
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,400円～1,700円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～13時00分 就業場所
(2)15時00分～18時00分

時給

1人 1,500円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2)15時00分～17時00分

時給

3人 1,050円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 890円～920円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～16時00分 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～18時45分

時給

1人 800円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～15時00分 就業場所
(2)15時00分～20時00分

時給

3人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時15分～16時45分 就業場所
(2)16時30分～19時15分

時給

1人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時30分～11時00分 就業場所
(2)15時30分～20時00分

時給

1人 1,000円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～ 9時30分 就業場所
(2)15時00分～17時00分

令和元年5月14日発行（令和元年5月13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

看護師又は准看護師

・採血・デポ剤等の筋肉注射
・点滴
・受付業務
・院内清掃、後片付け


看護師又は准看護
師

金日祝 なかこうじメンタルクリニック
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目２－７　トラ
ストワンビル４階

6人 018-853-7031

不問
6人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 9345091

診療放射線技師（パー
ト）

○当院での診療放射線技師業務全般に従事していただきま
す
・Ｘ線写真撮影、骨密度測定検査等
・その他付随する業務
＊就業時間
　（１）月・火・水・木・金・土　　午前
　（２）月・火・木・金　　　　　　午後
　　　水・土は午後休み
　必ずしも記載の時間全部ではなく、曜日・時間はご希望に
　合わせて相談させてください。

診療放射線技師

日祝他 医療法人　城東整形外科
毎　週

秋田県秋田市東通６丁目７－６

92人 018-832-0023

不問
122人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9382791

歯科衛生士（パート）

○医師の指示に基づき次のような業務に従事していただきま
す。
・予防措置
・ブラッシング指導、歯石除去等
・歯科保健指導
・診療補助

＊小さいお子さんがいらっしゃる場合等、突発的なお休みも
　対応いたします。時間・休日についてもご相談ください。


歯科衛生士免許

日祝他 伊藤歯科医院
その他

秋田県秋田市土崎港中央１丁目１８
－７

4人 018-845-0607

不問
4人 秋田県秋田市

労災
05010- 9319291

一般事務、データ入力
事務等

○特別調査官（開発）部門において事務業務を担当して戴き
ます。
・パソコンへのデータ入力等
・書類の仕分けや編てつ　等　　　　　　　　　　　　　　
＊通勤に当たっては、庁舎敷地内駐車場は利用できません。
※雇用期間等は、下記のとおり
　　令和元年６月３日～令和２年３月３１日　

不問

土日祝 秋田南税務署
毎　週

秋田県秋田市中通５丁目５－２

131人 018-832-4121

パソコン操作の可
能な方
＊ワード及びエクセ
ル

131人 秋田県秋田市
令和元年6月3日～令
和2年3月31日 雇用・公災

05010- 9354391

事務員

○障害児通所支援事業所の事務を担当していただきます。
・請求業務
・電話対応
・パソコンによる書類作成
・その他、付随する業務

不問

土日祝他 医療法人　ソレイユ　いなみ小児科
ファミリークリニック毎　週
秋田市保戸野中町１－４５

9人 018-893-3955

パソコン入力程度
児童福祉施設での
請求業務経験者を
優遇

32人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9330691

給食事務

○当院給食部の業務を担当していただきます
・患者食と職員食の簡単な盛付・配膳作業
・食料品や材料等の発注と検収業務
・給食部内の衛生管理
・帳票の作成・整理・管理　他

＊就業時間は（１）（２）によるシフト制または
　８時３０分～１８時４５分までの間の５～６時間

不問

日祝他 医療法人　白雄会　白根病院
その他

秋田県秋田市旭北栄町５－２９

59人 018-862-1330
エクセル・ワードに
よる帳票の作成が
可能な方
（給食事務経験者
尚可）

59人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9388391

受付係【東通店】

◆クリーニング品の受付及び引渡業務全般

＊お客様からお持込みいただいたクリーニング品を種類・
　汚れ・ほつれ等を点検してお預かりし、仕上がった商品
　をお渡ししていただきます。

＊ＰＯＳレジ（タッチパネルを使用して受付するパソコン
　レジ）の操作があります。

※初心者の方でも丁寧に指導致します。

不問

他 株式会社シーガルジャパン
その他

秋田県北秋田市綴子字大堤６２－１

3人 0186-60-1110

不問
69人 秋田県秋田市

雇用・労災・財形
05031-  945291

承りスタッフ【アルバイ
ト】

○お中元ギフトの承り業務に従事していただきます。
・伝票処理
・入力業務（簡単なパソコン操作があります）
・その他、付随する業務

雇用期間：６月８日（土）～８月６日（火）

＊学生さんなど夕方からの短い時間での勤務も歓迎します。

不問

他 株式会社　そごう・西武　西武秋田店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目６－１

250人 018-889-3120

不問
3,200人 秋田県秋田市

令和元年6月8日～令
和元年8月6日 雇用・労災

05010- 9371691

介護職員又は介護福
祉士（杉の里）

○入所者への介護業務を担当していただきます。
・食事介助
・入浴介助
・排泄のお世話　ほか

＊入所者３０名程度、介護職員２０名体制


働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

日他 医療法人　仁政会　杉山病院
毎　週

秋田県潟上市昭和大久保字北野出
戸道脇４１

28人 018-877-6141

不問
372人 秋田県潟上市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 9314691

送迎車運転職員

○デイサービス利用者様に対するサービス送迎車
（箱型カローラ）の運転、乗降の際の介助、清掃等。
・最初は介護職員が同乗しますが、慣れたら１人で行って
　いただきます。
・１日当たりのデイサービス利用者は平均１３名。

＊明るく、仕事に前向きに取り組める方を希望します。
＊午前１Ｈ・午後２Ｈの中抜け勤務となりますが、その間に
　介護補助（食事・入浴の介助）をできる方も歓迎します。
　（介護経験・資格は問いません）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 有限会社　介護センターふるさと
毎　週

秋田県秋田市手形字才ノ浜２７－６

9人 018-884-0350

不問
9人 秋田県秋田市

労災
05010- 9318891

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 800円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 60歳以上 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～16時30分

時給

2人 1,000円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 1,000円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

3人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 777円～777円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 800円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～13時00分 就業場所
(2)13時00分～16時30分

時給

2人 770円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 60歳～64歳 就業場所

2ページ中 2ページ

令和元年5月14日発行（令和元年5月13日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

生活機能向上デイサー
ビス介護職員（パート）
【急募】

○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・食事盛り付け
・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 企業組合　秋田福祉サービス　ふき
のとう金足毎　週
秋田県秋田市金足小泉字潟向８６－
１

24人 018-827-5619

不問
90人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010- 9328591

生活機能向上デイサー
ビス介護職員（パート）
（６０歳以上）

○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・食事盛り付け
・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
＊＊急募＊＊


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

24人 018-827-5619

不問
90人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010- 9329191

調理（和食扇屋）

○「和食扇屋」での調理業務に従事していただきます。
・仕込み
・調理
・料理の提供　等

＊賄い付き、制服貸与
＊勤務時間、日数はご相談に応じます
＊６０歳以上の方、歓迎いたします

不問

他 合名会社　扇屋
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目１６－９　ナ
イスビル２階

4人 018-884-3275

調理経験者
30人 秋田県秋田市

労災
05010- 9351591

調理（中華）

○「中華ダイニング　欣秋」での調理業務に従事していただき
ます。
・仕込み
・調理
・料理の提供　等

＊賄い付き、制服貸与
＊勤務時間、日数はご相談に応じます
＊６０歳以上の方、歓迎いたします（経験者）

不問

他 合名会社　扇屋
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目１６－９　ナ
イスビル２階

4人 018-884-3275

不問
30人 秋田県秋田市

労災
05010- 9352191

調理係

○「えびす」における調理全般を担当していただきます。
・開店前の準備（仕込み等）
・厨房での調理業務　ほか

＊就業時間（３時間以上）、日数（週１～５日）は相談に
　応じます。
＊お気軽にご相談ください。

不問

他 株式会社　タカコーポレーション　え
びすその他
秋田県秋田市大町５丁目４－１１

4人 018-896-4011

不問
100人 秋田県秋田市

労災
05010- 9334891

ホール係

○「えびす」におけるホール全般を担当していただきます。
・注文取り、接客、レジ業務
・配膳、下膳、片付け　ほか

＊就業時間（３時間以上）、日数（週１～５日）は相談に
　応じます。
＊お気軽にご相談ください。

不問

他 株式会社　タカコーポレーション　え
びすその他
秋田県秋田市大町５丁目４－１１

4人 018-896-4011

不問
100人 秋田県秋田市

労災
05010- 9335291

駐車場整理

○駐車場整理及び環境整備用務

＊勤務日は２人のローテーションで決定します
　基本的に火曜日～日曜日の週６日間の勤務です
　
＊月の就業日数は１２日程度（１週間交代勤務のため）

＊当初は令和元年１１月３０日までの契約ですが、以後更新
の可能性あり

不問

月 秋田市立中央図書館　明徳館
その他

秋田県秋田市千秋明徳町４番４号

40人 018-832-9220

不問
40人 秋田県秋田市

令和元年6月1日～令
和元年11月30日 労災

05010- 9398691

パンの製造・販売［南秋
田郡五城目町］

製造・・・生地の仕込み、成型、
　　　　　焼成までのパンの製造業務全般

販売・・・接客、レジ業務、商品陳列
　　　　　店内清掃等の販売業務全般


＊１年毎契約更新（基準日：８月１日）

不問

他 株式会社　コイワ
毎　週

宮城県仙台市宮城野区田子３丁目１
８－５

4人 022-352-4602

不問
210人 秋田県南秋田郡五城目町

～令和元年7月31日
雇用・労災

04010-32118891

印刷工

・シール印刷に関する業務全般
・後加工、包装業務
・その他、印刷機等の清掃等の雑務 不問

土日祝他 有限会社秋田特殊加工紙
毎　週

秋田市将軍野東二丁目２－３３

3人 018-845-8189

不問
3人 秋田県秋田市

労災
05010- 9370391

配送補助

○配送補助として下記の業務に従事していただきます。
（仕事の内容）
・パチンコ店への景品納入補助
（カードが入った箱を台車で運ぶ）
＊台車を使って運びますが、１０Ｋｇ程度の持ち運びもありま
す。
・運搬時の警備補助
＊配送範囲は秋田県内全域
＊４勤１休の勤務シフト

普通自動車免許
（業務上・ＡＴ限定
不可）

他 三本珈琲　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市泉北３丁目３－３５

26人 018-865-5461

不問
600人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9380991



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 900円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時15分～17時00分 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

時給

1人 780円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 850円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～11時30分 就業場所

時給

1人 800円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)17時00分～22時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時30分 就業場所

令和元年5月15日発行（令和元年5月14日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

歯科衛生士（パート）

○歯科衛生士業務に従事していただきます。
・歯科治療のアシスタント
・口腔衛生指導、歯科予防措置
・老人保健施設、特別養護老人ホームの訪問診療補助
・企業、学校の健診補助
・その他付随する業務

　歯科衛生士

土日祝他 小澤歯科醫院
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央４丁目５－
５３

9人 018-845-0313

不問
9人 秋田県秋田市

労災
05010- 9493391

ＹｏｕＴｕｂｅ動画撮影、
求人サイト制作補助

○ＹｏｕＴｕｂｅの動画撮影
・社内の雰囲気の伝わる動画撮影
・動画原稿案の作成
・動画のタイトルキーワードの選定
※動画の内容は、細かい指示はせず、自由な発想を
重視します。動画の編集はありません。
○求人サイトの作成等
・求人サイト制作   ・顧問先の求人戦略のお手伝い
※難しいプログラムなどはありませんので、
興味がある方なら未経験でも大丈夫です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 中小企業活性化サポート
毎　週

秋田県秋田市卸町１丁目３－２　秋ト
協ビル２Ｆ

15人 018-853-5005

ワード・エクセル操
作可能な方

15人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 9562091

制作アシスタント【アル
バイト】

○制作アシスタントに従事していただきます。
・Ｗｅｂ，グラフィック、映像制作に関わるアシスタント
　業務
　
＊学生応募可

＊詳細はホームページにて。（必ず見て下さい）
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｏｒａｐｎｔｓ．ｃｏ．ｊｐ

不問

他 株式会社　トラパンツ
その他

秋田県秋田市旭北栄町１－４６

36人 018-883-1909

不問
37人 秋田県秋田市

1ヶ月
労災

05010- 9491191

事務系スタッフ（学務
課）

学務課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。

「がん専門医療人材養成プラン」にかかわる講義や実習など
の準備、資料や報告書作成などの事務局の運営に関する業
務

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝 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

ワード、エクセルな
どパソコンが使用
できること

1,400人 秋田県秋田市
令和元年7月1日～令
和2年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9500291

医療事務兼看護助手
【新規開業パートタイ
マー】

○子どもの心専門医院で下記の業務を行っていただきます。
・受付・患者様対応・親御様対応・診療介助補助
・会計・院内整理・院内清掃　等

＊９月開業の子どもの心専門のクリニックです。
＊子ども達に優しく対応でき、協調性をもって取り組めるス
タッフを歓迎します。
＊土曜日と祝日は勤務日です。


不問

水日他 秋田こどもの心と発達クリニック
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央４丁目１０
－１８

0人 000-000-0000

不問
0人 秋田県秋田市

05010- 9507491

医療事務「南秋田整形
外科医院」

○事務員として従事していただきます。
・電話応対、来苑者の窓口応対
・利用料金の窓口処理
・レセプト請求
・備品管理
・会議資料作成
・書類整理　等   　※就業時間については相談に応じます。
働き方改革関連認定企業【くるみん】
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

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

28人 018-877-7110

不問
403人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9517891

販売員補助

○店内での販売員補助をお願いします。
・婦人服、服飾雑貨、器などの販売
・値札付け、カフェスペースでのドリンク提供、片付けほか　
＊経験のない方にも丁寧に指導しますので、未経験の方も遠
慮なくご応募ください。
＊マイカー通勤の場合、駐車料金は当店で負担いたします。
＊土・日・祝は休みです（ただし月１回土・日曜出勤あり）
＊お盆休暇・年末年始休暇があります。
※学校行事等のお休みにも対応しますのでご相談ください。

不問

土日祝他 有限会社　コルチカム
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目１１－３１
エムドウビル１Ｆ

3人 018-824-3566

不問
3人 秋田県秋田市

労災
05010- 9522991

販売部員

○秋田市民市場内の衣料品小売店にて、婦人服、婦人靴、
肌着、小物類を販売する仕事です。
・商品説明、提案等　
・商品管理、整理整頓　
・入荷商品の仕分け作業
・レジ打ち、売上管理及び集計、在庫管理等（パソコン使用：
エクセル、ワード）

不問

日他 丸島商事　株式会社
その他

秋田県秋田市中通４丁目１２－１

2人 018-833-7521

不問
21人 秋田県秋田市

労災
05010- 9595091

配膳係（１７：００～）

○店内ホールでの配膳と片付けのお仕事です。
＊ホールサービス係は他にいますので、お客様のご案内や
注文受けなどはありません。
＊就業時間（１）（２）両方勤務可能な方を希望しますが、相談
に応じます。
＊「土日祝のみ」又は「平日のみ」の勤務も可能です。
＊週２日勤務から相談に応じます。
＊土日祝に勤務できる方、長期勤務可能な方歓迎します。
＊学生のアルバイト可。

不問

他 株式会社　札幌かに本家秋田店
毎　週

秋田市中通２丁目３－８　（アトリオン
１２階）

43人 018-836-7888

不問
43人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9521691

施設管理員「ゆうゆう」

○井川町老人福祉センターゆうゆうの施設管理に従事してい
ただきます。
・電話応対
・利用予約の受付
・パソコンを使用した利用料金等の集計
・施設清掃（女性の浴場含む）
・施設設備の点検及び施錠等



不問

水他 井川町役場
毎　週

秋田県南秋田郡井川町北川尻字海
老沢樋ノ口７８番地１

2人 018-874-4411

不問
136人 秋田県南秋田郡井川町

令和元年6月1日～令
和元年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9533891

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～10時30分 就業場所

時給

1人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～11時30分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～10時30分 就業場所

時給

10人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時30分 就業場所

2ページ中 2ページ

令和元年5月15日発行（令和元年5月14日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

販売スタッフ（スタジオ
マリオ秋田／将軍野
店）

★こども写真スタジオマリオでのお仕事です★
（１）こども写真スタジオ接客・販売
（２）受付・電話応対・着付け・ヘアメイク・撮影・販売
　　　・アシスタント業務
（３）その他店内付帯業務
※未経験者歓迎
※親切・丁寧に指導致しますので、ご安心ください
※詳細は応募の際に必ずご確認ください6ヶ月

雇用・労災
39010-12377791

不問

他 （株）キタムラ
その他

高知市本町４丁目１－１６高知電気
ビル３Ｆ

6人 045-476-0777

4人 018-831-6041

不問

不問
8,718人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 有限会社　秋田トランス製作所

洋菓子製造（パティシ
エ）【パート】

○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
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

不問
15人 秋田県南秋田郡井川町

4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9488491

巻線作業

○卓上において、配線およびハンダ付作業等を担当します。
・その他付随する作業
（出来上がった製品の目視や検査など）

＊椅子に座っての作業となります。

厚生ビル管理　株式会社
な　し

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

毎　週
秋田県南秋田郡井川町北川尻字中
村４６－６

15人 018-874-2302

～令和2年3月31日
労災

05010- 9498891

労災
05010- 9531491

清掃員（ドコモショップ
新国道店）

○「ドコモショップ新国道店」内での日常清掃業務です。
・男女トイレ、通路、フロア、事務所などの清掃
＊午前１時間・週６日程度のお仕事です。
　ただし、週１日は他からヘルプあり

＊雇用期間は、年度毎の契約更新があります。

＊勤務日数、曜日等ご相談に応じます

不問

他

37人 018-823-4061

不問

1人 018-823-4061

不問
600人 秋田県秋田市

不問

木日祝 厚生ビル管理　株式会社

清掃員（秋田厚生医療
センター）

○「秋田厚生医療センター」内の日常清掃業務を担当してい
ただきます。
・男女トイレの清掃
・病室や廊下のモップ掛け
・床の掃き、拭き等　
＊年度毎の契約更新があります。

＊勤務開始日は相談に応じます。

不問

日祝 厚生ビル管理　株式会社
な　し

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

不問
607人 秋田県秋田市

600人 秋田県秋田市
～令和2年3月31日

雇用・労災
05010- 9499291

清掃員（堀部歯科医
院）

○『堀部歯科医院』内の日常清掃業務を担当していた
　だきます。
・男女トイレの清掃
・通路内のモップ掛け　等　

＊１日２時間、週５日（月・火・水・金・土）の勤務です。

＊雇用期間は、年度毎の契約更新あります。

株式会社　イーホテル秋田
毎　週

秋田県秋田市大町２丁目２－１２

毎　週
秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

1人 018-823-4061

雇用・労災
05010- 9526291

～令和2年3月31日
労災

05010- 9502191

客室清掃

○客室内清掃業務全般に従事していただきます。
・シーツの取り換え、ベッドメイク
・風呂、トイレ、洗面台の清掃
・室内の掃除機掛けなど
・その他付随する業務を担当していただきます。

不問

他

その他
秋田県秋田市新屋豊町３－４８

13人 018-862-2611

不問

65人 018-865-7111

不問
65人 秋田県秋田市

1,000人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 9568891

惣菜部門（包装セン
ター）

○包装センター惣菜部門において
・野菜のカット、袋詰め
・簡単な肉類の加工

＊店頭に出る事はありません

＊平日のみ勤務希望の方も応相談

不問

他 株式会社　ナイス



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,200円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

5人 900円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 就業場所

時給

1人 1,000円～2,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 1,540円～1,540円
就業場所

パート労働者 TEL
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) 8時30分～15時00分

時給

1人 763円～763円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～14時00分 就業場所
(2)11時00分～14時30分

時給

1人 963円～963円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～17時15分 就業場所

時給

1人 963円～963円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～17時15分 就業場所

時給

1人 963円～963円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～17時15分 就業場所

13人 0198-26-1381

リフォーム営業や
バス、キッチン施
工、住設の営業な
どで経験のある方

11,330人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03040- 2454691

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03040- 2453391

販売職（水まわり用品、
住設担当）（泉店）

・施工業者、一般のお客様に対して接客、実演と見積もり、
　相談対応を行う仕事です
・顧客管理、商品管理
※お客様の質問にお答えしたり、売場へご案内するなどの
　簡単な接客を伴う事もあります。
◎定年間近の方、定年された方でも専門分野の経験があれ
ばどなたでもできる仕事です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社コメリ　東北ストアサポート
センターその他
岩手県花巻市空港南１丁目１番地

その他
岩手県花巻市空港南１丁目１番地

13人 0198-26-1381

自転車販売及び整
備経験のある方

11,330人 秋田県秋田市

11,330人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03040- 2452091

販売職（自転車担当）
（泉店）

◎ホームセンターの自転車売り場で、専門知識や技術を生か
して、接客販売、相談対応などを行う仕事です。

※お客様の質問にお答えしたり、売場へご案内する等、簡単
　な接客業務を行う場合もあります。

◎定年間近の方、定年された方でも専門分野の経験があれ
ばどなたでもできる仕事です。


自転車安全整備士
又は組立士（必須）
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社コメリ　東北ストアサポート
センター

販売職（建築資材・建
材担当）（泉店）

ホームセンターの建材、木材売り場で、専門知識や技能を生
かして、接客販売、相談対応などを行う仕事です。

※お客様の質問にお答えしたり、売り場へご案内する等の業
　務を行う場合もあります。

◎定年間近の方、定年された方でも専門分野の経験があれ
ばどなたでもできる仕事です。

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
（玉掛け、クレーン、
フォークリフト資格者
歓迎）

他 株式会社コメリ　東北ストアサポート
センターその他
岩手県花巻市空港南１丁目１番地

13人 0198-26-1381

建築資材の営業や建
材メーカー、卸の営
業、大工など経験が
ある方

9人 018-884-6970

不問
秋田県秋田市

労災
05010- 9660691

6ヶ月
雇用・労災

04010-32825491

食品販売

○弁当・ドリンク・お菓子・パン・デザート等の販売業務
・レジ操作、接客、発注（パソコン）伝票記入
・３ヶ月に１回の棚卸業務があります

＊パンショップという名称ですがパン専門店ではありません。
コンビニのように多数の食品等を扱っている店です。

＊体力が必要な業務となります。

不問

日祝他 秋田大学生活協同組合　手形パン
ショップ毎　週
秋田県秋田市手形学園町１－１

毎　週
宮城県仙台市太白区西中田６丁目４
－４０

3人 070-4815-3353

サービス業又は営業
事務経験者
パソコン操作（ワー
ド、エクセル）できる方

5人 秋田県秋田市

304人 秋田県秋田市
令和元年6月12日～令
和2年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 9650091

営業事務［秋田市］

主に、営業担当者のサポートを担当して頂きます。
・商品の受発注、管理、荷造り、在庫や納期の管理、請求書
等資料作成など
・顧客からの電話応対等
・事務の管理、データ入力、パソコンはワード、エクセルのソフ
トを使用します。　使用方法は指導します。


不問

土日祝他 株式会社　こどものとも東北

森林経営管理制度の
業務補助　（非常勤職
員）

○森林経営管理制度の業務補助に従事していただきます。
・研修会の実施
・情報収集、発信
・制度全般に関する助言、指導


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

金土日祝 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

79人 018-860-3312

パソコン操作（エク
セル、ワード、一太
郎等）可能であるこ
と

28人 018-883-1909

不問
30人 秋田県秋田市

5ヶ月
雇用・労災

05010- 9690191

雇用・労災
14090- 7189391

講師（パート）【秋田】
（パソコン、ｏｆｆｉｃｅ、簿
記）

○スクールのインストラクター
・ＰＣ基本操作（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ）
・ホームページ制作
・簿記、会計、給与、社保

＊詳細は弊社ＨＰにて（必ず見て下さい）
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｏｒａｐａｎｔｓ．ｃｏ．ｊｐ

不問

他 株式会社　トラパンツ
その他

秋田県秋田市旭北栄町１－４６

毎　週
相模原市南区相模大野３－１－７　カ
ルチャービル４Ｆ

8人 042-746-9212

ＰＣ基本操作（エク
セル、ワード）

750人 秋田県秋田市

44人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9697891

カルチャーセンターの
受付及び教室準備（秋
田駅前）

カルチャーセンター内での受付業務及び教室セッティングの
お仕事です。（土、日、祝日は交替勤務あり）

＊具体的には、
　・受講生の入金管理、出金管理
　・講師との連絡等

講座内容等は、ホームページをご覧ください。

不問

他 株式会社　カルチャー

歯科衛生士（歯科医療
アシスタント業務）

○歯科衛生士業務

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

歯科衛生士免許

日祝他 医療法人　興仁会　あいば歯科医院
毎　週

秋田県秋田市茨島２丁目３－２

44人 018-863-8787

不問

不問
21人 秋田県潟上市

12ヶ月
労災

05010- 9654491

准看護師免許

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

21人 018-874-8020

令和元年5月16日発行（令和元年5月15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

准看護職員

○ショートステイかたがみ（定員２８名）の看護業務
・日常の健康管理、バイタル、服薬管理
・医師の指示による医療的処置
・通院付添い、看護記録の記入等

＊就業時間：８：３０～１６：３０の間の４時間～７時間で
　御相談に応じます
＊雇用期間は１年毎の自動更新

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 963円～963円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～17時15分 就業場所

月給（時給換算）

1人 832円～939円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時10分～12時40分 就業場所

時給

1人 870円～870円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時00分～16時00分 就業場所

時給

5人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～ 9時30分 就業場所
(2)14時00分～21時00分
(3)14時00分～18時30分

時給

1人 780円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)16時00分～19時00分 就業場所

時給

1人 830円～830円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時00分～19時00分 就業場所
(2)15時00分～19時00分
(3)13時00分～19時00分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時00分～19時00分 就業場所
(2)15時00分～19時00分
(3)13時00分～19時00分

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時00分～17時00分 就業場所

時給

4人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～14時30分 就業場所
(2) 9時30分～14時00分

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～10時15分 就業場所700人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010- 9693691

清掃員（北都銀行手形
支店）

○事業所の清掃業務に従事していただきます。
・事業所の掃き拭き掃除（掃除機がけ）
・トイレの清掃
・ゴミの回収　
・その他、付随する業務

＊就業場所へ直行直帰です。
＊６０歳以上の方の応募も歓迎致します。

不問

他 株式会社　タクト　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市豊岩小山字狐森３２３
－２

2人 018-853-8666

不問

22人 018-874-7622

不問
24,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 9662491

労災
34010-27174991

客室整備（ベッドメイク
等作業：ホテルα－１）

○ホテル内の清掃業務全般に従事していただきます。
・ベッドメイク
・内装、設備等のメンテナンス
　客室内、共用部の換気扇清掃、客室カーテン洗濯、什器類
の定期的な清掃
・その他、軽作業


不問

他 太平ビルサービス　株式会社　秋田
支店毎　週
秋田県秋田市山王６丁目１４番１２号

毎　週
広島県広島市安佐南区大町東１－４
－１１

1人 082-831-1234

不問
270人 秋田県潟上市

90人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 9668091

紳士服の店内補正／
秋田県潟上ＡＯＫＩメル
シティ潟上

紳士服の店内補正の仕事です。
すそあげ、ネーム入れ、仕上げプレス等の業務に従事してい
ただきます。
（お客様との直接の対応はありません）


※事前連絡のうえハローワークの紹介状及び履歴書（写真
貼　付）を面接時に持参してください。

不問

他 有限会社　リフォーム館

放課後学童クラブ（資
格不問）【急募】

【主な仕事の内容】
・子供が安心、安全に生活できる環境を整え、自ら危険を回
避できるように支援する。
・発達段階に応じた主体的な遊び、自主性、社会性及び創造
性の向上、基本的生活習慣が確立できるように支援する。
・社用車を運転して外出レクリエーションあり。
　（普通車、軽自動車）
※令和元年より入室児童増加に伴い支援員を増員

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

22人 018-827-5619

不問

22人 018-827-5619

90人 秋田県秋田市

保育士・教員免許・
児童厚生員・児童
支援員
社会福祉士、いず
れか必須、その他
の資格については
問合せ下さい。普
通自動車免許ＡＴ
限定可

12ヶ月
雇用・労災

05010- 9667191

～令和2年3月31日
労災

04010-32858691

放課後学童クラブ（有
資格者）【急募】

【主な仕事の内容】
・子供が安心、安全に生活できる環境を整え、自ら危険を回
避できるように支援する。
・発達段階に応じた主体的な遊び、自主性、社会性及び創造
性の向上、基本的生活習慣が確立できるように支援する。
・社用車を運転して外出レクリエーションあり。
　（普通車、軽自動車）
※令和元年より入室児童増加に伴い支援員を増員

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

毎　週
宮城県仙台市若林区卸町５丁目１－
１７

10人 022-236-6231

不問
17,000人 秋田県秋田市

500人 秋田県秋田市
～令和2年3月31日

雇用・労災
05010- 9663791

（請）調理補助［秋田
市］

◎学生寮内食堂での調理補助のお仕事です。

　食材カット、調味料の計量、仕込み、
　盛り付け、」は依然、提供、接客、洗浄作業
　などをお願いします。
＊年度毎契約更新
＊上記就業場所では２０２２年３月３１日迄ですが、更新の可
能性あり（就業場所が変更になる場合があります）

不問

土日祝他 株式会社　魚国総本社　東北支社

調理員（ＪＲ宮田寮）

○寮生へのまかない調理のお仕事です。
・１～２人体制で３０食程度（朝食・夕食）　
＊就業時間は（１）～（３）のシフト制です。
＊長期勤務できる方希望
＊早朝からの勤務がありますが、近隣の方であれば負担が
少ないと思います

＊年度毎の契約更新です。

不問

他 ＪＲ秋田鉄道サービス　株式会社
その他

秋田県秋田市東通仲町１２番１７号

10人 018-833-4529


調理経験者（家庭
料理程度）

44人 018-863-8787

不問
44人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9695491

～令和2年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9694991

歯科助手（スマイルサ
ポーター）

○歯科助手業務
（薬剤準備、治療器具の洗浄、院内清掃等）

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


不問

日祝他 医療法人　興仁会　あいば歯科医院
毎　週

秋田県秋田市茨島２丁目３－２

毎　週
秋田県秋田市川元松丘町４－３０

768人 018-823-4171

不問
768人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

労災
05010- 9705191

パート看護補助者（病
棟勤務）

○入院患者の身の回りのお世話（看護補助業務）を行って
　いただきます。
・患者の院内搬送（車いす介助）
・病棟の環境整備
・物品の管理、清掃など

※毎年４月の年度更新となります。


不問

土日 地方独立行政法人　市立秋田総合
病院

介護・送迎

・利用者の送迎（普通車・軽自動車利用）
・日常生活を営むのに必要な機能減退を防止する訓練
・介護に付随する業務


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護職員初任者研
修　以上

火土日他 株式会社　きょうせい
毎　週

秋田県秋田市仁井田栄町８－２６

2人 018-893-5008

不問

電動工具、農業機械
などの営業、サービ
スメンテなどで経験の
ある方

11,330人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03040- 2455991

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社コメリ　東北ストアサポート
センターその他
岩手県花巻市空港南１丁目１番地

13人 0198-26-1381

3ページ中 2ページ

令和元年5月16日発行（令和元年5月15日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

販売職（工具、レンタル
機械担当）（泉店）

ホームセンターのレンタルコーナーで、電動工具や農業機
械、小型建機などのレンタル、整備、修理などを行う仕事で
す。

※お客様の質問にお答えしたり、売場へご案内するなどの
　簡単な接客を伴う事もあります

◎定年間近の方、定年された方でも専門分野の経験があれ
ばどなたでもできる仕事です。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～14時30分 就業場所

日給（時給換算）

1人 840円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時00分～10時00分 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時00分～11時00分 就業場所

23人 018-869-5566

不問
230人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9700491

雇用・労災
05010- 9656891

商品仕分け・配送（業務
納品部）

○取引先に納品する青果の仕分け作業と配送に従事してい
ただききます。
・注文をもとに野菜・果物を仕分けし配達します。

＊配達範囲は秋田市内、使用する社有車は軽ワゴン車・
　ワンボックス車（ＡＴ限定可）です。
　　　

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　松紀
毎　週

秋田県秋田市外旭川字待合２８

毎　週
秋田県秋田市外旭川字待合２８

50人 018-869-5566

不問
230人 秋田県秋田市

170人 秋田県秋田市

労災
05050- 2150891

商品仕分け・配送

○取引先に納品する青果の仕分け作業と配送に従事してい
ただききます。
・注文をもとに野菜・果物を仕分けし、４ｔ車ないし２ｔ車にて県
内スーパーへ配送します。


中型免許（８ｔ限定
可）
フォークリフト運転
資格者優遇

日祝他 株式会社　松紀

清掃員（第一サンビル）

○清掃員として勤務していただきます。

【主な仕事内容】
＊３階建物共有部と隣接建物階段の清掃
（ほうき・モップ等を使用しての清掃業務、
　フロアマット部分には掃除機を使用）

※シフト表での勤務　月８～１０日程度

不問

他 株式会社　ジョンソン設備管理
毎　週

秋田県由利本荘市石脇字田尻野５
－１４

0人 0184-23-2736

不問

不問
24,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 9701791

不問

土日祝 太平ビルサービス　株式会社　秋田
支店毎　週
秋田県秋田市山王６丁目１４番１２号

12人 018-874-7622

令和元年5月16日発行（令和元年5月15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

クリーンクルー（市内業
務現場
）

○建物等の清掃作業に従事していただきます。
・秋田市内の業務提携先を訪問し作業を行います。
　
【業務概要】
　提携先ホテル３件のベッドメイク以外の簡易清掃を行いま
す。（客室のポット、ドライヤー等、エアコン吹出し口の除塵な
ど）

＊常にチームでの行動


℡ 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．　５月１７日　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、英語対応スタッフ、見積・申込書受付業務】＞

　２．　５月２０日　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)】※パート＞

『会社説明会』のご案内





職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 1,400円～1,400円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 1,100円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 777円～777円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

日給（時給換算）

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)19時00分～ 7時00分 就業場所

時給

1人 770円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時15分～15時45分 就業場所
(2)13時30分～20時00分

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～15時30分 就業場所
(2)12時00分～20時00分

4人 018-823-0532

不問
8人 秋田県秋田市

令和元年6月10日～
雇用・労災

05010- 9761591

雇用・労災
05010- 9715391

お菓子の販売

○お菓子の販売業務全般
・接客
・レジ操作
・商品包装
・陳列　等
＊就業日数　１ヵ月で１０～１５日　２交替制
　就業時間　１日７時間

＊ユニフォーム貸与

不問

他 株式会社　高砂堂
毎　週

秋田市保戸野通町２－２４

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目８－１　フォ
ンテ秋田３Ｆ

3人 018-835-6072

不問
26人 秋田県秋田市

31人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9724691

婦人服の店頭販売「婦
人服　未来」（秋田市
パート）

○ヤングミセス～ミセス婦人服の店頭販売業務に従事してい
ただきます。
・レジ、接客
・品だし、値札つけ作業、月末棚卸作業
・その他、付随する業務

＊就業時間（１）（２）のシフト制勤務

不問

他 有限会社　セアマン

配車係（パート）

○タクシーの配車業務を担当して頂きます。
・無線によるタクシーの配車
・電話による受付
・その他付随する業務

＊ＧＰＳ（パソコン）を使っての業務となります。

不問

他 浮田産業交通　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋町字渋谷地９６－
１４

31人 018-888-9600

不問

2人 080-2803-6871

経理業務経験（日
商簿記２級程度の
知識のある方）

2人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 9784791

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-12511391

経理、財務、会計、税
務

・お客様の会社の試算表を作成していただきます。専用ソフ
トを使いますので仕分け等できる方であれば歓迎いたしま
す。
・外出用務等お願いする場合があります。基本的には社用車
使用ですが、マイカー使用の可能性もあり。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　ダストボックス
毎　週

秋田県秋田市山王６丁目３－７－１２
０２

毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

30人 019-629-2384

パソコン基礎知識
45,000人 秋田県秋田市

768人 秋田県秋田市
～令和2年3月31日

雇用・労災
05010- 9785891

事務（秋田市）

請負先事業所において、責任者の指示のもと患者様への食
事提供に係る下記の業務を行っていただきます。
・栄養科内事務全般
＊入院患者数：４００名程度
＊雇用について
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

不問

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店

受付案内スタッフ（パー
ト職員）

○総務課に所属し、正面玄関での案内業務に従事していた
だきます。
【主な業務内容】
　・正面玄関で、来院された方に対し、受付等への案内。
　・歩行の不自由な方や、車イスの方への介助。　
　・お困りの方への声掛け。

不問

土日祝他 地方独立行政法人　市立秋田総合
病院毎　週
秋田県秋田市川元松丘町４－３０

768人 018-823-4171

不問

28人 018-807-0132

不問
28人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9742491

雇用・労災
05010- 9776791

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

○看護小規模多機能型居宅介護支援事業所「笑咲」での介
護業務に従事していただきます。
・アセスメントの実施、ケアプランの作成。
・要介護認定に関する業務、生活相談支援。
・定期的利用者への訪問。
・関係機関との連携調整
・その他、付随する業務
※社用車使用（軽自動車、ＡＴ車）
※マイカー使用時はガソリン代支給

介護支援専門員
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　インフィニート笑咲
毎　週

秋田県秋田市添川字地ノ内９７－４４


毎　週
秋田県潟上市天王字追分１５番地１
８　プラザビル２階

8人 018-874-7117

不問
14人 秋田県潟上市

45,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010-12555491

保育士

○企業主導型保育事業「ぽこぽこ園」の保育士として勤務し
ていただきます。
・おむつ交換や、一緒に遊んだりする等
・書類の作成等
・食事介助、清掃等
・その他関連する業務
・主に０～３歳未満児保育を担当します。

＊明るい対応で子供と接することが求められる仕事です。

保育士

日祝他 アイホームプラザ　株式会社

栄養士（秋田市）

請負先事業所において、責任者の指示のもと
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄　献立、帳票作成
　栄養管理業務全般　など
＊入所者数：１００名程度
＊雇用について
　　１年毎の契約更新有り
　（但し、勤務内容に問題が無い限り）

栄養士免許

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

8人 019-629-2384

不問

不問
6人 秋田県秋田市

労災
05010- 9719791

歯科衛生士免許

木日祝他 アルヴェたかのはし歯科
毎　週

秋田県秋田市東通仲町４番１号　秋
田拠点センターアルヴェ４階４－６

6人 018-837-1280

令和元年5月17日発行（令和元年5月16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

歯科衛生士（パート）

○衛生士業務（ＰＭＴＣ、スケーリング、ＴＢＩ等）に従事してい
ただきます。

※衛生士専門個室ユニット完備

＊研修制度あり。
＊制服貸与します。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,100円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

1人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

1人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

1人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時00分 就業場所

時給

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～13時00分 就業場所

時給

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～14時00分 就業場所
(2)11時00分～19時30分

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 762円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)20時00分～ 0時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分
(3)10時00分～14時00分

時給

5人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)18時00分～22時00分 就業場所
(2)18時00分～23時00分
(3)17時00分～23時00分

27人 秋田県秋田市

労災
05010- 9749391

調理・調理補助（ことり・
パート）

○博多もつ鍋や創作料理を提供するお店での、調理業務に
従　事していただきます。
・座席数４０席を調理人２名体制で調理を行います。
・洗い場での食器洗浄や、接客業務もあります。

＊スタッフは２０～４０歳代の明るく元気な職場です。
＊正社員登用の可能性あり。
＊勤務時間は記載のものから選択可

不問

日他 株式会社　ことり
毎　週

秋田県秋田市山王２丁目７－２９

8人 018-823-5505

不問

0人 018-873-5115

不問
0人 秋田県秋田市

05010- 9712591

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-12507791

調理補助兼ホールス
タッフ／学校食堂調理

○やきとり　てる吉にて以下の調理及びホール業務
＊就業時間（１）（２）
・注文受付、飲食物の提供、会計業務
・調理、仕込み
・食器類等の洗浄、店内清掃　その他付随する業務
○学校食堂での調理
＊就業時間（３）
・学校の食堂及び合宿での調理　その他付随する業務
＊指導致しますので未経験の方でも応募可能です。

不問

日他 やきとり　てる吉
毎　週

秋田県秋田市金足追分字海老穴２６
７

毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

30人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

16,000人 秋田県南秋田郡八郎潟町
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9756391

仕込（秋田市）

請負先事業所において、責任者の指示のもと
入院患者様への食事提供業務
仕込み作業及びその他付随する業務
＊入院患者数：４００名程度

＊雇用について
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

不問

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店

調理員（ショートステイ
のぞみ）

○施設内での調理業務を担当していただきます。
・仕込み、調理、盛り付け
・配下膳・洗浄・清掃等
・その他、付随する業務

＊６０～７０食を２名で提供します。

不問

他 株式会社　メフォス北日本　東北事
業部　秋田支店毎　週
秋田県秋田市大町３－３－１５　ユニ
バースビル６Ｆ

5人 018-888-1333

不問

8人 018-888-1333

不問
15,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9755091

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9727791

調理員（高清水園）

・調理業務全般に従事して頂きます。
・食材の下処理
・調理、盛付
・配膳、洗浄
・厨房内の清掃等

・食数　９０食程度
　朝食、昼食は　３名
　夕食は　　　２名で勤務

不問

他 株式会社　メフォス　東北事業部秋
田支店その他
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバースビル６Ｆ

毎　週
秋田県潟上市天王字追分西２９－７
６　秋田県総合教育センタ－内

6人 018-873-7871

不問
6,200人 秋田県秋田市

45,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010-12557891

調理補助【外旭川小学
校】

○給食調理補助業務に従事していただきます。
・下準備、配食　等
・食器の洗浄（洗浄機を使用）
・その他、付随する業務

＊８７０食を７名で調理していただきます。


不問

土日祝他 一冨士フードサービス　株式会社　秋
田事務所

調理員（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄等
　厨房業務全般
　入所者数：１００名程度
＊雇用について
　　１年毎の契約更新有り
　（但し、勤務内容に問題が無い限り）

不問

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

8人 019-629-2384

不問

8人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-12556791

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-12551091

調理師（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄等
　厨房業務全般
　入所者数：１００名程度
＊雇用について
　　１年毎の契約更新有り
　（但し、勤務内容に問題が無い限り）

調理師

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

7人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

45,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010-12549891

調理員（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛り付け、食器洗浄
　厨房業務全般　　　　　　　　　　　　　　　　　　
入所者数：９５名程度
雇用について
１年毎の契約更新有り
（但し、勤務内容に問題が無い限り）

不問

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店

調理師（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛り付け、食器洗浄
　厨房業務全般　　　　　　　　　　　　　　　　　　
入所者数：９５名程度
雇用について
１年毎の契約更新有り
（但し、勤務内容に問題が無い限り）

調理師免許

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

7人 019-629-2384

不問

社会人経験２年以
上、ＰＣの基本操作
（ワード、エクセル）

765人 秋田県秋田市
～令和2年3月31日

労災
03010-12445291

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 ＷＤＢ　株式会社　盛岡支店
毎　週

岩手県盛岡市大通３丁目３－１０　七
十七日生盛岡ビル６階

2人 019-907-0500

3ページ中 2ページ

令和元年5月17日発行（令和元年5月16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

サービス内容の資料配
布、案内
（秋田市）

◎営業エリア：岩手県内にて、ご自宅から近い範囲で設定します。
◎お客様先へは直行直帰となります。
人材サービスの提案活動、バイオ・化学系の民間企業や工場公的
機関に対して、以下内容を行っていただきます。
・取引企業へ訪問し、取引していない部署の紹介依頼
・紹介いただいた部署への訪問・求人依頼があれば詳細ヒアリング
・求職者の提案・定型の手紙、ＤＭ作成、発送
・手紙送付先への電話、アポイント頂いたお客様への訪問、サービ
ス案内　＊ノルマはございません。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 777円～777円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

3人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)18時00分～23時00分 就業場所
(2)17時00分～22時00分
(3)21時00分～ 1時00分

時給

3人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 777円～777円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2)14時00分～18時00分

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)23時00分～ 6時00分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)18時30分～20時30分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)18時00分～19時00分 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時45分～15時00分 就業場所
(2)11時45分～15時30分

15人 018-832-1129

不問
16人 秋田県秋田市

労災
05010- 9750791

12ヶ月
労災

03010-12554991

洗い場係

○「焼肉わかば・東通り店」で洗い物メインのお仕事です。
・食器他の洗い物。
・洗い終わった食器などを収納する。

＊勤務は火、木、土、日、祝日ですが、ご相談に応じます。

不問

月水金 有限会社　焼肉わかば
毎　週

秋田県秋田市東通２丁目７－３０

毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

7人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

45,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
03010-12508891

洗浄員（秋田市）

請負先事業所において、責任者の指示のもと
利用者様への食事提供業務
食器洗浄など洗浄業務全般

＊利用者数：１７０名程度

＊雇用について
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店

夜洗浄（秋田市）

請負先事業所において、責任者の指示のもと、洗浄業務、清
掃業務及びその他の付随する業務を行っていただきます。

＊入院患者数：４００名程度

＊雇用について
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

不問

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

30人 019-629-2384

不問

27人 018-833-1919

不問
27人 秋田県秋田市

労災
05010- 9778291

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9754191

ルームメイクスタッフ

○当館におけるルームメイク業務全般を担当していただきま
　す。
・宿泊客室のルームメイク等
・その他、付随する業務

＊シルバー世代、大歓迎です。

【７月初旬のリニューアルオープンに伴う新規募集】

不問

他 有限会社　秋田温泉ホテル（秋田温
泉プラザ）毎　週
秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－３

その他
秋田県秋田市御所野湯本６丁目２－
３７

66人 018-874-7775

不問
92人 秋田県秋田市

260人 秋田県秋田市
令和元年6月1日～令
和元年11月30日 雇用・労災

05010- 9782991

出荷作業、荷受出荷、
倉庫内作業【御所野】
（パート）

○食品（菓子食品、飲料が主）の仕分け（入荷、出荷、整理）
を担当していただきます。
・小売店からの受注で商品をピッキングします。
・重い物で２リットルのペットボトル×６本入りの箱がありま
す。

＊月末・月初残業あり（１０時間程度）

不問

他 株式会社　ライフサポート・エガワ北
東北

保育補助　「河辺保育
所」　　（４Ｈパート）

・乳幼児（０～６歳）の保育補助業務
・保育業務の他、お掃除や雑務もあります

＊園児１２２名


＊契約更新：雇用期間終了後は６か月毎の更新になります。


不問

日祝他 寺内保育所（秋田市役所　子ども育
成課）な　し
秋田県秋田市寺内油田２丁目５－１

34人 018-863-6253

不問

25人 022-287-7161

不問
5,138人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

04010-33197691

労災
05010- 9747191

家具・家電等の運搬作
業［秋田市］

お客様宅へ家具・家電等を搬入・据付をしていただきます。
必ず２名以上で作業していただきます。
初めての方でも指導しますのでお気軽にお問合せ下さい。

＊フルタイマー登用制度あり
＊３ヶ月毎契約更新

不問

他 ヤマトホームコンビニエンス　株式会
社　東北統括支店毎　週
宮城県仙台市若林区六丁目字南９７
－３　東インター斉喜ビル３Ｆ

毎　週
秋田県秋田市山王２丁目７－２９

8人 018-823-5505

不問
27人 秋田県秋田市

27人 秋田県秋田市

労災
05010- 9795591

接客担当（ことり・パー
ト）

○飲食店での接客業務全般に従事していただきます。
・席数４０を３～４名のスタッフで接客を行います。
・オーダー受け
・お料理、お飲み物の配膳
・後片付け

＊スタッフは２０～４０歳代で明るく元気な職場です。

＊正社員登用の可能性あり

不問

日他 株式会社　ことり

朝食厨房スタッフ

○宿泊客の朝食の調理補助業務を担当していただきます。
・朝食の盛り付け、準備等
・その他、付随する業務

＊シルバー世代　大歓迎です


【７月初旬のリニューアルオープンに伴う新規募集】

不問

他 有限会社　秋田温泉ホテル（秋田温
泉プラザ）毎　週
秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－３

27人 018-833-1919

不問

不問
260人 秋田県秋田市

令和元年6月1日～令
和元年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9781691

不問

日祝他 寺内保育所（秋田市役所　子ども育
成課）な　し
秋田県秋田市寺内油田２丁目５－１

22人 018-863-6253

令和元年5月17日発行（令和元年5月16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

給食補助業務「川添保
育所」
（５．５Ｈパート）

○保育施設での給食調理業務に従事していただきます。
・調理スタッフ３名で乳幼児（０～６歳）６０名の食事や
　おやつを調理します。
・食器及び調理器具等の洗浄作業あり。
・厨房内の清掃など付随する業務あり。

※６ヶ月毎の契約更新

℡ 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．　５月１７日　㈱シンワ「拓稜ハウス土崎南」【介護職員】
　２．　５月１７日●㈱へいあん秋田【会員ｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ、ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ、典礼ｱｼｽﾀﾝﾄ　他】
　３．　５月２０日　㈱虹の街【介護支援専門員、看護師、介護員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　４．　５月２０日●(社福)昭和ふくし会「特別養護老人ホーム昭寿苑」【介護職員】
　５．　５月２１日　西武　秋田店【化粧品販売メンバー】
　６．　５月２２日　あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱秋田支店【ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ・ﾌﾟﾛ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ社員（営業）】
　７．　５月２３日　国際タクシー㈱【タクシー乗務員】　※６０歳以上応募歓迎！
　８．　５月２４日　㈱全建【平ボデー乗務員、大型ウイング乗務員、一般事務員】
　９．　５月２７日　㈱ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ【見積・申込書受付業務、受付ｽﾀｯﾌ、英語対応ｽﾀｯﾌ】
１０．　５月２７日●㈱ｼﾞｪｲｴｲ秋田葬祭ｾﾝﾀｰ（ＪＡ葬祭ﾚｾﾞｰﾙ）【ｾﾚﾓﾆｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（営業職）】
１１．　５月２８日　㈲やさしい手秋田【訪問看護員】　※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．　５月１７日　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、英語対応スタッフ、見積・申込書受付業務】＞

　２．　５月２０日　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)】※パート＞

『会社説明会』のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,300円～1,600円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～12時30分 就業場所

時給

1人 1,100円～1,600円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

4人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～14時00分 就業場所
(2) 6時30分～15時30分
(3)10時30分～19時30分

月給（時給換算）

2人 903円～903円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時45分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分
(3)12時45分～16時45分

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 800円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～15時00分 就業場所
(2)15時00分～20時00分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)12時00分～16時30分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～21時00分 就業場所

時給

1人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

令和元年5月20日発行（令和元年5月17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

看護師または准看護師

○消化器科を中心とする外来看護業務

・月に２回～３回、８：００の早出勤務あり

・診察補助
・点滴
・その他付随する業務
＊制服、ナースシューズ貸与


看護師または准看
護師

土日祝他 医療法人　水沢医院
毎　週

秋田県秋田市茨島４丁目６－３７

12人 018-866-5533

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9898491

歯科衛生士（パート）

○歯科衛生士業務全般を担当していただきます。
・歯科治療補助、歯垢・歯石の除去
・口腔衛生指導、訪問診療
・その他、付随する業務（清掃など）
○デンタルエステ
・近赤外線療法、酸素カプセル、水素バーなど
＊デンタルエステについては当院ホームページをご参照くだ
さい。【ｈｔｔｐｓ：／／ｔａｍａｋｉ‐ｄ．ｃｏｍ】

歯科衛生士免許

日祝他 医療法人　慶尊会　玉木デンタルクリ
ニック毎　週
秋田県秋田市旭南３丁目２－７３

11人 018-827-5427

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9911891

栄養士（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと利用者様への食
事提供業務
　調理、盛付、帳票、献立作成
　栄養業務全般　
　入院患者数：１６０名程度
　利用者数：１００名程度
＊雇用について　
　１年毎の契約更新有り
　（但し、勤務内容に問題が無い限り）

栄養士免許

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

10人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-12609391

栄養士（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと入居者様への食
事提供業務
 調理、盛付、献立、帳票作成
　栄養管理業務全般　　　　　　　
入居者数：１５０名程度　　　　　　　
・雇用について　　　　　　　　　　≪　急　募　≫
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

栄養士免許

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

9人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-12617691

解説員

○入館者への案内、展示解説等の接客業務に従事していた
だきます。

＊就業時間：勤務表による（１）～（３）の交替制。
＊週の就業時間は常勤職員の３／４となります。

※「解説員」は１０名います。
※入社後、展示物等の勉強をしていただきます。

不問

他 秋田県立博物館
毎　週

秋田県秋田市金足鳰崎字後山５２

46人 018-873-4121

不問
46人 秋田県秋田市

令和元年6月11日～令
和2年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9862991

税理士補助業務（パー
トタイム）

○税理士補助業務に従事していただきます。
・月次決算を中心とした財務コンサルティング
・中期経営計画や単年度経営計画の導入、運用サポート
・財務セミナーの開催　
　　以上の補助業務

＊詳しくはホームページをご覧下さい。

・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）
・日商簿記３級以上
有れば尚可

土日祝他 税理士法人　ＲＩＮＧＳ
毎　週

秋田県秋田市御所野堤台１丁目６番
８５号

15人 018-838-7107

・パソコン操作（Ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌ）
・パワーポイント出来
る方尚可

15人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9814491

受付係【土崎みなと店】

◆クリーニング品の受付及び引渡業務全般
＊お客様からお持込みいただいたクリーニング品を種類・
　汚れ・ほつれ等を点検してお預かりし、仕上がった商品
　をお渡ししていただきます。
＊ＰＯＳレジ（タッチパネルを使用して受付するパソコン
　レジ）の操作があります。

※初心者の方でも丁寧に指導致します。

不問

他 株式会社シーガルジャパン
その他

秋田県北秋田市綴子字大堤６２－１

3人 0186-60-1110

不問
69人 秋田県秋田市

雇用・労災・財形
05031-  963091

入荷・出荷の業務

○美容所・理容所への専売商品の入荷・出荷・業務に従事
　していただきます。
・入荷品の検品、棚入れ
・受注品の棚出し、検品
・発送品の梱包
・その他、付随する業務

不問

月日祝 株式会社　エアービューティー
毎　週

秋田県秋田市土崎港西５丁目１２－
１３

5人 018-880-6103

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9819191

レジ業務【秋田市】

○秋田市内の派遣先において、レジ業務に従事していただき
ます。

※制服貸与。初心者の方へも丁寧に指導します。

不問

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

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

令和元年5月27日～令
和元年6月30日 労災

05010- 9876191

店内業務全般

○店内業務全般
・レジ接客・品出し
・包装・ラッピング等

・清掃・電話対応・その他
＊週１日、日曜日のみ（土曜日と変更可）
　１３時～１７時（３時間～４時間）
＊長期働ける方希望

不問

月火水木金祝他 ナチュレ株式会社
毎　週

秋田県秋田市広面蓮沼８７番地１
ツインクリニックビル１階

2人 018-874-7988

不問
2人 秋田県秋田市

労災
05010- 9899791

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～11時00分 就業場所

時給

1人 770円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 913円～913円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)16時30分～ 9時30分 就業場所

時給

1人 1,098円～1,308円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 900円～1,050円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時10分～17時00分 就業場所
(2) 9時10分～16時00分

時給

2人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

4人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

1人 770円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～14時00分 就業場所
(2) 6時30分～15時30分
(3)10時30分～19時30分

時給

1人 765円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～14時00分 就業場所
(2) 6時30分～15時30分
(3)10時30分～19時30分

時給

1人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

４ページ中 2ページ

令和元年5月20日発行（令和元年5月17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

スーパー精肉コーナー
での肉のスライス・計量
など【秋田市】

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

＊制服貸与します。

令和元年5月27日～令
和元年6月30日 雇用・労災

05010- 9880491

不問

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

0人 0120-709-707

33人 018-864-1120

不問

不問
14,000人 秋田県秋田市

・ヘルパー２級以上
または介護職員初
任者研修修了以上

他 株式会社　ニチイ学館　秋田支店

ガソリンスタンドスタッフ
（パート）

○ガソリンスタンドでの業務全般に従事して頂きます。
・給油サービス、洗車やカーケア商品販売業務
・灯油、軽油の配送（配達専門も可）
　指導いたしますので未経験者でも応募可能です
・その他ＳＳ事務

＊就業時間・日数については相談に応じます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　木村スタンド
その他

秋田県秋田市大町３丁目３－１１　ミ
タビル内

不問
94,964人 秋田県秋田市

33人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9864791

介護員（ニチイケアセン
ターひろおもて秋田）
【夜勤のみ】

○施設内介護業務全般（入浴、食事、排泄介助等）
　介護を必要とされる方が、その人らしく心穏やかに安心して過ごせ
るよう、介護スタッフが２４時間体制で介護サービスをはじめとする
様々なサービスを提供する入居施設でのお仕事です。（総居室・戸
数：６０室）
＊月１２８～１４４時間程度の勤務。（勤務時間は応相談）
＊キャリアアップ制度（時給ＵＰ）あります。
＊次回更新時より無期雇用採用予定です。
○働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

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

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

～令和2年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9868191

～令和2年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9873891

訪問介護員（ニチイケ
アセンター秋田）

○在宅における身体介護・生活援助・身の回りのお世話等の
訪問介護業務に従事していただきます。
＊月５０～１００時間の勤務です。
（月額６～１０万円程度）
＊就業前後も充実の体制でサポート（事前、現場研修等）
＊次回契約更新時より無期雇用採用予定です。
＊正社員登用制度、キャリアアップ制度あります。
○働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

・ヘルパー２級以上も
しくは、介護職員初任
者研修修了者　
・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

他

19人 018-836-0606

不問

29人 018-835-4276

不問
94,964人 秋田県秋田市

不問

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店

美容師（アシスタントま
たはスタイリスト）

○アシスタントまたはスタイリスト業務に従事していただきま
す。
・シャンプー、カラー、パーマ、カット、トリートメント、
ヘッドスパなど美容師業務全般
・その他、付随する業務

美容師免許

他 株式会社　ｂｒｉｌｌｅｒ
毎　週

秋田県秋田市手形字山崎１５８－２

不問
45,000人 秋田県秋田市

19人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9822491

調理員（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務　　　　　　　　　　　　
　調理、盛付、食器洗浄など
　厨房業務全般
＊患者数１６０名程度
　利用者数：１００名程度
＊雇用について　
　１年毎の契約更新有り　（但し、勤務内容に問題が無い限
り）

日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

10人 019-629-2384

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-12610791

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-12611891

調理師（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄など
　厨房業務全般
　入院患者数：１６０名程度
　利用者数：１００名程度
＊雇用について　
　１年毎の契約更新有り　（但し、勤務内容に問題が無い限
り）

調理師免許

他

3人 019-629-2384

不問

10人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

調理師免許

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店

調理師（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄等
　厨房内業務全般
＊入所者数：５０名程度
＊雇用について
　　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題が無い限り）

調理師免許

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

不問
45,000人 秋田県秋田市

45,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010-12614191

調理師（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入居者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄
　厨房内での業務全般　　　　　　
入居者数：１５０名程度
・雇用について　　　　　　　　　　≪　急　募　≫
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

9人 019-629-2384

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-12619491

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-12618991

調理員（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入居者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄
　厨房内での業務全般　　　　　　
入居者数：１５０名程度
・雇用について　　　　　　　　　　≪　急　募　≫
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

不問

他

毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

7人 019-629-2384

不問

9人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

45,000人 秋田県南秋田郡井川町
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010-12641691

調理員（井川町）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入所者様への食事提供業務
　調理・盛付け・食器洗浄など
入所者数：７０名程度

＊雇用について
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

不問

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)15時00分～18時00分 就業場所
(2) 4時00分～ 7時00分

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)18時00分～21時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～15時00分 就業場所

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)17時00分～ 0時00分 就業場所
(2) 0時00分～ 3時00分

時給

5人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

5人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)13時30分～18時45分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

令和元年5月20日発行（令和元年5月17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

調理員

○調理員としての業務に従事していただきます。
・就業時間（１）日曜の夕食２０食前後の調理業務
・就業時間（２）日曜・月曜の朝食２０食前後の調理業務
＊（１）と（２）の両方勤務可能な方を募集します。
＊日曜は中抜け勤務となります。
＊業務は１名体制です。
＊令和元年６月２日～の勤務を予定。
＊Ｗワーク可能

不問

火水木金土 更生保護法人　秋田至仁会
毎　週

秋田県秋田市楢山川口境２２－１２

8人 018-832-5787

不問
8人 秋田県秋田市

令和元年6月2日～
労災

05010- 9811391

調理師（５Ｈ）

○園での調理業務全般を担当していただきます。
・給食の調理、配膳
・食器や調理器具の洗浄
・厨房内の清掃、消毒
・その他付随する業務全般


＊園児は定員６０名です

不問

土日祝他 株式会社ＬＢＫ　愛美保育園
毎　週

秋田県秋田市東通７丁目４－１１

23人 018-834-8122

不問
23人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 9833591

調理師

○小規模認可保育所の、給食調理業務全般を担当します。
・仕込み、調理、清掃、洗浄他
・その他、付随する業務

＊２０食分を２名体制で対応

調理師

日祝他 小規模認可施設　秋田みなと園
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目８－１
４

10人 018-846-0415

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9903791

調理補助及び皿洗い
【川反店】（パート）

○第一会館【川反店】にて、調理補助及び皿洗いに従事して
いただきます。
・料理人の指示に従い、調理補助、盛り付け、片付け
・その他、付随する業務

＊週の就労時間は２０時間未満で調整します。

不問

木金日他 株式会社　第一会館
毎　週

秋田県秋田市大町５丁目４－２８

17人 018-864-1166

不問
50人 秋田県秋田市

労災
05010- 9915091

レストランホール業務
【秋田市】

○ゴルフ場レストランでのホール業務


※１１月頃までの予定のお仕事です。（契約更新の場合）

不問

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

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

令和元年6月3日～令
和元年7月31日 雇用・労災

05010- 9896691

ホール・洗い場

○川反にある居酒屋でホールと洗い場を担当していただきま
す。
・注文を受ける、料理や飲み物を運ぶ等の簡単な接客。
・下げた食器等の洗い物など。


※週２～５日の勤務です。ご相談に応じます。

不問

他 酒肴屋　つじのや
毎　週

秋田市大町４丁目１－１４

3人 018-866-1904

不問
3人 秋田県秋田市

労災
05010- 9916391

「なか卯」での接客・調
理／　ラウンドワン秋田
卸町店

◎「丼ぶり」と「京風うどん」を主力メニューとした「なか卯」での接客・
調理・清掃業務です。
＜地域に密着した「なか卯」で一緒に楽しく働きませんか？＞
●接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提供、食器の片付け）
●調理（料理の簡単な仕込み、盛りつけ、洗いもの）
●清掃（店頭と店内を清潔に保つお掃除）
※難しい仕事内容ではありません。未経験の方も先輩スタッフによる
丁寧な研修がありますので安心してご応募下さい。

不問

他 株式会社　なか卯
毎　週

東京都港区港南２－１８－１　　ＪＲ品
川イ－ス卜ビル５Ｆ

30人 0120-129-073

不問
7,000人 秋田県秋田市

2ヶ月
労災

13040-63499191

「なか卯」での接客・調
理／　秋田土崎港店

◎「丼ぶり」と「京風うどん」を主力メニューとした「なか卯」での接客・
調理・清掃業務です。
＜地域に密着した「なか卯」で一緒に楽しく働きませんか？＞
●接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提供、食器の片付け）
●調理（料理の簡単な仕込み、盛りつけ、洗いもの）
●清掃（店頭と店内を清潔に保つお掃除）
※難しい仕事内容ではありません。未経験の方も先輩スタッフによる
丁寧な研修がありますので安心してご応募下さい。

不問

他 株式会社　なか卯
毎　週

東京都港区港南２－１８－１　　ＪＲ品
川イ－ス卜ビル５Ｆ

30人 0120-129-073

不問
7,000人 秋田県秋田市

2ヶ月
労災

13040-63500791

学童保育

・学童保育施設にて、放課後の小学生児童の生活・学習の
　見守り。
＊現在、１８名の児童を５名で見守っています。 不問

他 下北手児童クラブ
毎　週

秋田市下北手松崎字谷崎２１９

5人 090-7799-4261

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9850191

児童厚生員（パート）

○児童館施設の管理、及び主に小学生を対象とした遊びの
指導を行います。　
 不問

土日祝 大潟村役場
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村字中央１－１

50人 0185-45-2111

不問
120人 秋田県南秋田郡大潟村

～令和2年3月31日
雇用・公災

05010- 9858291

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

3人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)14時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所
(2) 7時00分～11時00分

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

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

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給（時給換算）

4人 1,495円～1,495円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時30分～21時30分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時30分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～16時15分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,304円～1,304円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～16時30分 就業場所
(2)12時00分～18時30分

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)18時00分～19時30分 就業場所

03010-12616391

洗浄員（秋田市）

請負先事業所において、責任者の指示のもと
利用者様への食事提供業務
食器洗浄など洗浄業務全般

＊利用者数：５０名程度

＊雇用について
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

3人 019-629-2384

不問

4ページ中 4ページ

45,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災

令和元年5月20日発行（令和元年5月17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

草刈り業務員

○秋田県内全域を対象とした草刈り業務に従事していただき
ます。

＊５～６人体制で作業を行います。
＊現場へは社用車使用

※草刈り期間が終了後は、相談のうえ他の業務に就いてい
ただきます。

雇用・労災
05010- 9859591

不問

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

7人 018-801-0911

15人 018-828-6221

不問

不問
5,200人 秋田県秋田市

不問

土日他 株式会社　肉の若葉

食肉加工処理（計量）

・食肉加工場にて骨・脂の計量作業
・業務用のまな板を下ろし、高圧洗浄機でまな板や場内清掃
・その他付随する業務

＊立ち仕事になります。
＊作業着、長靴貸与します。

不問

土日他 株式会社　肉の若葉
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町４－４６

不問
15人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9902491

食肉加工処理（骨抜き・
整形）

・食品加工場にて、牛肉や豚肉の骨抜き。
・業務用の包丁で部位を整形。
・その他付随する業務

＊立ち仕事です。
＊作業服・長靴貸与します。

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

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町４－４６

15人 018-828-6221

令和元年5月27日～令
和元年6月30日 雇用・労災

05010- 9881791

雇用・労災
05010- 9904891

スーパーでの商品補充
【秋田市】

○当社派遣先事業所において、次の業務に従事していただ
きます。
・乳製品、豆腐などの日配品を棚に補充していく作業

＊制服貸与します。

不問

他

0人 0120-709-707

不問

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　アイエーオートバックス
東北本社

スーパーお惣菜コー
ナーでの調理補助・盛
付け【秋田市】

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

＊制服貸与します。

不問

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

不問
294人 秋田県秋田市

14,000人 秋田県秋田市
令和元年5月27日～令
和元年6月30日 雇用・労災

05010- 9908091

オイル交換・タイヤ交換
スタッフ［秋田市］

○オイル・タイヤ交換
　　作業依頼を受けて入庫してくるお客様のお車の作業をし
ていただきます。
　＊整備士資格が無くても構いません
　＊お車の入出庫作業もあります


＊６ヶ月毎契約更新（基準日：４／１・１０／１）

ヤマト運輸　株式会社　秋田飯島セ
ンター毎　週
秋田県秋田市飯島道東１－７－４７

毎　週
宮城県仙台市太白区根岸町６－４０

16人 022-797-8195

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 9826591

～令和元年9月30日
労災

04010-33474291

配達員

○宅急便の配達を行っていただきます。
・宅急便を配達する業務のみです
・営業や集荷は一切ありません
・軽車両での配達可
＊残業一切なし
＊年収見込額　税込２９０万円程度
＊ＡＴ限定免許可
＊男女どちらでも活躍していただける仕事です

普通自動車免許
（ＡＴ限定可・取得
後１年以上必須）

日他

245人 018-877-6141

不問

40人 080-5068-0080

不問
130,676人 秋田県秋田市

不問

他 大洋ビル管理　株式会社

清掃業務【１０時～１５
時３０分】

○杉山病院内の清掃業務に従事していただきます。
（主な仕事内容）
・病室、廊下、男女のトイレ掃除
・ゴミの収集
・その他、付随する業務
＊作業着貸与
※働き方改革関連認定企業
　【くるみん】【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

不問

土日祝 医療法人　仁政会　杉山病院
毎　週

秋田県潟上市昭和大久保字北野出
戸道脇４１

不問
320人 秋田県秋田市

372人 秋田県潟上市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 9855491

クリーンスタッフ（ショー
トステイケアホテルほど
の）

・館内清掃（拭き掃除、ダスター、モップ掛け、掃除機掛け）
・ごみ収集（トイレ、各フロア等）
・トイレ清掃（消毒、モップ掛け等）

＊制服貸与します。
＊入社時その他、研修あります。

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

毎　週
秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

4人 018-865-0601

労災
05010- 9914191

雇用・労災
05010- 9860391

清掃業務

・手形跨線橋及び明田地下道の清掃業務に従事していただ
きます。
・路面（階段含む）や通路手すり、窓ガラス、窓枠、天井
　壁面の清掃を行います。

不問

他

その他
秋田県秋田市土崎港南１丁目１－６
０

21人 018-846-1983

不問

120人 018-801-0911

不問
5,200人 秋田県秋田市

21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9874291

ピッキング作業員（仕分
け）

○乳製品のピッキング作業に従事していただきます。
・スーパーや販売店等へ出荷する牛乳やヨーグルトなどの仕
分け作業
・リストに基づいて商品を揃える

＊重量物の取り扱いもあります。
　（最大１４．５ｋｇ：牛乳１ケース）

不問

土他 有限会社　秋森運輸


