整復師

○新規整骨院にて柔道整復師の仕事に従事していただきま
す
＊スポーツ患者様が多く、とてもフレッシュでやりがいのある
お仕事です。

＊柔整師４人の内２名体制で業務を行います。

＊制服貸与

※院長候補の募集です。

柔道整復師

日祝他 有限会社　ボーン
毎　週

秋田県秋田市雄和平沢字金沢７０

毎　週
秋田県秋田市雄和平沢字金沢７０

4人 018-886-4170

不問
5人 秋田県秋田市

64人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7353891

鍼灸師

○新規整骨院にて鍼灸師の仕事に従事していただきます
＊スポーツ患者様が多く、とてもフレッシュでやりがいのある
お仕事です。

＊制服貸与

鍼灸師

日祝他 有限会社　ボーン

管理栄養士

・介護老人保健施設における栄養ケアマネジメント業務に
　従事していただきます。
・社用車使用

管理栄養士
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　成光会
その他

秋田県秋田市上北手百崎字二夕子
沢１－６

54人 018-889-6294

不問

不問
2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7355591

歯科衛生士

日祝他 いとう歯科医院
な　し

秋田県秋田市山王５丁目１－１５　朝
日プラザ欅通１０１

2人 018-888-1388

平成31年4月8日発行（平成31年4月5日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

歯科衛生士業務

○歯科衛生士業務全般を担当していただきます。
（仕事内容詳細）
・口腔衛生指導、管理、口腔ケア
・歯科診療介助
・その他、付随する業務


℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

1人 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

日給（月額換算）

1人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

3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) 8時15分～17時15分
(3) 8時45分～17時45分

月給

1人 180,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 122,400円～137,700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

時給（月額換算）

1人 138,672円～138,672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 258,500円～258,500円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 9時00分～ 8時59分 就業場所
(2)13時30分～22時00分
(3)22時00分～ 6時30分

月給

1人 150,000円～165,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時40分～18時50分 就業場所
(2)11時00分～20時10分

月給

1人 150,000円～165,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時40分～18時50分 就業場所
(2)11時00分～20時10分

月給

5人 180,000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 64歳以下 (1) 9時15分～17時00分 就業場所
(2) 9時15分～16時15分

不問

月給

2人 170,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

不問

34人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7331091

デイサービス介護職員

○認知症型ＤＳにて、次の業務に従事していただきます。

・食事や入浴・レクなど、ＤＳで行われる介護全般を含め、　認
知症の方への柔軟な対応。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・利用者の送迎業務もあります。（軽・ＡＴ車）

他 合同会社　びりーぶ
その他

秋用県秋田市卸町５丁目１４－１０

7人 018-893-3317

22人 018-862-1670

7,855人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7345891

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

02030- 4194191

商工会議所共済・福祉
制度推進スタッフ（正社
員）

○主に秋田商工会議所が実施する共済・福祉制度を通じた
保険加入・脱退等の営業推進業務。

※営業未経験でも充実した研修制度で安心して勤務可能。

※「マザーズ併用求人」仕事と子育てが両立出来る求人
　小さいお子様がいる方も、子育てがひと段落された方も、
「仕事と家庭」を両立させています。勤務調整もしやすい環
　境なので、学校行事へも無理なく参加できます。

土日祝 アクサ生命保険　株式会社　秋田営
業所毎　週
秋田県秋田市大町３丁目５－１　秋
田大町ビル６Ｆ

その他
青森県弘前市大字桜ケ丘２丁目２－
５

1人 0172-88-6433

不問
36人 秋田県秋田市

36人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
02030- 4193591

婦人服販売員（アンティ
グラビテ・秋田オーパ）

○秋田オーパ１Ｆにある婦人服ショップ「アンティグラビテ」に
おいて接客販売を中心とした付帯業務全般。




　　　　　　☆★☆★☆　急募　☆★☆★☆

不問

他 オールスパイス　株式会社

紳士服販売員（オー
ナーズガーメント・秋田
オーパ）

○秋田オーパ１Ｆにあるオーダースーツ専門店「オーナーズ
ガーメント」において接客販売を中心とした付帯業務全般。

＊東北に初出店したお店です。


　　　　　　☆★☆★☆　急募　☆★☆★☆

不問

他 オールスパイス　株式会社
その他

青森県弘前市大字桜ケ丘２丁目２－
５

1人 0172-88-6433

不問

20人 03-6238-3742

不問
8,562人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13010-46455691

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 7354291

〔契約〕店舗運営スタッ
フ（オーナー候補）秋田
市

接客、清掃、商品の発注、従業員の採用から教育、経費の
コントロールまで幅広い業務に携わって頂きます。

セブンイレブン直営店舗にて店舗の運営を学びます。
将来的に店舗経営者として独立していただくことを前提とした
職種となります。

不問

他 株式会社　セブン‐イレブン・ジャパン
毎　週

東京都千代田区二番町８番地８

毎　週
秋田県秋田市東通８丁目２－１

90人 018-884-3755

不問
800人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7386491

一般食品作業員

・食品の品出し等（１０ｋｇ程度）
・接客業務
・発注作業

＊明るい接客態度が求められる仕事です。
＊未経験の方には丁寧に指導いたします。
＊６ヶ月毎の契約更新あり

不問

他 ビフレ東通店

営業事務及びパソコン
操作によるデータ入力
≪急募≫

○営業事務支援
・パソコン操作によるデータ入力等
・電話応対
・書類作成
・来客対応

＊欠員補充のため４月中に引き継ぎあり

不問

土日祝他 株式会社北日本朝日航洋　秋田支
店毎　週
秋田市保戸野千代田町１４－１２

1人 018-863-8653

パソコン操作（基本
的操作）

2人 018-857-1038

不問
47人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7409491

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 7408991

セメント出荷場従事者

○セメント出荷業務全般
・セメントの袋詰め
・機械の保守管理
・電話応対　　　　等

普通自動車免許
（ＡＴ限定について
は応相談）
（フォークリフト、玉
掛　あれば尚可）

日祝他 船川港通運　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港西３丁目１３－
２５

その他
秋田県秋田市御所野堤台３丁目３－
１

55人 018-892-7800

220人 秋田県秋田市

2,532人 秋田県秋田市
平成31年5月1日～平
成31年10月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 7375391

事務員（介護事務）

○介護事務業務全般に従事していただきます。
・レセプトコンピュータによる介護保険請求業務
・受付、電話応対、来客応対
・その他付随する一般事務業務

＊外出業務がある場合は、社用車を使用します。
＊レセプトコンピュータ業務については、入社後指導します。

他 医療法人　三愛会　介護老人保健施
設　悠久荘

一般事務補助　（臨時
職員）　【西部市民サー
ビスセンター】

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

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

秋田県秋田市山王１丁目１－１

15人 018-888-5429

22人 018-888-5429

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市

求人番号

一般事務補助（臨時職
員）
【東部市民サービスサ
ンター】

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務
＊本庁との連絡業務等で外出する場合があります　公用車
使用（ＡＴ車）　／　＊屋外での作業もあります　職員に同行し
建物、道路等の修繕の補助を行います　／　＊仕事内容は
慣れるまで教えます　／　＊雇用期間：６ヶ月毎の更新あり
（最長２年）

平成31年5月1日～平
成31年10月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 7374091

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田市役所
毎　週

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
＊パソコンによる文
書作成、データ活
用の出来る方
（ワード・エクセル）
＊介護報酬請求事
務経験者優遇（未
経験者可）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
【業務上、自家用車
を使用しますが、燃
料代は通勤手当に
含まれます。】

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
＊介護職員実務者
研修、介護職員初
任者研修、介護福
祉士のいずれかあ
れば尚可

4ページ中 2ページ

平成31年4月8日発行（平成31年4月5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



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 168,500円～193,000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30分～16時00分

不問 (3) 9時30分～18時30分

月給

2人 138,000円～138,000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

不問 (3)10時00分～19時00分

月給

2人 151,000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 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

3人 130,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 233,000円～283,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

月給

1人 133,000円～153,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

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

時給（月額換算）

1人 134,400円～134,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～14時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

月給

1人 158,400円～158,400円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

時給（月額換算）

1人 166,400円～166,400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 180,000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 18歳以上 (1) 4時00分～12時00分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7352791

毎　週
秋田県秋田市南通亀の町４－１５
ヤマキウビル

5人 018-836-3331

不問
15人 秋田県秋田市

23,000人 秋田県秋田市
平成31年4月25日～平
成31年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 2257791

パン職人（正社員）

○「亀の町ベーカリー」でのパンの製造業務を担当していただ
きます。
・その他付随する業務 不問

月他 株式会社　スパイラル・エー

製造工【秋田市河辺】

＊水道管（鉄製）の製造、製品の加工、塗装、出荷業務


＊派遣期間：Ｈ３１年４月２５日～Ｈ３１年７月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　２０２０年８月１５日です。

普通自動車免許
（通勤用）

日他 日総工産株式会社秋田事業所
その他

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

不問

1人 018-832-1459

パソコン操作
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7356191

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-25176291

管理人兼事務

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

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 チサンマンション秋田管理組合
その他

秋田県秋田市中通３丁目４－４７

毎　週
宮城県仙台市太白区柳生１丁目１１
－８　仙光ビル３階

6人 022-306-3241

不問
1,700人 秋田県秋田市

80人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7425491

（請）調理スタッフ［秋田
市］

＊６月オープンの老人ホーム厨房でのお仕事＊
入居者の方へ朝昼夕３０食程のお食事提供のお仕事です。
調理、盛り付け、配膳、洗浄、仕込みなど家事の延長のよう
な作業内容です。
シフト制の勤務体制なので平日休みも取りやすく、自分の時
間も確保できます。

〇交通費全額支給〇マイカー通勤可〇各種保険完備
〇制服支給あり〇食事手当あり

不問

他 株式会社　ＬＥＯＣ　東北支社

ネイリスト（ジェルネイ
ル、ケアなど）

○ネイルサロンにて、予約管理及びお客様に施術を行ってい
ただきます。
・お客様の予約管理
・ケアコース　　　・カラーリング
・フットケア　　　・ジェルネイル　等
・その他、付随する業務

＊お客様への勧誘がなく、ノルマは一切ありません。
＊正社員登用制度あり。

不問

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

7人 080-6725-0476

不問

7人 080-6725-0476

不問
80人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 7426791

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7417491

アイリスト（まつ毛エク
ステ）

○まつ毛エクステの施術を行っていただきます。
・お客様の予約管理
・その他、付随する業務

＊お客様への勧誘がなく、ノルマは一切ありません。
＊正社員登用制度あり。

美容師免許

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

毎　週
秋田県秋田市雄和平沢字金沢７０

4人 018-886-4170

不問
5人 秋田県秋田市

33人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7413091

マッサージ見習い

○新規整骨院にてマッサージ業務に従事していただきます
＊スポーツ患者様が多く、とてもフレッシュでやりがいのあ　る
お仕事です。

＊制服貸与

＊経験が無くても当院スタッフがサポートします。

不問

日祝他 有限会社　ボーン

介護職員（インストラク
ター）

○介護予防運動の指導
○送迎業務（ＡＴ車）

＊運動プログラムについては研修がありますので、資格・経
験は不問です。


※業務拡大につきスタッフ募集

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）＊
必須

水日他 株式会社ヤマサ興産（ジョイリハ秋田
仁井田）毎　週
秋田県秋田市仁井田二ツ屋１丁目３
－４９

12人 018-893-3011

不問

018-884-7880

14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7410291

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 7387791

介護職員「楢山　小規
模多機能型」

○小規模多機能型居宅介護事業所において介護業務全般
に従事していただきます。
・利用者の食事の世話
・送迎業務あり（普通車／ＡＴ車）
・その他、付随する介護業務
◎夜勤できる方
＊夜勤は入所者最多９名を１名体制で担当（月４回程度）
＊仕事に前向きに取り組める方希望
＊未経験方には、マンツーマンによる丁寧な指導体制があり
ます。安心してご応募下さい。

他 株式会社　ユタカ　楢山小規模多機
能型居宅介護事業所その他
秋田県秋田市楢山佐竹町１－１９

14人

○特別養護老人ホームで、常時介護を必要とする方の更衣、
洗面、入浴、食事、排泄、身の回りの世話等生活支援（介護）
を行っていただきます。

○通所介護（老人デイサービス）で、利用者の送迎（ミニバン
使用）、入浴、レクリエーション等の支援を行っていただきま
す。

他 社会福祉法人　井川町福祉会
その他

秋田県南秋田郡井川町寺沢字綱木
沢１３３－２

56人 018-874-2272

介護職員初任者研
修修了者または修
了見込み他、介護
に関する資格保有
者
普通自動車免許
（ＡＴ限定可） 115人 秋田県南秋田郡井川町

ヘルパー２級以上
（介護職員初任者
研修）あれば尚可
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

平成31年4月8日発行（平成31年4月5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

介護職員（さくら苑）【正
職員】

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

5人 201,600円～201,600円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

1人 178,400円～253,400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)22時00分～ 7時00分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

月給

1人 178,400円～253,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)22時00分～ 7時00分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

月給

1人 130,000円～130,000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

11人 134,500円～142,000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) 2時30分～11時30分 就業場所
(2) 6時30分～15時30分
(3)14時30分～23時30分

月給

1人 150,000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

月給

1人 132,600円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 160,860円～160,860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20分～17時00分 就業場所
(2)15時50分～ 0時30分
(3) 0時05分～ 8時45分

月給

1人 220,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 7時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時00分～18時00分

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7339591

その他
秋田県秋田市向浜１丁目８番３号

13人 018-863-5770

不問
13人 秋田県秋田市

14,000人 秋田県秋田市
平成31年4月22日～平
成31年5月31日 雇用・労災

05010- 7393991

産業廃棄物の分別作
業員（建築現場の廃材
等）

○回収した産業廃棄物（建設現場の廃材等）の分別作業
・リサイクルボックスの中を分別し、リサイクルできる物とでき
ない物に分ける作業です。

＊初心者の方でも出来ますので、ご相談ください。

＊就業時間（１）（２）のいずれかの選択勤務

不問

日祝他 株式会社　アーバック

袋に材料を投入する作
業　　　　【秋田市】

○医療用プラスチックなどを製造している会社で、袋にレジン
の粉を詰める作業を行っていただきます。

※重量は２０Ｋｇ程度です。
※室内ですが、風通しの良い環境下での作業となります。

不問

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

18人 0120-709-707

不問

73人 0185-45-3311

不問
113人 秋田県南秋田郡大潟村

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05011-  561491

雇用・労災・健康・厚生
03010- 9492591

ルート配送スタッフ

○社有車（ＭＴ車）を運転、野菜の配送業務を担当します。
・野菜の積込み、荷降ろし作業
・野菜の袋詰めや梱包
・その他、付随する業務
・配送先は、大潟村～男鹿市、井川町です。

※雇用期間は、年度末（３／３１）までですが、契約更新（１年
ごと）の可能性があります。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　ルーラル大潟
その他

秋田県南秋田郡大潟村字北一丁目
３番地

その他
岩手県滝沢市大釜外館１１６－１

3人 019-699-3434

不問
18人 秋田県秋田市

127人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05040- 2262691

電気工事、通信工事、
消火設備工事（秋田営
業所）「建設」

・小型～大型コンピューターの設置工事、同型ＬＡＮ及び光
ケーブルの設置工事、コンピューター室の空調工事等
・病院・施設・官公庁等のＬＡＮ配線

＊現場エリア：岩手、秋田、青森

＊資格取得費用の支援あり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
（電気工事士（１種
又は２種）あれば尚
可）

日祝他 株式会社　ティーエスピー東北

中型トラックドライバー
（加工食品の配送）【秋
田営業所】

＊事業拡大による中型トラック（３ｔ）の運転業務の募集
　・秋田営業所を出発し、岩手県もしくは山形県で商品を
　　積込み、秋田市の配送センターへ配送する業務です。
　・基本、１ヶ所積、１ヶ所降ろしになりますが、場合に
　　よっては配送前後に付帯作業が発生する場合があります
※配送ルートが固定しているため、覚えやすく、独り立ちし
　やすい業務です。
※同求人は当社ホームページでも公開中です。
　詳しくはこちらを参照してください。
　ｈｔｔｐ：／／ｒｏｋｕｇｏｈ－ｄｓ．ｃｏ．ｊｐ／

＊普通自動車免許
以上
※中型・大型自動
車免許あれば尚可

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

35人 0187-84-2132

不問

28人 018-863-3531

不問
28人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 7415691

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 7368691

大型トラック運転手

○大型トラック（積載量１３ｔ、平ボディ）の運転に従事していた
だきます。
・専任のフォークリフト担当者が積んだ１本約１ｔの巻紙（段
ボール原紙）を主に東北圏内（６県）に運んでいただきます。
まれに関東方面へ運んでいただくこともあります。
・帰りは古紙や燃料用タイヤを積んで帰ってきます。
＊積み込みは、縦に積む場合はリフトで積み込むが、横にし
て積む場合は、運転手が手作業で転がしながら積み込みま
す。また、シート掛け作業も伴います。

大型自動車免許
（※フォークリフトの
資格は不問です。）

日祝他 太平輸送　株式会社（猿田興業グ
ループ）隔　週
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－１１３

その他
秋田県秋田市御所野堤台１丁目２－
１

36人 018-889-6340

不問
36人 秋田県秋田市

36人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7367391

運転乗務【契約社員】

・秋田魁新報の朝刊、チラシ広告等を販売店に輸送する
・輸送地域は秋田県内全域
・一束１５ｋｇ程度を手積み、手降ろしで一人での作業
・２～４ｔトラック使用

＊決められたルート（新聞販売店）への配送業務です。

中型自動車運転免
許（８トン限定可）

他 秋田新聞輸送　有限会社

運転乗務【正社員】

・秋田魁新報の朝刊、チラシ広告等を販売店に輸送する
・輸送地域は秋田県内全域
・一束１５ｋｇ程度を手積み、手降ろしで一人での作業
・２～４ｔトラック使用

＊決められたルート（新聞販売店）への配送業務です。

中型自動車運転免
許（８トン限定可）

他 秋田新聞輸送　有限会社
その他

秋田県秋田市御所野堤台１丁目２－
１

36人 018-889-6340

不問

不問
90人 秋田県南秋田郡五城目町

～平成31年5月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 7400791

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

4ページ中 4ページ

平成31年4月8日発行（平成31年4月5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

モーター部品の製造業
務　　　　（３交替）

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



