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出展企業一覧
・社会福祉法人秋田県民生協会

・日本生命保険相互会社秋田支社ライフプラザ秋田

・社会医療法人正和会

・株式会社ハルメク・ビジネスソリューションズ

・三国商事株式会社

・イオン東北株式会社

・秋田ファイブワン工業株式会社

・社会福祉法人北杜

・株式会社きららホールディングス

・公益財団法人秋田県バス協会 秋田中央交通株式会社

・公益財団法人秋田県バス協会 羽後交通株式会社

・アクサ生命保険株式会社

・株式会社プレステージ・インターナショナル秋田BPO横手キャンパス

・ノリット・ジャポン株式会社

・公益社団法人秋田県民バス協会秋北バス株式会社（※）

・ジブラルタ生命保険株式会社秋田支社（※）

・特定医療法人仁政会ショートステイ杉の里（※）

2月22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
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社会福祉法人

秋田県民生協会

秋田県民生協会は、障害者支援施設6ヶ所・救護施設1ヶ所・老人福祉施設5ヶ所・グ
ループホーム5ヶ所・保育所3ヶ所・公益事業4ヶ所・セントラルキッチンの25施設を運
営しています。セントラルキッチンは令和3年4月に竣工し、県内の社会福祉法人では
初の開設となります。

企 業 概 要

所在地 北秋田市上杉字金沢162-1

従業員数 679名 （うち女性 400名）

業種 医療・福祉

事業内容 障害者福祉事業・老人福祉事業・保育事業・
障害福祉サービス事業・公益事業

雇用形態 正社員

主な勤務地 北秋田市

募 集 情 報 に つ い て

就業時間 日勤 8:30～17:00(休憩45分) 夜勤 16:00～9:00(休憩120分)
宿直 8:30～翌12:15(休憩570分)

休日 変形労働時間制に基づく、週休二日制です。
土日祝に関わらず、1週間のうち5日出勤・2日休日になります。

募集職種と
おもな仕事の内容

生活支援員及び介護職員
障害者福祉施設や老人福祉施設において、利用者の生活支援と作業指導業
務及び介護業務に従事していただきます。
＊食事・入浴・排泄の介助 ＊買物のお手伝い
＊利用者さんのお仕事(農作業・畜産業・木工作業等)
※利用者さんの相談相手になって頂くことも、大事なお仕事です。

仕事と家庭・
子育ての両立支援に

関する取り組み

◆1日または時間単位での休暇取得が可能
◆年次有給休暇(入社時から10日付与) 育児・介護休業 産前産後休暇等

実際に働いている

女性スタッフの声

◆子どもの突発的な体調不良等でも、時間単位で
有給休暇が取得できます。またそれが出来やすい
環境だと思います。福利厚生も充実しているので、
出産や育児等での休業や休暇が取得できます。
◆法人としては厚生労働大臣から女性活躍推進企
業として『えるぼし認定』を受けたほか、男女イ
キイキ職場宣言事業所として、『女性の能力の活
用』と『仕事と生活の調和を求める職場づくり』
に取り組む等、積極的な姿勢が見て取れます。
◆また女性の割合が約6割で、年齢層も様々なので
色々な助言を聞くことができます！

Tel 0186-84-8655 Mail houjin-honbu@aki-minsei.jpお問い合わせ先
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日本生命保険相互会社
秋田支社 ライフプラザ秋田

20～50代まで、小さなお子さんを育てながら、また高校や大学の受験生を抱え
ながら、幅広い年齢層のスタッフが頑張っています。
家族のために、そしてお客様のためにファイナンシャルプランナーとして活躍
できる仕事です。

企 業 概 要

所在地 秋田市中通4-2-7日本生命秋田中央通ビル５階

従業員数 22名 （うち女性 21名）

業種 金融・保険・不動産業

事業内容 生命保険のアフターサービスおよびコンサルティング営業

雇用形態 正社員

主な勤務地 秋田県全域

募 集 情 報 に つ い て

就業時間 9:00～17:00 実働7時間 休憩1時間

休日 週５日勤務
休日：土日祝日、夏季、年末年始休暇、有給休暇あり

募集内容と
おもな仕事の内容

サービスコーディネーター(正職員)
日本生命のお客様相談窓口であるニッセイライフプラザ
ご来店のお客様や電話・インターネットでご相談されるお客様へのコ
ンサルティング業務。
ご要望に応じた訪問活動を承っております。

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
◆託児施設(社内、社外)が利用可能
◆保育所利用補助制度、介護支援制度などがある

実際に働いている

女性スタッフの声

◆家庭との両立ができ、安心して長く続けられる仕事
◆頑張るお母さんの姿を見て、子どもが喜んでくれている
◆お話を聞く。ご提案する。お客様との時間が楽しい
◆わからないことは入社してから学べば大丈夫！

お問い合わせ先 Tel 0120-733-821
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社会医療法人 正和会

事業所内保育園があり、仕事と家庭・子育ての両立が可能です。法人内で実務者
研修の受講が可能で、介護福祉士や各職種の資格取得に向けての支援制度が充実
しています。職種を問わず、院内資格や研修を実施しております。
＊健康経営優良法人ブライト500 ＊秋田県認証介護サービス事業所

企 業 概 要

所在地 潟上市昭和大久保字街道下92-1

従業員数 834名 （うち女性 583名）

業種 医療・福祉

事業内容 医療・福祉・保育

雇用形態 正社員・パート

主な勤務地 秋田市、潟上市、男鹿市、五城目町、大潟村

募 集 情 報 に つ い て

就業時間
各職種により異なりますのでご相談ください。
（職種により早番、遅番、夜勤の勤務時間があります。）
短時間勤務や勤務日数等、相談させていただき、可能な限り多様な働き方に対応さ
せていただきます。 ＊短時間勤務の実績多数あります。

休日
週休2日制、年間休日108日、月平均9日休 シフト制
日曜や祝日、お子さんの部活やイベント等がある場合には事前にお話しいただけれ
ば、可能な限り休日を調整いたします。

募集職種と
おもな仕事の内容

【看護職員】：グループ内の病院、診療所、介護施設にて看護業務全般
【介護職員】：グループ内の病院、診療所、介護施設にて介護業務全般
【調理】：グループ内の病院、介護施設にて厨房内での調理業務全般

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

◆妊娠・出産・育児・介護等で退職した従業員の再雇用制度がある
◆サークル活動の助成を実施している

実際に働いている

女性スタッフの声

◆スタッフは女性が多く、子どもの体調不良等でもお休みを取り
やすい環境にあります。

◆先輩ママも多く、子育ての事などアドバイスをいただきながら、
仕事と家庭・子育ての両立に向けて取り組めます。また、管理
職・スタッフに女性が多く、女性ならではの悩みを相談しやす
い職場です。

◆妊娠・出産・復帰まで総務のスタッフがわかりやすく制度等を
説明してくれるので、不安なく職場復帰ができました。復帰後
も会社全体でサポートしてくれるのでありがたいです。

お問い合わせ先 Tel 018-877-7110 Mail jinji@seiwakai-net.com
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50代以上向けの女性誌の通信販売の注文受付をお願いします
★お客様は50代～80代の方が中心です｡
★受信メインでマニュアル完備
★経験は一切不要！研修も充実しており､業務は習熟度に応じてお任せします｡
★30代･40代･50代の方が多数活躍中♪
★当社で活躍中のスタッフ70％が未経験スタート

企 業 概 要

所在地 秋田市中通4-5-6 秋銀・明治安田ビル6F

従業員数 50名 （うち女性 49名）

業種 サービス業

事業内容 コールセンター、物流、情報システム、発注、
在庫管理などフルフィルメントサービスの運営・提供

雇用形態 パート

主な勤務地 秋田市

募 集 情 報 に つ い て

就業時間

【パートタイム】下記のパターンからシフト選択可能
(A) 9:00-14:00 (B)15:00-19:00 (C) 10:00-15:00
(D)9:00-18:00 (E)10:00-19:00 ※シフト相談可
＜平日＞

9:00-15:00 時給1000円／15:00-19:00 時給1050円
＜土日祝＞
平日時給＋50円
9:00-15:00 時給1050円／15:00-19:00 時給1100円

休日
※週3日～長期 変形労働時間制
１週間当たりの労働時間が、法定労働時間(40時間)を超えない範囲内で、
繁閑に合わせて労働日や労働時間を設定します。

募集職種と
おもな仕事の内容

データ入力、タイピング(パソコン・インターネット)、
テレフォンオペレーター

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

実際に働いている

女性スタッフの声

◆雰囲気はとても明るく働きやすい職場です。
ハルメクはとても人気の雑誌なので、お客様
とのコミュニケーションもとりやすく、やり

がいをもって仕事に熱中できます！

Mail akita-saiyou@halmek.co.jpお問い合わせ先

株式会社
ハルメク・ビジネスソリューションズ
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秋田県9店舗、青森県2店舗でガソリンスタンドを展開しております。私たちの使
命はエネルギ－を経済的に供給することに加え、カ－ケア全般にわたって「安心」
「安全」「快適」で「より豊かな」カーライフを創造していくことにあります。
お客様から信頼され愛されるSS（サービスステ－ション）を目指しております。

企 業 概 要

所在地 能代市二ツ井町小繋字恋の沢77-1

従業員数 147名 （うち女性 28名）

業種 卸売・小売業

事業内容 ガソリンスタンド（石油製品、カ－用品等の販売）

雇用形態 アルバイト・パート

主な勤務地 北秋田市、能代市、秋田市、大仙市、由利本荘市、横手市

募 集 情 報 に つ い て

就業時間 例 8:00～17:00 (実働7.5時間、休憩90分)
希望により1日3時間～の勤務など柔軟に対応します。

休日 1カ月単位の変形労働時間制(１カ月8日の休み)
週3日～など希望があれば柔軟に対応します。

募集職種と
おもな仕事の内容

【ガソリンスタンド販売員】
来店されるお客様にガソリン・軽油・灯油などの燃料販売とタイヤ、
バッテリー、ワイパー他のカー用品の販売・取付作業を行っています。
燃料販売を中心とした業務で、作業系は社員スタッフが行います。

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
◆妊娠・出産・育児・介護等で退職した従業員の再雇用制度がある

実際に働いている

女性スタッフの声

◆子育て、家庭に主体を置きながら働けます
（残業無しや、幼稚園・保育園に行ってい
る時間帯で）

Tel 0185-73-3311 Mail information@sm-mikuni.co.jp

三国商事株式会社

お問い合わせ先
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イオン東北株式会社

「総合小売業として、東北の生活者に豊かな暮らしを提供し、最も東北に貢献す
る企業になる」をミッションに、お客さまに喜んで頂ける商品提供、売場づくり、
接客へ取り組んでおります。また、ワークライフバランス推進など従業員が働き
やすい環境の整備も力を入れており多様な働き方が可能です。

Mail jinji@aeontohoku.co.jpお問い合わせ先

企 業 概 要

所在地 【本社】秋田市土崎港北1丁目6-25
従業員数 14,078名 （うち女性 10,573名）

業種 卸売・小売業
事業内容 総合小売業
雇用形態 アルバイト・パート

主な勤務地 秋田市内店舗
（イオン・イオンスタイル・マックスバリュ・マックスバリュエクスプレス）

募 集 情 報 に つ い て

就業時間 店舗・部門により異なる為、応相談

休日 店舗・部門により異なる為、応相談

募集職種と
おもな仕事の内容 各店舗各部門内の商品製造・売り場づくり・接客販売・清掃ほか

仕事と家庭・
子育ての両立支援に

関する取り組み

◆妊娠・出産・育児・介護等で退職した従業員の再雇用制度がある
◆くるみん取得・イクボス企業の取り組み・不妊治療の取り組み

実際に働いている

女性スタッフの声

◆勤務日・勤務時間を調整でき子育て
（学校行事）に合わせやすい。

◆子育てしながら勤務されている方が多く
周りの理解がある。
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秋田ファイブワン工業
株式会社

ものづくりが好きな社員たちで頑張っています。
最新のファッションをいち早く見ることができます。
若い社員が活躍しています。

企 業 概 要

所在地 秋田市八橋字下八橋191-29

従業員数 75名 （うち女性 59名）

業種 製造業

事業内容 高級ブランド品のジャケット、コート等の製造
ミシン縫製、裁断、プレス、マトメ等

雇用形態 正社員・パート・嘱託社員 ※正社員登用あり

主な勤務地 秋田市

募 集 情 報 に つ い て

就業時間
8：30～17：10（7時間40分）
※昼休み12：00～12：50 3時休憩15：00～15：10
【パート】①8：30～14：50（5.5時間） ②9：00～14：50（5時間）

休日 日・祝・他 当社カレンダーによる
１週間あたりの勤務日数５～6日 （1年単位の変形労働時間制）

募集職種と
おもな仕事の内容

ファッションオペレーター 高級ブランド品のメンズ・レディースのジャケット、
コート等の縫製ミシン作業およびアイロン作業等を担当していただきます。
※未経験者の方は、2か月程度の研修により基礎が身に付いてから適性を見て配
属し、作業の流れに入っていただきます。

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日または半日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

実際に働いている

女性スタッフの声

◆子供が小さいのでパートタイム勤務をしてい
ますが、ゆくゆくはフルタイムで働きたいと
思っています。パートや嘱託職員からの正社
員登用もあり、ライフスタイルに合わせた
勤務形態について相談できます。

Tel 018-862-5141 Mail somu5-1@a-fiveone.co.jpお問い合わせ先
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社会福祉法人 北杜

正職員登用試験が実施されており、キャリアアップも臨むことができます。
前年度の年次有給休暇取得率は69.7%と、休みがとりやすい職場環境となってお
ります。
地域貢献事業としてこども食堂(現在中止)、こども図書館を施設の一角に設置し
ております。施設見学も可能です。(要事前連絡)

企 業 概 要

所在地 秋田市下新城中野字街道端西11-1

従業員数 157名 （うち女性 107名）

業種 医療・福祉

事業内容 社会福祉事業（障がい者支援施設、特別養護老人ホーム等）

雇用形態 正社員・契約社員・パート

主な勤務地 秋田市(下新城、中通、茨島)

募 集 情 報 に つ い て

就業時間
勤務例：【障がい者支援施設ほくと】
7：00～16：00、8：30～17：30、9：30～18：00、16：00～10：00
※事業所によって就業時間が異なります。
※勤務時間、出勤日数等相談に応じます。(1日4時間や週3日勤務等)

休日
月9日前後の休み
(本人の希望を反映したシフト表による。年間休日数112日)
入社初日から年次有給休暇が付与されます。

募集職種と
おもな仕事の内容

【支援員、介護員、介助員、介護補助】
利用者様の食事、入浴、排せつなどの介助生活支援全般を担当していただ
きます。

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
◆子連れ出勤制度あり

実際に働いている

女性スタッフの声

◆1日または時間単位での休暇取得ができます。
子育て中の方でも安心して勤務しております。

【育児休業取得実績】
平成31年度 3人(女性3人)
令和2年度 5人(女性4人、男性1人)
令和3年度 5人(女性5人)

お問い合わせ先 Tel 018-873-7801 Mail hokuto-ryogo@rondo.ocn.ne.jp
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株式会社

きららホールディングス

働く社員の幸せが利用者様の幸せに結びつき、よりよいサービスにつながる事を理念に、
女性も男性も共に活躍できる職場です。事業所内保育園や学童クラブを完備しています
ので、子育てと仕事の両立が可能です。社内にある「医療福祉アカデミー」では介護職
員初任者研修・介護福祉士実務者研修を実施しています。

企 業 概 要
所在地 秋田市大町二丁目5-1

従業員数 386名 （うち女性 230名）

業種 医療・福祉

事業内容

高齢者福祉事業：サービス付き高齢者向け住宅、ショートステイ、デイサービス、
介護支援、訪問ヘルパー、福祉用具、住宅改修

医療福祉事業：調剤薬局、訪問看護ステーション
児童福祉事業：保育園、学童クラブ
総合事業：医療福祉アカデミー、不動産仲介、人材総合サービス、ＩＴ事業、農業事業 他

雇用形態 正社員・パート

主な勤務地 秋田市

募 集 情 報 に つ い て

就業時間

8：30～17：30 他時間あり
※1カ月単位の変形労働時間制（週平均40時間以内）
【介護職員】(1)7:00～16:00(2)8:30～17:30(３)10:00～19:00(４)16:00～10:00(５)5:00～14:00
【保育士】（1）8:30～17:30 （2）7:00～21:00 （内8時間）※早番週1回・遅番週1回
【放課後児童支援員】7:30～20:00の間の8時間（交替制）
【調理・調理補助】(1)5:00～14:00 (2)6:30～15:30 (3)10:30～19:30

休日 週休2日制（年間休日107日）

募集内容と
おもな仕事の内容

介護職 生活相談員 総合企画・営業職 事務系総合職 保育士
放課後児童支援員 調理・調理補助

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)が利用可能
◆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

◆妊娠・出産・育児・介護等で退職した従業員の再雇用制度がある

実際に働いている

女性スタッフの声

◆子どもの急病でも、お休みが取りやすい環境なので
とても働きやすいです。
◆社内に保育園と学童クラブがあり、子どもと一緒に
出退勤できる環境は本当にありがたいです。
◆まだ小さい子どもを預けているのですが、休憩時間
を利用して子どもに授乳しにいくことができたり、様
子をみにいくことができるので嬉しいです。
◆残業がほぼないので働きやすい環境が整っています。
◆妊娠後は身体に配慮していただいて軽作業への転換
等を行ってくれました。

お問い合わせ先 Tel 018-895-7272 Mail kup67@eagle.ocn.ne.jp
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公益社団法人秋田県バス協会

秋田中央交通株式会社

地域の足を支えるなくてはならない公共交通としてやりがいのある仕事です。
女性運転士7名の内、5名は大型2種免許養成者採用で入社し現在は第一線で活躍
しておりますので、普通免許をお持ちであれば問題はありません。
バスが好きな方、運転が好きな方、是非応募をお待ちしております。

企 業 概 要

所在地 秋田市川元山下町6番12号

従業員数 322名 （うち女性 50名）

業種 運輸業

事業内容 各種バス運行（路線、高速、貸切）、旅行業、
JAL受託事業（秋田空港JAL旅客、運航）等

雇用形態 正社員、契約社員

主な勤務地 秋田市

募 集 情 報 に つ い て

就業時間
【バス運転士】交代勤務 実働7：00 拘束時間8：30 （5：30～22：30）
【市街地循環バス】8：10～16：50 9：10～17：40 の2シフト 共に実働7：00
【バス営業所事務】交代勤務 実働7：00 拘束時間8：00 （6：00～21：30）
※原則の勤務時間ですが、希望により対応可能

休日

【バス運転士】
月6日の休日及び年間10日の特別休日 ＊年次有給休暇は別途
【市街地循環バス】
月8日の休日及び年間10日の特別休日 ＊年次有給休暇は別途
【バス営業所事務】
月6日の休日及び年間10日の特別休日 ＊年次有給休暇は別途

募集職種と
おもな仕事の内容

バス運転士 路線バス、高速バス、貸切バス運転士
（高速・貸切バスは入社4年目以降経験による）
バス営業所事務 運行管理業務、電話対応等

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

◆妊娠・出産・育児・介護等で退職した従業員の再雇用制度がある

実際に働いている

女性スタッフの声

◆福利厚生がしっかりしていて安心できます

◆シフト変更などは柔軟に対応してくれて助かります

お問い合わせ先 Tel 018-862-0538 Mail asahitani@akita-chuoukotsu.co.jp
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公益社団法人秋田県バス協会

羽後交通株式会社

秋田県南部を中心にバス事業、自動車整備事業などを展開しております。
「安全・正確・快適」を社是とし、社員全員が各事業をとおし地域社会に貢献すべ
く日々努力しております。また、社外講習の受講や各種資格取得の促進など、社員
のスキルアップにも積極的に取り組んでおります。

企 業 概 要

所在地 横手市前郷二番町4番10号

従業員数 315名 （うち女性 52名）

業種 運輸業

事業内容
自動車運送事業（路線バス、高速バス、貸切バス）、自動車分解整
備事業及び自動車、自動車部品・用品の販売、不動産事業、観光に
関係ある施設とその事業、旅行業、保険代理業

雇用形態 正社員・契約社員・パート

主な勤務地 横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、由利本荘市、宮城県大崎市

募 集 情 報 に つ い て

就業時間

【フルタイムの場合】
バス運転士……概ね6時00分～19時00分 実働6時間程度
自動車整備士……8時30分～17時00分 実働7時間30分

【パートタイムの場合】
ご希望に応じ勤務時間、勤務日数等対応いたします。

休日 バス運転士……週休1～2日（隔週）
自動車整備士……土曜（隔週）、日曜、祝日、その他。

募集職種と
おもな仕事の内容

バス運転士……路線バスの運転とこれに付帯する業務
自動車整備士……自動車の当社のバスを中心に乗用車からトラック、

大型建設機械まで車検や整備、メンテナンス全般

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

実際に働いている

女性スタッフの声

◆年次有給休暇が取りやすい環境で、
育児休業や短時間勤務制度も定着し
ています。

お問い合わせ先 Tel 0182-32-4153 Mail jinji-roumu@ugokotsu.co.jp
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アクサ生命保険株式会社

・仕事と子育ての両立支援の取り組みが高く評価され、厚生労働大臣より、
2018年7月に「プラチナくるみん」の認定を受けました。
・同居の小学校就学前のお子様がいらっしゃる場合、お子様1人につき入社2か
月目と7か月目に各々5万円（最大2名で各々10万円）支給します。

企 業 概 要

所在地 秋田市大町３－５－１ 秋田大町ビル６F

従業員数 22名 （うち女性 13名）

業種 金融・保険・不動産業

事業内容 生命保険業

雇用形態 正社員

主な勤務地 秋田市

募 集 情 報 に つ い て

就業時間
①9：15～17：00
②9：15～16：15
※育児、育孫短時間制度（中学校就学前のお子様又はお孫様を養育する場合）

休憩60分・原則として残業なし

休日
土日祝 週休2日制
年末年始 夏季休暇5日 私傷病休暇5日
有給休暇初年度、2年目以降とも20日
その他（介護休暇、看護休暇など）

募集職種と
おもな仕事の内容

【商工会議所共済・福祉制度推進スタッフ】
主に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。試用期間なし。
賃金：180,000円～240,000円＋諸手当 賞与年2回

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
◆妊娠・出産・育児・介護等で退職した従業員の再雇用制度がある
◆社会保険完備

実際に働いている

女性スタッフの声

◆小学校就学前のお子様を養育する場合、
病気・けがをしたお子様の看護またはお
子様に予防接種・健康診断を受けさせる
ために1年度あたり5営業日休暇を取得す
ることができます。

（お子様が2人以上の場合10営業日休暇）
◆子育て世代も多く働いているので休暇も
取りやすい環境です。

お問い合わせ先 Tel 018-862-1670 Mail k.kiyohama@axa.co.jp
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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

カフェテリア、保育園、トレーニングジムを併設し福利厚生施設・制度を充実させた
「横手市で一番居心地よく働ける環境」を目指し、将来的に500名体制へ業務を拡大
しています。女性比率70％、女性管理職44％と女性が多く活躍しています。横手にい
ながら日本全国のお客様の対応を行う『人の役に立ちたい』が実現できる職場です。

企 業 概 要

所在地 秋田県横手市柳田4-3

従業員数 365名 （うち女性 260名）

業種 コンタクトセンター

事業内容 BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）事業

雇用形態 正社員・契約社員・アルバイト

主な勤務地 横手市

募 集 情 報 に つ い て

就業時間
・正社員…シフト制（実働8時間）
《例：9：00－18：00／14：00－23：00など 他シフトパターンもあり》

・契約社員…ご希望の勤務時間をお知らせください。（実働8時間）
・アルバイト…ご希望の勤務時間をお知らせください。（実働4～7時間）

休日
・正社員…週休二日制 毎週
※当社休日カレンダーによる。（休日数は、月間の土日祝日の日数分を付与）
・契約社員/アルバイト…ご希望の休日の曜日をお知らせください。
（日・祝休みなど）

募集職種と
おもな仕事の内容

◎コンタクトセンターでのオフィスワーク（デスクワーク）
・クライアント企業のご契約者様からの電話受付、各種手配
・パソコンを使用する専用システムへの入力、レポート作成、事務作業など
※研修制度あり。未経験でもしっかりサポートします。
※営業行為、ノルマなし。

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・半日または時間単位での休暇取得が可能
◆託児施設(社内)が利用可能
◆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への変更が可能
◆妊娠・出産・育児・介護等で退職した従業員の再雇用制度がある
◆産休・育休取得率はほぼ100％で、育児短時間勤務制度など充実した制度で働く女性をサポート

実際に働いている

女性スタッフの声

◆こどもの学校行事などに合わせてお休み
が取れるので、ワークライフバランスが
とりやすいです。

◆福利厚生制度が充実しているので、長期
的に安心して働くことができます。

お問い合わせ先 Tel 0182-27-1111 Mail yokote_kanri@prestigein.com
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ノリット・ジャポン株式会社

弊社で働く正社員、パート、アルバイトも比較的年齢層が低く、和気あいあいとした
雰囲気です。
工場にも本社にも話しやすい社員やパートがおりますので、なんでも相談できます。
やりたい事や良い提案があれば、どの立場の方でも自由に発言して、検討し、実践で
きる、とても風通しが良い会社です。

企 業 概 要

所在地 秋田市大町三丁目5-8 ウィング・グラン4F

従業員数 26名 （うち女性 17名）

業種 情報通信業

事業内容 ジェラートショップの運営・販売

雇用形態 正社員

主な勤務地 秋田市雄和

募 集 情 報 に つ い て

就業時間 9：30～18：30（実働時間8時間）

休日 週休二日制 シフト制

募集職種と
おもな仕事の内容

・新規オープンするジェラートショップの責任者
秋田市雄和にて2022年4月にオープンするジェラートショップにて
店長業務、接客、ジェラート販売、レジ業務、その他不随する業務、製造
補助、制服貸与、グループ会社の社員割引等適用

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

実際に働いている

女性スタッフの声

◆自社工場（雄和工場）には男性２名、女性
２名の工場勤務者がおります。

◆新しくオープンするお店ですが、ショップ
の裏に工場が併設されてますので、孤独で
はありません。

◆本社にも工場にも女性が多い職場ですので、
同年代の社員に悩みの相談が出来ます。

お問い合わせ先 Tel 018-874-7547 Mail imai@norit.jp
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公益社団法人秋田県バス協会

秋北バス株式会社

我々は秋田県の北部を営業エリアとし、路線バス、高速バス、貸切バスといった
様々な事業をしております。どの事業も快適で安全性が高いと好評を得ており、
これからも皆様に愛されるバス会社として歩み続けます。

企 業 概 要

所在地 大館市御成町1-11-25

従業員数 267名 （うち女性 26名）

業種 運輸業

事業内容 県北地域を中心に旅客の運送を行っています。

雇用形態 正社員

主な勤務地 大館市、能代市、北秋田市、鹿角市

募 集 情 報 に つ い て

就業時間 6:30～19:00の間の7時間

休日 休日はシフトによる 週5～6日の勤務

募集職種と
おもな仕事の内容 運転士…路線バスや貸し切りバスの運転に従事していただきます。

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
◆育児休業制度・育児時短休業制度がある。

実際に働いている

女性スタッフの声

◆結婚・出産を経ても育児休業の制度がしっ
かりしているので、自分のキャリアを諦め
ることなく働くことができます。

お問い合わせ先 Tel 0186-42-3535
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ジブラルタ生命保険株式会社
秋田支社

女性の働きやすさを最大限に考えた、外資系ならではの自由度が非常に
高い職場で、あなたの可能性にチャレンジしてみませんか！

企 業 概 要

所在地 秋田市山王６丁目１０－９猿田興業ビル７Ｆ
従業員数 83名 （うち女性 53名）

業種 金融・保険・不動産業
事業内容 生命保険業

雇用形態 正社員
主な勤務地 秋田市、能代市

募 集 情 報 に つ い て

就業時間 9:00～17:00(実働７時間） 勤務時間帯を臨機応変に調整可能。

休日 月曜～金曜勤務、祝日及び土曜日曜休日。
その他年次有給休暇最低５日以上取得制度あり。

募集職種と
おもな仕事の内容 営業職 → 提携マーケットへの定期訪問による事業＆保険のご案内

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
◆出産・育児休暇完備、最長１年６か月取得可

実際に働いている

女性スタッフの声

◆家事・育児と十分両立できる外資系ならではの活動
であり、子供の急病等でのお休みも取りやすい職場
環境で大変働きやすい。

◆出産・育児休暇も完備しており、復帰のプログラム
もしっかり組んでいるので、女性が安心して働ける
環境です。

お問い合わせ先 Tel 018-883-1811
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特定医療法人仁政会

当法人は日勤帯の勤務時間が他企業と比べ１時間程短く、残業も殆どありません。
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、新規・中途採用者には、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、秋田県介護サービス事業所認証評価を取得しています。

企 業 概 要

所在地 潟上市昭和大久保字北野出戸道脇４１

従業員数 365名 （うち女性 259名）

業種 医療・福祉

事業内容 医療業（内科・精神科）、介護保険事業所、障害福祉サービス事業所

雇用形態 正社員・パート

主な勤務地 潟上市、秋田市、井川町

募 集 情 報 に つ い て

就業時間

正職員
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4時間20分）

パート
早番 6：30～11：00（実働時間 4時間30分）
遅番 15：30～20：00（実働時間 4時間30分）

休日
年間休暇日数１２１日（２０２２年）
週休２日（シフト制のため、１週間のうち２日）
祝日のある月は、週休２日以外に祝日分を加味して休暇を付与

募集職種と
おもな仕事の内容

介護職員…食事介助、入浴介助、排泄のお世話等、一般的な介護業務
夜勤は月５～６回程度

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

◆残業も殆ど無く、職員がプライベートな時間を確保出来るよう取り組んでいる

実際に働いている

女性スタッフの声

◆子供の看護休暇（小学校就学前まで）があるので、
急な病気の対応等でも休みをとりやすいです。

◆小学校就学前まで育児短時間勤務を申請でき
保育施設の送迎等対応可能な時間なので、
子供が小さくても安心して働くことができます。

お問い合わせ先 Tel 018-874-7372 Mail suginosato-1@smc-jinseikai.com
19
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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。
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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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