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出展企業一覧
・株式会社加藤建設

・株式会社虹の街

・株式会社プレステージ・インターナショナル

・丸大機工株式会社

・猿田興業株式会社

・社会福祉法人晃和会

・明治安田生命保険相互会社秋田支社

・株式会社北都銀行

・社会福祉法人二ツ井ふくし会特別養護老人ホームよねしろ

・株式会社ゆう幸（※）

・株式会社タカヤナギ（※）

2月16日以外の日程にて個別相談会を調整させていただきます。
お電話・メール・Webのいずれかより希望内容を添えてお気軽にご相談ください。

【TEL】018-883-1909（株式会社トラパンツ）
【MAIL】info@she-project.akita.jp
【Webお問い合わせ】https://she-project.akita.jp/contact

(※)の企業について

mailto:info@she-project.akita.jp
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参加のながれ

日程調整

参加用URLが届く

お申込みフォームにて「希望する
企業」と「希望する時間枠」を第
3希望まで選択し、送信ください。

後日、運営スタッフより日程
調整の連絡をさせいただき、
日程を確定します。

前日までに、メールにてZoomの
参加用URLをお送りします。
当日URLよりアクセスいただき、
20分間出展企業との相談ができま
す。

申し込み

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください



株式会社 加藤建設

高卒４年目、大卒２年目の「文系女子」が現場技術職員としてのびのびと働けるサ
ポート体制と社員同士の横のつながりが生み出す居心地の良さが当社の強み。
経験が浅かったり、ブランクがあっても大丈夫。最初から全てできる人などいません。
必要なのは建設業で働きたいという熱い気持ちと仲間に溶け込もうとする意欲です。

企 業 概 要

所在地 男鹿市払戸字大樋１６－１

従業員数 48名 （うち女性 5名）

業種 建設業

事業内容 土木工事、港湾工事、県道の道路維持管理業務、男鹿管内県道国道の除雪業務

雇用形態 正社員

主な勤務地 秋田市、男鹿市、南秋田郡

募 集 情 報 に つ い て

就業時間
8：00～17：00
休憩時間（10：00～10：15、12：00～13：00、15：00～15：15）
工事内容により繰上げ繰下げ出勤可

休日
会社カレンダーによる年間休日１０５日
（毎月第２、第4土曜の他１日の土曜及び日曜日休日）
春季５日、夏季７日、冬季７日連続休暇の他、各慶弔休暇制度あり
週平均37.4時間勤務（7.5時間／日）

募集職種と
おもな仕事の内容

公共工事の現場監督（資格取得前はその補助業務）として、受注した工事を最小
限の労力で効率を最大限に上げ安全かつ綺麗に完成させること。その評価として
優良工事表彰やボーナスに反映してニコッ!。
一番は道路が便利になった、洪水の心配が減った、こんな声を地域の方々から直
接聞ける。これこそが我々の仕事です。

仕事と家庭・
子育ての両立支援に

関する取り組み

◆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
◆子の予防接種、検診等のつきそい休暇

◆専門知識を身に付けていなくても、周りの方
（下請けさんを含む）が優しくかつ分かりやすく
仕事内容を教えてくれるので、安心して仕事が
出来ます。

◆女性も建設業で活躍できるよう「子育てしやすい環境
づくり」などに積極的に取り組んでいる会社です。

◆現場へ直行・自宅へ直帰なので、自分の時間をつくり
やすいですよ。

Tel 0185-46-3105 Mail soumubu@katokensetu.co.jpお問い合わせ先

実際に働いている

女性スタッフの声
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株式会社 虹の街

虹の街は平成27年よりセントケア・グループの一員となっております。ご家族の転勤、進
学等により秋田県外への転居が必要な場合も、キャリアを途切れさせることなく全国で活
躍して戴けます。虹の街で活躍する約500名の内、80％が女性です。子育世代を中心に
様々な方のニーズにあった働き方を考えていきます。

企 業 概 要

所在地 秋田市泉中央五丁目1-16

従業員数 475名 （うち女性 358名）

業種 医療・福祉

事業内容 介護保険サービス

雇用形態 正社員・契約社員・パート

主な勤務地 秋田市、大館市、北秋田市、能代市、由利本荘市、大仙市、横手市

◆子供の急な熱発でも、周りが同じ経験を持つ子育て
の先輩や仲間なので、『お互い様だから大丈夫』
と声をかけて貰える（話の途中で、食い気味に
『早く帰りな』と言われた時には驚いた）

◆良い意味で気を使わなくて良い
◆上司にも話をしやすい会社だと思う。

Tel 018-838-4511お問い合わせ先
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募 集 情 報 に つ い て

就業時間

例 ①8：30～17：30 ②7：00～16：00 ③11：00～20：00
④16：00～（翌）10：00

就業時間のベースは①となります。サービスにより早番②、遅番③、夜勤④が加わり、
組み合わせでのシフト構成となります（夜勤は週１回程度が目安です）
※契約社員、パートの就業時間は応相談。希望の就業時間をお伺いして、条件の近い
サービスをご提案します。

休日

職種により異なる
例 〇週休二日制（土日休み）

〇週休二日制（日曜固定休日、その他シフト表により変動）
〇週休二日制（シフト表により変動）

※契約社員、パート採用の場合は週１日１時間～週５日勤務まで幅広く対応。
扶養内で働きたい等の時間数の調整も可能です。

募集内容と
おもな仕事の内容

介護職…お客様の生活支援、身体介護等その人に寄り添った介護サービスの提供
事務職…事業本部での（人事・総務・経理）や各営業所での事務全般（発注、備品管

理等）
調理員…お客様に提供する食事、おやつの調理補助（経験、資格不問）

仕事と家庭・
子育ての両立支援に

関する取り組み

◆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ハー゚トタイムて働゙き、その後希望によりフルタイム (正社員)
への変更か可゙能

◆妊娠・出産・育児・介護等て退゙職した従業員の再雇用制度かあ゙る
◆法定以上の育児介護休業制度の導入

実際に働いている

女性スタッフの声



株式会社

プレステージ・インターナショナル

カフェテリアや社内保育園、リラクゼーションルームなど長く安心して働ける環境・
福利厚生が充実しています。結婚・出産といったライフスタイルの変化に合わせて、
いろいろな働き方が出来るので、多くの女性が活躍しています。

企 業 概 要

所在地 秋田市新屋鳥木町1-172

従業員数 1343名 （うち女性 950名）

業種 サービス業

事業内容 BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）事業
お客様のお困りごとを解決に導く多種多様なサービスを提供しています

雇用形態 正社員・契約社員・アルバイト

主な勤務地 秋田市・横手市・にかほ市

募 集 情 報 に つ い て

就業時間
シフト制（実働8時間）（例：9:00～18:00/10:00～19:00/11:00～20:00など）
※勤務時間はご相談に応じます
※育児短時間勤務、扶養枠内での勤務等、お気軽にご相談ください

休日 年間休日：121日（当社の休日カレンダーによる/土日祝の日数分を付与）
※休日についてもご相談ください

募集職種と
おもな仕事の内容

お客様からのお問い合わせにお答えする電話受付及び事務作業
※知識や経験は不問です。充実した研修制度が整っています。
・ロードサービスの業者手配のお仕事
・自動車事故受付業務
・家財保険受付業務
社内保育園での保育業務全般（要保育士資格）

仕事と家庭・
子育ての両立支援に

関する取り組み

◆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
◆託児施設(社内、社外)か利゙用可能
◆子育て期等一定期間ハー゚トタイムて働゙きその後希望によりフルタイム (正社員)への変更か可゙能
◆妊娠・出産・育児・介護等て退゙職した従業員の再雇用制度かあ゙る
◆育児短時間制度、社内保育園２園（定員制限あり)

実際に働いている

女性スタッフの声

◆時間単位での有給休暇の取得が可能なので、学校
の面談や子どもの通院などにも対応しやすいです。

◆電話受付のお仕事は初めてでしたが、研修制度が
とても充実していて、丁寧に教えてくれるのでス
ムーズにお仕事をスタート出来ました。

◆社内カフェテリアのメニューは日替わりで300円台
ととてもリーズナブル！美味しいランチでお仕事
の合間にリフレッシュ出来ます。

Tel 0120-880-993 Mail jinjiakita@prestigein.comお問い合わせ先
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実際に働いている

女性スタッフの声



丸大機工 株式会社

弊社は機械装置を設計から完成形までを一貫して手掛ける製造業の会社です。
設計から完成までの一貫生産を手掛ける弊社には数多くの工程があり、男女関係なく、
それぞれの長所を生かして業務にあたっています。
元美容師の方や保育士免許を持っている方も在籍しており、初心者も大歓迎です。

企 業 概 要

所在地 秋田県にかほ市金浦字笹森125-1

従業員数 242名 （うち女性 60名）

業種 製造業

事業内容 自動省力化機械装置の設計・製作

雇用形態 正社員・契約社員・パート

主な勤務地 にかほ市、秋田市

募 集 情 報 に つ い て

就業時間
通常勤務 … 8:10～17:10(実働8時間勤務)
時短勤務 … 9:05～15:00(実働5時間)、9:05～16:00(実働6時間勤務)
その他、就業時間については面接を通して柔軟に対応します。

休日
週休二日制(会社カレンダーによる)
年末年始休暇、夏季休暇
週5～6日勤務

募集職種と
おもな仕事の内容

事務職 … 営業補助、生産管理業務
技術職 … 機械オペレーター、組立・配線作業
梱包・出荷業務等

仕事と家庭・
子育ての両立支援に

関する取り組み

◆保育施設等の送迎時間に対応可能な勤務時間
◆子育て期等一定期間ハー゚トタイムて働゙き、その後希望によりフルタイム

(正社員)への変更か可゙能

実際に働いている
女性スタッフの声

◆子どもの急病や行事について
理解があり、周囲がカバーして
くれて助かっています。

◆就業時間についても、正社員
から時短勤務に一時期変更して
いましたが、子どもも大きくな
り、正社員に戻る事が出来まし
た。

Tel 0184-38-3988 Mail sakuraba-yoshiki@marudaikiko.co.jpお問い合わせ先
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実際に働いている

女性スタッフの声



猿田興業 株式会社

創業から60年以上経過し、消防防災業、製紙関連業、不動産業など、秋田市内を中心
に幅広く事業を展開しております。様々な事業展開をさせていただいているため、変
化に強く経営も安定している点が魅力です。また、風通しのよい職場作りを念頭に、
定期的な人事交流も実施しており、働きやすい企業です。

企 業 概 要

所在地 秋田市山王六丁目10番9号

従業員数 280名 （うち女性 40名）

業種 サービス業

事業内容 消防防災・安全衛生機器の販売及び点検、製紙関連業務、
オフィスビルの運営管理など

雇用形態 正社員

主な勤務地 秋田市、由利本荘市

募 集 情 報 に つ い て

就業時間 8：00～17：00（休憩：60分）
※必要に応じて時間外労働がございます。

休日 完全週休二日制（土日祝）、週５日勤務

募集職種と
おもな仕事の内容

◆事務職
・来客対応、電話対応
・備品管理及び発注、在庫管理、請求書作成
・その他、関連する業務
※事務職から総合職への職種変更がございます。

仕事と家庭・
子育ての両立支援に

関する取り組み

◆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

実際に働いている

女性スタッフの声

◆産前産後休暇、育児休暇などの制度が整っている。
時間有休も取得可能。上司の理解もある。

◆また、女性スタッフ同士も
仲が良いため、大変働きや
すい雰囲気である。

Tel 018-863-1550 Mail yoh-kinouchi@saruta.co.jpお問い合わせ先
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社会福祉法人 晃和会

当法人は、秋田市内４か所で、高齢者、障がい者への介護サービスを展開しております。
高齢者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が、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働いております。

企 業 概 要

所在地 秋田市太平八田字藤ノ崎231-3

従業員数 164名 （うち女性 130名）

業種 医療・福祉

事業内容 高齢者・障がい者へ介護業務

雇用形態 正社員・准社員・パート

主な勤務地 秋田市

募 集 情 報 に つ い て

就業時間

夜勤業務の無い部署については、8：30～17：30（実働8時間）
夜勤業務のある部署については、早番7：00～16：00（実働8時間）

遅番10：00～19：00（実働8時間）
その他に夜勤業務がございます。
パート採用の場合については、面談時に柔軟に調整します。

休日
年間休日日数 123日（令和3年度実績）
勤務表による（休みの希望の確認を行っています）
夜勤業務の無い部署の職員については、日曜日、12/29～1/3
シフト制の勤務になります。

募集職種と
おもな仕事の内容

介護職
★高齢者の生活のお手伝い。食事、入浴、トイレ等
★高齢者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、運動をする等。
☆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、運動をする等。

仕事と家庭・
子育ての両立支援

に
関する取り組み

◆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ハー゚トタイムて働゙き、その後希望によりフルタイム (正社員)への
変更か可゙能

◆子供の具合が悪く、休まなければならない時「休みなさい」
と上司が話してくれる。

◆保育園からの電話があると「大丈夫？」「帰らなくても良いの？」
と心配してくれる同僚が多くいる。

◆様々な職種があるので、その年代にあった職種で勤務することが
出来る。

◆業務以外でも、上司へ相談できる雰囲気がある。
◆全ての職員が笑顔を大切にしているように感じるのでとても働き
やすい。

Tel 018-838-2338 Mail kouwakai-taiheisou@gaea.ocn.ne.jpお問い合わせ先
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実際に働いている

女性スタッフの声



明治安田生命保険相互会社
秋田支社

生命保険業と聞くと、「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？

企 業 概 要
所在地 秋田市中通4-12-4 明治安田生命秋田ビル3階

従業員数 350名 （うち女性 327名） ※2022年1月1日時点

業種 金融・保険・不動産業

事業内容 生命保険業

雇用形態 正職員（当初5ヶ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

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。

募 集 情 報 に つ い て
就業時間 9:00～17:00

休日 休日：土・日・祝日、年末年始
休暇：年次有給休暇、特別休暇

募集職種と
おもな仕事の内容

【MYライフプランアドバイザー】
生命保険・損害保険等の募集・保全サービス事務等

仕事と家庭・
子育ての両立支援に

関する取り組み

◆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
◆キッズサポート休暇、子の看護休暇、災害。防疫休暇有※当社規程有
◆育児・介護・看護休職有
◆子の養育・家族の介護及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）

◆保育料補助支給制度有 保育所等を利用した月１ヶ月ごとに、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2022年1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さまざま。

◆現役子育て世代、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。みなイキイキ
と仕事をしています！

Tel 018-833-4108 Mail yu-kouchi@meijiyasuda.co.jpお問い合わせ先
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実際に働いている

女性スタッフの声

株式会社 北都銀行

当行では、多様性を認め合える職場風土を尊重し、全役職員がイキイキと働き続けら
れる職場づくりを進めております。「人を大切にする経営」を軸に従業員一人ひとり
と向き合い、自身のキャリアプラン実現を支援する体制を整え「働きがい」を持ち、
「働きやすい」環境づくりを目指しています。

企 業 概 要

所在地 秋田県秋田市中通三丁目1-41

従業員数 1174名 （うち女性 758名）

業種 金融・保険・不動産業
事業内容 銀行業務全般

雇用形態 正社員・契約社員

主な勤務地 秋田県内

募 集 情 報 に つ い て

就業時間 原則8:30～17:00（休憩1時間）
正社員についてはフレックスタイム制度あり

休日 週休2日制（土日祝日休み・一部店舗はシフト制）

募集職種と
おもな仕事の内容

当行のメンバーとして、各種銀行業務を行います。
◆具体的には
法人及び個人のお客様に対して目的に応じた銀行サービスや金融商品の
提案営業を行います。
法個一体営業を掲げており、法人・個人の両面を担当する事で、顧客を
より深く理解し、スピード感あるサービスの提供を大切にしています。

仕事と家庭・
子育ての両立支援に

関する取り組み

◆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
◆連続休暇年５日・ワークライフバランス休暇年６日・アニバーサ
リー休暇年１日有り

◆女性が多く女性活躍推進が進んでいて働きやす
い職場環境です。子供の行事に合わせ休暇取得
することができ、仕事とプライベートのワーク
ライフバランスがとれています。

Tel 018-833-4211 Mail hokuto-saiyo@fidea.co.jpお問い合わせ先
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社会福祉法人 二ツ井ふくし会

女性４４人、男性２２人、計６６人。平均年齢４７歳。介護福祉士取得者は８割以上、
自由闊達でにぎやかに仕事しています。資格取得を目指す人の支援体制や、キャリア
パスを導入、「ワーク＆ライフバランス」が充実するよう法人でもバックアップ、秋
田県介護サービス事業所認証を取得しています。

企 業 概 要

所在地 能代市二ツ井町下野家後１４５番地

従業員数 66名 （うち女性 44名）

業種 医療・福祉

事業内容 高齢者福祉

雇用形態 正社員・パート・登録ヘルパー

主な勤務地 能代市二ツ井町

募 集 情 報 に つ い て

就業時間

【勤務時間】特養、ショートステイなど職場によりシフト制を取っています。
・日勤（基本）８：３０－１７：３０ ・早番 ７：００－１６：００
・遅番 ９：３０－１８：３０ ・夜勤 １７：３０－８：３０
の勤務があります。パート、登録ヘルパーの勤務については、面談により柔軟に対応
します。

休日
週休２日制。年間休日１２０日です。
ほかに有給休暇、慶弔、出産・育児、介護、子ども看護の各休暇があります。
また、３日間のリフレッシュ休暇（年１回）を設け、「ワーク＆ライフバラ
ンス」が充実するよう、バックアップしています。

募集職種と
おもな仕事の内容

介護職を募集しています。
特養・ショートステイ・デイサービス・訪問（ヘルパー）・居宅（ケアマネ
ジャー）・ケアハウス・包括支援センターの７事業所があり、介護や相談支援の仕事
にあたります。
介護の仕事は幅広く、スキルアップを目指し、経験できる職場となっています。

仕事と家庭・
子育ての両立支援に

関する取り組み

◆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ハー゚トタイムて働゙き、その後希望によりフルタイム (正社員)
への変更か可゙能

◆出産・育児、子どもの看護の各休暇、育児の短時間勤務も実施している

◆産前、産後、育児休暇、子どもの看護休暇、短時間
勤務があり、出産や育児がしやすい。

◆地域（保育園、小学校、中学校）とふれ合う行事が
たくさんある。仕事をしながら我が子の姿が見れる。
何より、入居者、入所者が喜ぶ。一石二鳥！！

◆子どもの急な病気などで仕事を休むことになっても、
現場の上司や同僚が協力的。優しくサポートしてくれ
る。

Tel 0185-73-6666お問い合わせ先
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特別養護老人ホーム よねしろ



実際に働いている

女性スタッフの声

株式会社 ゆう幸

秋田県の高品質かつ希少な素材を活かした創作菓子ブランド『くら吉』を運
営している会社です。秋田県内だけでなく、仙台市、東京などにも直営店舗
があり、秋田県の魅力的な素材を活かした菓子を全国に発信しています。

企 業 概 要

所在地 秋田県秋田市御所野下堤3-2-3

従業員数 23名 （うち女性 18名）

業種 製造業

事業内容 菓子製造
雇用形態 正社員・アルバイト・パート

主な勤務地 秋田市

募 集 情 報 に つ い て

就業時間
菓子製造（正社員）：8:30~17:05
菓子製造（パート、アルバイト）：要相談
一般事務：（正社員）：8:30~17:05
一般事務：（パート、アルバイト）：要相談

休日 年間休日91日

募集職種と
おもな仕事の内容

菓子製造（経験者）
菓子製造（未経験者）
一般事務

仕事と家庭・
子育ての両立支援に

関する取り組み

◆保育施設等の送迎時間に対応可能な勤務時間
◆子育て期等一定期間ハー゚トタイムて働゙き、その後希望によりフルタ
イム(正社員)への変更か可゙能

◆職場が新しく、綺麗で明るい環境です。

Tel 018-827-5636 Mail sasakimichiko0120@gmail.comお問い合わせ先
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株式会社 タカヤナギ

~ 地域の元気のお役立ち グランマート ~
スーパーマーケットはお店としても、働く場としても、とても身近。社員のみなさまそれ
ぞれの生活を大事にして、公休日や勤務時間もフレキシブルに対応しております。活気ある
お店で、一緒に元気に働きませんか？

企 業 概 要

所在地 秋田県大仙市川目字町東３３

従業員数 1685名 （うち女性 1180名）

業種 卸売・小売業

事業内容 小売業（スーパーマーケット「グランマート」の運営／食品及び衣料品
販売）

雇用形態 アルバイト・パート

主な勤務地 秋田市・大仙市・仙北市・横手市・湯沢市・由利本荘市

募 集 情 報 に つ い て

就業時間
朝7時から夜11時までの間で、1日4時間のご家族の扶養の範囲内での働
き方や1日7時間の社会保険加入の働き方まで、ご希望を伺いながら柔軟
に調整いたしますので、ご相談ください。
例）8:00~12:00 4時間勤務／8:30~16:30 7時間勤務（1時間休憩）

休日
【パート】月間休日 7日／週５~６日勤務
※担当部門のシフトによる交代制休日

【アルバイト】週労働20時間未満につき、1日の所定時間に応じて休日数
が決まります （例）1日の所定時間4時間…月間休日 9日以上

募集職種と
おもな仕事の内容

スーパーマーケットの各部門において、販売する商品（食材・お惣菜
等）の製造やパックづめ、売場陳列やレジ精算業務などを担当していた
だきます。発注作業や売場計画等にも携わっていただく場合があります。

仕事と家庭・
子育ての両立支援に

関する取り組み

◆子育て期等一定期間ハー゚トタイムて働゙き、その後希望によりフルタイム
(正社員)への変更か可゙能
◆妊娠・出産・育児・介護等て退゙職した従業員の再雇用制度かあ゙る
◆産休・育休取得実績が多い

◆初心者でも親切に教えてくれるやさしい人ばかりです。
◆生活の中で空いた時間を有効活用できるお仕事です。
◆明るくきれいなお店なので、私たちも快適に働くことが
できます。

◆スーパーマーケットはとても身近なところ。特別な資格がなくても出来るところが魅力だと思います
◆スーパーでの仕事の経験がありませんでしたが、仕事してみてやりがいがあり、みんなとコミュニケーションを
とりながら、楽しく働ける職場です！

◆いつもご来店くださるお客様から「ありがとう」「やっぱりグランマートね～」とお褒めのお言葉をいただける
ことがうれしいですね。

Tel 0187-63-5385 Mail jinji@mail-takayanagi.comお問い合わせ先
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メール・お電話での
聞き取り調査を実施します

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、運営事務局よりメール（アンケート
フォームの送付）またはお電話でご連絡させていただきます。
お手数をおかけしますが、ご回答いただけますようよろしくお願
い致します。

※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。

14

聞き取り調査の際にメールをお送りいたします。
メールに記載されているURLへアクセスいただき、
アンケートフォームの項目をご入力のうえ送信ください。

メールでの回答が確認できなかった方を対象に
運営事務局の株式会社トラパンツ（018-883-1909）より
聞き取り調査のお電話をさせていただきます。
現在の就職状況のみで結構ですので回答のご協力を
お願いいたします。

メールでの回答方法

電話での回答方法

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

SHE Project AKITA 運営事務局
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