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ご案内資料

・日本生命保険相互会社 秋田支社 ライフプラザ秋田

・社会福祉法人わかば会 池田ライフサポート＆システム株式会社

・比内時計工業株式会社

9月29日(水)
・医療法人正和会・社会福祉法人正和会

・株式会社プレステージ・インターナショナル 秋田BPOメインキャンパス

・株式会社リクルートスタッフィング

9月30日(木)
・特定医療法人仁政会 ショートステイ杉の里

・東北日本電産サンキョー株式会社

・社会福祉法人 松寿会

10月4日(月)
・社会福祉法人 晃和会

・株式会社こすもす秋田

10月5日(火)
・株式会社プレステージ・インターナショナル 秋田BPO 横手キャンパス

・社会福祉法人 ファミリーケアサービス

10月6日(水)
・明治安田生命保険相互会社 秋田支社

・株式会社 虹の街

・株式会社タカヤナギ

9月28日(火) P.3～

出展企業一覧

P.6～

P.9～

P.12～

P.14～

P.17～



9/28（火） 9/29（水） 9/30（木）

10：00

10：40

日本生命保険相互会社 秋田支社

ライフプラザ秋田
医療法人・社会福祉法人

正和会
特定医療法人仁政会

ショートステイ杉の里

休憩10分 休憩10分 休憩10分

10：50

11：30

社会福祉法人わかば会

池田ライフサポート＆システム

株式会社

株式会社

プレステージ・インターナショナル

秋田BPO メインキャンパス

東北日本電産サンキョー
株式会社

休憩10分 休憩10分 休憩10分

11：40

12：20

比内時計工業
株式会社

株式会社

リクルートスタッフィング
社会福祉法人

松寿会
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合同説明会
タイムスケジュール

視聴を希望する日程・企業をご確認のうえ、お申し込みください。

10/4（月） 10/5（火） 10/6（水）

10：00

10：40

社会福祉法人

晃和会

株式会社

プレステージ・インターナショナル

秋田BPO 横手キャンパス

明治安田生命
保険相互会社秋田支社

休憩10分 休憩10分 休憩10分

10：50

11：30

社会福祉法人

ファミリーケアサービス
株式会社

虹の街

休憩10分 休憩10分 休憩10分

11：40

12：20

株式会社

こすもす秋田
日本生命保険相互会社 秋田支社

横手営業所

株式会社

タカヤナギ



日本生命保険相互会社 秋田支社

ライフプラザ秋田
9/28(火)

10:00~10:40
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社会福祉法人わかば会
池田ライフサポート&システム株式会社

9/28(火)

10:50~11:30
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比内時計工業株式会社
9/28(火)

11:40~12:20
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医療法人・社会福祉法人

正和会
9/29(水)

10:00~10:40
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株式会社プレステージ・インターナショナル
秋田BPOメインキャンパス

9/29(水)

10:50~11:30
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株式会社リクルートスタッフィング9/29(水)

11:40~12:20
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所在地 東京都中央区銀座8丁目4-17
リクルートGINZA8ビル 主な勤務地 ※派遣先によります。

秋田市(メイン)、由利本荘市、大仙市、能代市、横手市等

業種 　人材派遣業 従業員数 　1875人　(2021年4月現在)

事業内容

雇用形態

就業時間

休日
１週間あたりの勤務日数

募集職種と
主な仕事の内容

仕事と家庭・子育ての
両立支援に関する

取り組み

女性スタッフの声

企業PR

お問合せ先

※派遣先によります。
一般事務、OA事務、営業事務、経理事務、電話オペレーター、販売・接客・営業、システム開発等

　人材派遣事業、人材紹介事業、アウトソーシング事業

　派遣

※派遣先によります。
フルタイム・短時間などご相談ください。

※派遣先によります。
週2～5などご相談ください。

保育施設等の送迎時間に対応可能な勤務時間

子供がいるため、無理なく扶養枠内で勤務できるお仕事を探していたところ、家から近く、柔軟にお休みを取らせて
頂ける就業先をご紹介いただき、心地よくお仕事をさせていただいています。
派遣でのお仕事は初めてでしたが、直接雇用と違って、何かあった際の相談のしやすさも安心につながっています。
子供が大きくなったら、フルタイムで勤務できるお仕事を探していこうと思っています。

1987年設立のリクルートグループの派遣会社です。秋田市内の事務系職種を中心に、県外企業・秋田本社企業の
お仕事を豊富に取り揃えております。扶養枠内で働きたい、大手有名企業で働きたい、正社員を目指したい・・
おひとりおひとりに合ったお仕事探しのお手伝いをさせて頂きます。ご希望をお気軽にお聞かせ下さい。

　TEL　018-887-5170
　E-mail　t-nagashima@r-staffing.co.jp



特定医療法人仁政会

ショートステイ杉の里
9/30(木)

10:00~10:40
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所在地 　潟上市昭和大久保字北野出戸道脇41 主な勤務地 　潟上市天王

業種 　医療・福祉 従業員数
（うち女性）

　366人（うち女性261人）

事業内容

雇用形態

就業時間

休日
１週間あたりの勤務日数

募集職種と
主な仕事の内容

仕事と家庭・子育ての
両立支援に関する

取り組み

女性スタッフの声

企業PR

お問合せ先

募集職種：介護員、介護福祉士
〇入所者の介護業務を担当していただきます。
食事介助、入浴介助、排泄のお世話等、一般的な介護業務
入所者：30名程度、介護職員：15名程度、看護職員：3名程度　　（夜勤は月5～6回程度）

　医療業（内科・精神科）

　正社員、パート

日勤：8：40～16：50（実働時間7時間10分、休憩1時間）
夜勤：16：30～9：10（実働時間14時間20分、休憩2時間20分）

年間公休数：120日（2021年分、土日祝日年末年始分をシフト割します。）
1週間、5日程度の勤務となります。

・保育施設等の送迎時間に対応可能な勤務時間
★育児短時間勤務、子の看護休暇年5日（時間単位）これらを小学校就学前まで使用可能

1日の勤務実働時間が、7時間10分なので仕事と家庭を両立しやすい職場です。2021年は、120日（土日祝日年末
年始分）が公休となり休日数が他の職場より多く、家族との時間を多く作れています。また、育児休業後に小学
校就学前まで短時間勤務を取得できること、有給休暇とは別に子の看護休暇（子1人当たり年5日）が取得でき
子供の急病でも休みがとることができたり、予定があって休みたい日はスケジュール調整しやすい環境です。

当法人は、日勤帯の勤務時間が他企業と比べ短く、残業も殆どなく職員がプライベートな時間を確保できるよう
取り組んでいます。また、当法人の新規採用者に は個人のスピードに合わせた育成を行うようにしています。
さらに、当法人は 秋田県の秋田県介護サービス事業所認証評価を取得しています。

　TEL　018-874-7372



東北日本電産サンキョー株式会社9/30(木)

10:50~11:30
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9/30(木)

11:40~12:20
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社会福祉法人松寿会



10/4(月)

10:00~10:40
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社会福祉法人晃和会

所在地 秋田市太平八田字藤の崎231-3 主な勤務地 　秋田市

業種 　医療、福祉 従業員数
（うち女性）

　163人（うち女性129人）

事業内容

雇用形態

就業時間

休日
１週間あたりの勤務日数

募集職種と
主な仕事の内容

仕事と家庭・子育ての
両立支援に関する

取り組み

女性スタッフの声

企業PR

お問合せ先

　介護職
　★老人の生活のお手伝い。食事、入浴、トイレ等
　★老人が笑顔になるためのお手伝い。ゲームをする。ドライブに行く。運動をする。
　☆障がい者の方の生活のお手伝い。食事、入浴、トイレ等
　☆障がい者の方を笑顔にするためのお手伝い。ゲームをする。買い物をする。運動をする。

　老人・障がい者への介護

　正社員、パート

　夜勤の有る入所系の勤務時間について
　　・早番　7：00～16：00（実働８時間）・遅番10：00～19：00（実働８時間）
　　・日勤　8：30～17：30（実働８時間）・その他に夜勤業務。
　デイサービス勤務について
　　・8：30～17：30（実働８時間）
　年間休日数　１２３日　（令和３年度実績）
　勤務表による　（休み希望を確認し、勤務表を作成します）
　　※休み希望については、出来るだけ希望通り休んでいただけるようにしています。
　デイサービス勤務については、日曜日、12/29～1/3

・保育施設等の送迎時間に対応可能な勤務時間
・１日または時間単位での休暇取得が可能
・子育て期等一定期間パートタイムで働き、その後希望によりフルタイム（正社員）への変更が可能

　TEL　018-838-2338
　E-mail　kouwakai-taiheisou@gaea.ocn.ne.jp

・女性の気持ち、母親の気持ちを汲み取ってくれる法人です。自分が、子どもが具合の悪い時は休みが取りやすい雰囲気です。
　周りに職員の理解もあり『休みます』『具合が悪いので帰ります』と言いやすい環境です。
・休みの希望を出来る限り尊重してくれるので、子どもの行事等へ参加しやすいです。
・多く、女性職員が勤務しており、子どものこと、親の介護のこと様々なことを職員へ相談しやすい環境にあります。

当法人は、秋田市内４か所で、老人、障がい者への介護サービスを展開しております。
お年寄りや障がい者の方の笑顔を引き出すために、職員は日々努力しています。
４０年以上の歴史のある法人です。高校を卒業してすぐに働き始めた職員から65 歳以上の職員まで、様々な年齢層の職員が
勤務しており、女性の多い職場です。



株式会社こすもす秋田10/4(月)

11:40~12:20
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株式会社プレステージ・インターナショナル
秋田BPO横手キャンパス

10/5(火)

10:00~10:40
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社会福祉法人ファミリーケアサービス10/5(火)

10:50~11:30
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明治安田生命保険相互会社 秋田支社10/6(水)

10:00~10:40
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所在地
　秋田市中通４－１２－４
　明治安田生命秋田ビル３階

主な勤務地

　秋田市
（ご希望によって、秋田市以外にも、鹿角市、大館市、
　能代市、由利本荘市、大仙市（大曲）、横手市、 湯沢市
　に拠点があり、当該拠点での勤務も可能です）

業種 　金融・保険・不動産業 従業員数
（うち女性）

　356人（うち女性332人）　※2021年9月1日時点

事業内容

雇用形態

就業時間

休日
１週間あたりの勤務日数

募集職種と
主な仕事の内容

仕事と家庭・子育ての
両立支援に関する

取り組み

女性スタッフの声

企業PR

お問合せ先

・保育施設等の送迎時間に対応可能な勤務時間
・1日または時間単位での休暇取得が可能
★①キッズサポート休暇、子の看護休暇、家族の介護休暇、災害・防疫休暇有 ※当社規程有
　②育児・介護・看護休職有　※当社規程有（勤続年数等）
　③子の養育・家族の介護および看護を容易にするための所定勤務時間の短縮措置等有 ※当社規程有（勤続年数等）
　④保育料補助支給制度有　保育所等を利用した月１ヵ月ごとに、お子さま1人につき 1万円の補助を受けることができます
　（支給対象期間はお子さまの出生日から満３歳になる誕生日の前日以降最初に到来する3月末まで）
　※制度の適用、支給時期については当社所定の条件有
　※数値を含め制度については2021年9月現在の内容であり、将来変更となる場合有

幅広い年代層のメンバーが勤務しています。また、経歴も前職が正社員の方から専業主婦の方まで様々。
現役子育て世代も多く、また当社で子育てを卒業した世代も多く、家庭と仕事の両立に理解がある職場です。
皆イキイキと仕事をしています！

生命保険営業と聞くと、「飛び込み営業」「ノルマ」「なんだか大変そう」等少しネガティブな印象を持っている方も
いらっしゃるのではないでしょうか？明治安田生命では、少しでも多くの方のそのような疑問に答えていきたいと思っています。
ぜひ私たちの自慢の職場を一度のぞいてみませんか？

　TEL　018 -833 -4108
　E-mail　yu-kouchi@meijiyasuda.co.jp

職種：ＭＹライフプランアドバイザー
職務内容：生命保険・損害保険等の募集・保全サービス業務等

　生命保険業

　正職員（当初５ヵ月間は委任契約または嘱託雇用契約） ※雇用契約（無期）への移行に際し当社所定の規定あり

９:００～１７:００

休日：土・日・祝日、年末年始
休暇：年次有給休暇、特別休暇



株式会社 虹の街10/6(水)

10:50~11:30
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株式会社タカヤナギ10/6(水)

11:40~12:20
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メールやお電話での
聞き取り調査を実施します

事業成果の把握のため、イベント参加後の就職状況につい
て、参加者全員を対象に聞き取り調査を実施します。後日、
運営事務局からのメール（アンケートフォームでの回答）
か、お電話にてご連絡させていただきます。
簡潔でかまいませんので、回答のご協力をいただけますよ
うお願い申し上げます。
お手数ですが、何卒よろしくお願い致します。

SHE Project AKITA 運営事務局

株式会社トラパンツ
T E L：0 1 8 - 8 8 3 - 1 9 0 9
E - m a i l： info@she-project.akita.jp

秋田県女性の新規就業支援事業

※事業成果把握のための分析や統計、今後の就業支援事業のご案内に
使用させていただき、それ以外の目的で使用することはございません。

イベント参加者さまへの

聞き取り調査について
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