
年齢・ 賃金

職種・雇用形態・求人番号 受理日 求人者名 就業時間

採用人数

(1) 8時30分～17時30分

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年8月28日

05011- 1398891 就業場所秋田県男鹿市 従業員数　 17人

(1) 8時30分～17時30分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年8月28日

05011- 1399291 就業場所秋田県男鹿市 従業員数　 17人

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分

(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3)10時30分～19時30分

雇用期間の定めなし (4)17時00分～ 9時00分

正社員 令和元年8月8日

05011- 1400291 就業場所秋田県男鹿市 従業員数　 17人

(1) 8時00分～11時00分

年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

パート労働者 令和元年10月8日

05011- 1329491 就業場所秋田県男鹿市 従業員数　 17人

変形（１年単位）

(1) 7時30分～16時30分

(2) 9時00分～18時00分

年齢不問 (3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし (4)18時00分～ 9時30分

正社員 令和元年10月8日

05011- 1330291 就業場所秋田県男鹿市 従業員数　 17人

(1) 8時30分～17時30分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年10月25日

05011- 1359091 就業場所秋田県男鹿市 従業員数　 12人

(1) 9時30分～12時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年10月25日

05011- 1360991 就業場所秋田県男鹿市 従業員数　 12人

(1) 7時00分～16時00分

(2) 9時30分～18時30分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員以外 令和元年10月4日

05011- 1324191 就業場所秋田県男鹿市 従業員数　 35人

(1) 7時00分～11時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年9月12日

05011- 1224491 就業場所秋田県男鹿市 従業員数　 35人

介護職員「ショートス
テイ」

不問 医療法人　幸佑会　長谷川
医院

○ショートステイ（利用定員３９名）での介護業務全般を担当しま
す。
・食事、排泄、入浴、レクリェーションなどの介護業務
※６０歳以上の方の応募も歓迎します。

790円

1人
秋田県男鹿市船川港船川字新浜
町２６－２

○ショートステイ（利用定員３９名）での介護業務全般を担当しま
す。
・食事、排泄、入浴、レクリェ―ションなどの介護業務
※６０歳以上の方の応募も歓迎します。129,560円

～129,560
円

1人
秋田県男鹿市船川港船川字新浜
町２６－２

医療法人　幸佑会　長谷川
医院

800円

1人
秋田県男鹿市脇本脇本字向山１
６６－１２

介護職員「ショートス
テイ」（夜勤なし）

不問

介護員（グループホー
ム）

不問 有限会社　テレサ ○認知症対応型共同生活介護施設（１８床）
・入居者の食事、排泄、入浴などの介助を行います。
・利用者様とのコミュニケーションやレクリエーション、離床起床
の身体介助、清掃など
・通院介助（社用車使用）
※夜勤なしの勤務も相談可能です。資格がない方は採用後に取得可
能です（本人負担あり）。未経験者の方は指導します。希望に応じ
て勤務日数、時間の短縮も可能です。条件などは面接時に説明しま
す。

158,800円
～160,800

円

3人
秋田県男鹿市脇本脇本字向山１
６６－１２

清掃員（グループホー
ム）

介護士 不問 社会福祉法人幸泉会　地域
密着型特別養護老人ホ―ム
「ゆりの希」

○入所者への介護と援助業務全般を担当します。
・食事・入浴・排泄の介助および援助など
＊地域密着型特別養護老人ホーム（２９床）
※勤務時間は、シフト制（夜勤あり、月４～５回）
※短時間勤務など、勤務時間の相談も可能です（条件などは別途相
談）。

140,000円

1人
秋田県男鹿市船越字内子２９４
番地３

不問 有限会社　テレサ ○認知症対応型共同生活介護施設（１８床）
・施設内外の清掃業務全般です。
　廊下、トイレ、ホールなど
※１週間の業務を２人で交替で対応します。
　（１日３時間、週３～４日の勤務）

看護職員 不問 社会福祉法人幸泉会　地域
密着型特別養護老人ホ―ム
「ゆりの希」

○地域密着型特別養護老人ホーム（２９床）入居者の健康管理など
の看護業務全般を担当します。
※夜間オンコールはありません。

240,000円
～250,000

円

1人
秋田県男鹿市船越字内子２９４
番地３

仕事の内容・就業場所

看護職員 不問 社会福祉法人幸泉会　地域
密着型特別養護老人ホ―ム
「ゆりの希」

○地域密着型特別養護老人ホーム（２９床）入居者の健康管理など
の看護業務全般を担当します。
※夜間オンコールはありません。
※短時間勤務など、勤務時間の相談にも応じます。

1,300円～
1,400円

1人
秋田県男鹿市船越字内子２９４
番地３

介護職員「ディケアセ
ンター」

不問 医療法人　幸佑会　長谷川
医院

○ディケアセンターでの介護業務全般を担当します。
・食事、排泄、入浴、レクリエーションなどの介護業務
・利用者の送迎業務（軽自動車、普通車の運転）
・利用定員、２０人程度135,000円

～200,000
円

1人
秋田県男鹿市船川港船川字新浜
町２６－２

介護職員「ディケアセ
ンター」

不問 医療法人　幸佑会　長谷川
医院

○ディケアセンターでの業務です。
・主に入浴介助を専門に担当します。
・利用定員、２０人程度

790円～790
円

1人
秋田県男鹿市船川港船川字新浜
町２６－２

ＴＥＬ ０１８５－２３－２４１１

ハローワーク男鹿

令和１年１０月３１日現在

◎ 参加事業所への直接のご連絡はご遠慮願います。

なお、参加事業所は、当日までに追加又は変更となる場合もありますのでご了承願います。

◎ 詳しい内容を知りたい方、参加を希望される方は、ハローワーク男鹿へお問い合わせ願います。

また、参加にはハローワークへの事前登録が必要となります。詳細については、ハローワーク男鹿へお問い合わせ願いま

す。
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年齢・ 賃金

職種・雇用形態・求人番号 受理日 求人者名 就業時間

採用人数

仕事の内容・就業場所

ＴＥＬ ０１８５－２３－２４１１

ハローワーク男鹿

令和１年１０月３１日現在

◎ 参加事業所への直接のご連絡はご遠慮願います。

なお、参加事業所は、当日までに追加又は変更となる場合もありますのでご了承願います。

◎ 詳しい内容を知りたい方、参加を希望される方は、ハローワーク男鹿へお問い合わせ願います。

また、参加にはハローワークへの事前登録が必要となります。詳細については、ハローワーク男鹿へお問い合わせ願いま

す。

交替制あり

(1) 7時00分～16時00分

(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし (4)16時15分～ 9時15分

正社員 令和元年9月2日

05011- 1132091 就業場所秋田県男鹿市 従業員数　 35人

交替制あり

(1) 7時00分～16時00分

(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3)16時00分～ 9時00分

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年9月2日

05011- 1133391 就業場所秋田県男鹿市 従業員数　 14人

(1) 8時30分～12時30分

(2)15時00分～18時30分

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年9月2日

05011- 1175691 就業場所秋田県男鹿市 従業員数　 37人

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時00分～15時00分

(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし

正社員以外 令和元年9月2日

05011- 1176991 就業場所秋田県男鹿市 従業員数　 37人

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時00分～15時00分

(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年9月2日

05011- 1177491 就業場所秋田県男鹿市 従業員数　 37人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年9月2日

05011- 1178791 就業場所秋田県男鹿市 従業員数　 37人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年9月2日

05011- 1179891 就業場所秋田県男鹿市 従業員数　 37人

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分

(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし (4)16時30分～ 9時00分

正社員 令和元年9月2日

05011- 1180191 就業場所秋田県男鹿市 従業員数　 37人

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分

(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし (4)16時30分～ 9時00分

正社員 令和元年9月2日

05011- 1181091 就業場所秋田県男鹿市 従業員数　 37人

介護職員「康楽荘」 不問 医療法人　幸佑会　長谷川
医院

○小規模多機能型居宅介護施設「康楽荘」での介護業務全般　を担
当します。
・食事、排泄、入浴、レクリェ―ションなどの介護業務
・通院時などの送迎業務（軽ＡＴ運転）
・利用定員、２０人
※早番、日勤、夜勤があります。
※夜勤は月に４～５回あります。

135,000円
～200,000

円

1人
秋田県男鹿市船川港船川字新浜
町２６－２

○ショートステイ（利用定員３９名）での介護業務全般を担当しま
す。
・食事、排泄、入浴、レクリェ―ションなどの介護業務
※夜勤は月に４～５回あります。
※夜勤は２人体制で行います。

135,000円
～200,000

円

2人
秋田県男鹿市船川港船川字新浜
町２６－２

介護職員「ショートス
テイ」

不問 医療法人　幸佑会　長谷川
医院

介護員（介護福祉士） 不問 株式会社　日本ケアシステ
ム　

○介護付有料老人ホーム（利用定員５０名）及びショ―トステイ
（利用定員３９名）内での介護業務
・食事、排泄、入浴、レクリェ―ションなどの介護
※夜勤は月４～５回程度あります。（２人体制）
※早番、遅番あり　　就業時間（１）～（４）の交代制
※有資格者のみ応募可能

173,500円
～228,900

円

1人
秋田県男鹿市船越字内子２９４
番地

介護員 不問 株式会社　日本ケアシステ
ム　

○介護付有料老人ホーム（利用定員５０名）及びショ―トステイ
（利用定員３９名）内での介護業務
・食事、排泄、入浴、レクリェ―ションなどの介護
※夜勤は月４～５回程度あります。（２人体制）
※早番、遅番あり　　就業時間（１）～（４）の交代制

149,200円
～165,600

円

1人
秋田県男鹿市船越字内子２９４
番地

正看護師 不問 株式会社　日本ケアシステ
ム　

○介護付有料老人ホーム（利用定員５０名）及びショ―トステイ
（利用定員３９名）内で入所者の看護にあたります。
・入所者への看護業務全般
・入所者診察時の介助や看護などの業務
・その他医師の補佐及び医師の指示による看護業務等
・健康管理等

203,120円
～350,000

円

1人
秋田県男鹿市船越字内子２９４
番地

准看護師 不問 株式会社　日本ケアシステ
ム　

○介護付有料老人ホーム（利用定員５０名）及びショ―トステイ
（利用定員３９名）内で入所者の看護にあたります。
・入所者への看護業務全般
・入所者診察時の介助や看護などの業務
・その他医師の補佐及び医師の指示による看護業務等
・健康管理等

185,450円
～345,000

円

1人
秋田県男鹿市船越字内子２９４
番地

調理員（栄養士） 不問 株式会社　日本ケアシステ
ム　

○介護施設利用者約１００名に対する給食の調理など（職員６名で
調理します）
・施設内に給食設備があります。
・配膳や後片付けもあります。
・朝食・昼食・夕食をそれぞれのシフトで担当します。
※初めての方にもご指導いたします。

151,400円
～151,400

円

1人
秋田県男鹿市船越字内子２９４
番地

調理員 不問 株式会社　日本ケアシステ
ム　

○介護施設利用者約１００名に対する給食の調理など（職員６名で
調理します）
・施設内に給食設備があります。
・配膳や後片付けもあります。
・朝食・昼食・夕食をそれぞれのシフトで担当します。
※初めての方にもご指導いたします。

136,960円
～154,080

円

1人
秋田県男鹿市船越字内子２９４
番地

調理員 不問 株式会社　日本ケアシステ
ム　

○介護施設利用者約１００名に対する給食の調理など（職員６名で
調理します）
・施設内に給食設備があります。
・配膳や後片付けもあります。
・朝食・昼食・夕食をそれぞれのシフトで担当します。
※初めての方にもご指導いたします。
※就業時間は（１）（２）選択ができます。
　また、労働日数は相談に応じます。

800円

2人
秋田県男鹿市船越字内子２９４
番地
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年齢・ 賃金

職種・雇用形態・求人番号 受理日 求人者名 就業時間

採用人数

仕事の内容・就業場所

ＴＥＬ ０１８５－２３－２４１１

ハローワーク男鹿

令和１年１０月３１日現在

◎ 参加事業所への直接のご連絡はご遠慮願います。

なお、参加事業所は、当日までに追加又は変更となる場合もありますのでご了承願います。

◎ 詳しい内容を知りたい方、参加を希望される方は、ハローワーク男鹿へお問い合わせ願います。

また、参加にはハローワークへの事前登録が必要となります。詳細については、ハローワーク男鹿へお問い合わせ願いま

す。

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～18時00分

(2) 9時00分～19時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年10月23日

05010-20114391 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 5人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

年齢不問

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）正社員以外 令和元年10月23日

05010-20133491 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 72人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2) 8時00分～17時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年10月11日

05010-19612191 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 10人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2) 8時00分～17時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年10月11日

05010-19615691 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 10人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～18時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年10月9日

05010-19399691 就業場所秋田県南秋田郡五城目町 従業員数　 275人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年10月9日

05010-19470991 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 72人

(1) 9時00分～15時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年10月8日

05010-19314091 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 27人

(1) 9時00分～15時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年10月8日

05010-19315391 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 27人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2)16時30分～ 9時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年10月8日

05010-19316691 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 27人

事務及び相談業務「介
護老人保健施設ほのぼ
の苑」

不問 医療法人　正和会 ○事務員及び相談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
・介護保険利用に関する相談業務
・利用料金の窓口処理
・振込利用料金の介護ソフトへの入力
・レセプト請求
・備品管理
・会議資料作成・書類整理　等

171,330円
～171,330

円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

歯科助手「おおくぼ歯
科診療所」

不問 医療法人　正和会 ○歯科助手として従事していただきます。
・歯科助手業務
・電話応対、来院者の窓口応対
・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

136,600円
～170,200

円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

介護員「グループホー
ムまめだすか」【トラ
イアル併用】

不問 医療法人　正和会 ○施設内の介護、利用者の生活全般の援助業務に従事していただき
ます。
・食事、入浴、排泄等の介助
　その他付随する業務
＊夜勤応相談。（月４～５回）
＊未経験者はマンツーマンで指導します。

161,100円
～171,400

円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

又は 7時30分～19時
00分の間の8時間

介護福祉士「グループ
ホームまめだすか」
（９時～１５時）

不問 医療法人　正和会 ○福祉施設において介護業務に従事していただきます。
＊業務内容
・食事、入浴、排泄及び衣服の着替え等の生活介助全般。
・その他、付随する業務
【就業時間については応相談】1,000円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

介護員「グループホー
ムまめだすか」（９時
～１５時）

不問 医療法人　正和会 ○福祉施設において介護業務に従事していただきます。
＊業務内容
・食事、入浴、排泄及び衣服の着替え等の生活介助全般。
・その他、付随する業務
【就業時間については応相談】900円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

リハビリテーション
（理学療法士・作業療
法士・言語聴覚士）

不問 医療法人　正和会 ○ご利用者様および患者様のリハビリ業務に従事していただきま
す。
※託児所がありますので小さいお子さんがいらっしゃる方もご安心
いただけます。190,450円

～221,400
円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

環境整備又は施設保守
（施設内外）

不問 医療法人　正和会 ○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（トイレ含む）等（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。

136,400円
～170,000

円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

介護福祉士「ほのぼの
苑・デイケア」【トラ
イアル併用求人】

不問 医療法人　正和会 ○デイケアにおいて介護業務全般を担当していただきます。
・利用者の生活全般の援助（食事、入浴、排泄介助等）
・送迎車両（ＡＴ車）の運転、その他付随する業務
※（１）（２）シフト制181,400円

～220,400
円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

介護員「ほのぼの苑・
デイケア」【トライア
ル併用求人】

不問 医療法人　正和会 ○デイケアにおいて介護業務全般を担当していただきます。
・利用者の生活全般の援助（食事、入浴、排泄介助等）
・送迎車両（ＡＴ車）の運転、その他付随する業務
※（１）（２）シフト制161,100円

～171,400
円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１
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年齢・ 賃金

職種・雇用形態・求人番号 受理日 求人者名 就業時間

採用人数

仕事の内容・就業場所

ＴＥＬ ０１８５－２３－２４１１

ハローワーク男鹿

令和１年１０月３１日現在

◎ 参加事業所への直接のご連絡はご遠慮願います。

なお、参加事業所は、当日までに追加又は変更となる場合もありますのでご了承願います。

◎ 詳しい内容を知りたい方、参加を希望される方は、ハローワーク男鹿へお問い合わせ願います。

また、参加にはハローワークへの事前登録が必要となります。詳細については、ハローワーク男鹿へお問い合わせ願いま

す。

(1) 9時00分～15時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年10月8日

05010-19323391 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 72人

(1) 9時00分～15時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年10月8日

05010-19328891 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 72人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2)16時30分～ 9時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年10月8日

05010-19329291 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 72人

(1) 9時00分～15時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年10月8日

05010-19330091 就業場所秋田県南秋田郡五城目町 従業員数　 72人

(1) 9時00分～15時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年10月8日

05010-19331391 就業場所秋田県南秋田郡五城目町 従業員数　 72人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2)16時30分～ 9時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年10月8日

05010-19333991 就業場所秋田県南秋田郡五城目町 従業員数　 72人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～18時00分

(2) 9時00分～19時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年10月8日

05010-19380391 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 5人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年9月13日

05010-17642091 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 8人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2)16時30分～ 9時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年9月11日

05010-17472891 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 57人

准看護師「南秋田整形
外科医院」

不問 医療法人　正和会 ○外来又は病棟において患者様の看護業務全般を担当します。
・医師のサポート等
・その他付随する業務
＊同グループ内に２４時間利用可能な託児所があります。
　小さなお子様がいらっしゃる方でも安心して勤務していただけま
す。

185,450円
～345,000

円

2人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

視能訓練士「南秋田眼
科医院」

不問 医療法人　正和会 ○眼科外来診療における眼科疾患の正確な診断に必要な下記の検査
業務等を担当していただきます。
・視力検査・視野検査・色覚検査・眼圧検査・眼球運動検査
・眼底写真撮影・ＯＣＴ検査・両眼視機能検査等
＊託児所がありますので小さいお子さんがいらっしゃる方も安心い
ただけます。

185,000円
～245,000

円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

歯科衛生士「おおくぼ
歯科診療所」

不問 医療法人　正和会 ○歯科衛生士として従事していただきます。
・歯科衛生士業務
・電話応対、来院者の窓口応対
・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
＊未経験者はマンツーマンで指導します。

171,400円
～191,400

円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

介護福祉士「湖東老
健」【トライアル雇用
併用求人】

不問 医療法人　正和会 ○施設内の介護、利用者の生活全般の援助業務に従事していただき
ます。
・食事、入浴、排泄等の介助
　その他付随する業務
＊夜勤応相談。（月４～５回）
＊未経験者はマンツーマンで指導します。

181,400円
～220,400

円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

介護福祉士「湖東老
健」（９時～１５時）

不問 医療法人　正和会 ○施設内の介護、利用者の生活全般の援助業務に従事していただき
ます。
・食事、入浴、排泄等の介助
・その他、付随する業務
【就業時間については応相談】1,000円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

介護員「湖東老健」
（９時～１５時）

不問 医療法人　正和会 ○福祉施設において介護業務に従事していただきます。
＊業務内容
・食事、入浴、排泄及び衣服の着替え等の生活介助全般。
・その他、付随する業務
【就業時間については応相談】900円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

介護員「ほのぼの苑」
【トライアル雇用併用
求人】

不問 医療法人　正和会 ○施設内の介護、利用者の生活全般の援助業務に従事していただき
ます。
・食事、入浴、排泄等の介助
　その他付随する業務
＊夜勤応相談。（月４～５回）
＊未経験者はマンツーマンで指導します。

161,100円
～171,400

円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

介護福祉士「ほのぼの
苑」（９時～１５時）

不問 医療法人　正和会 ○施設内の介護、利用者の生活全般の援助業務に従事していただき
ます。
・食事、入浴、排泄等の介助
・その他付随する業務
【就業時間については応相談】1,000円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

介護員「ほのぼの苑」
（９時～１５時）

不問 医療法人　正和会 ○施設内の介護、利用者の生活全般の援助業務に従事していただき
ます。
・食事、入浴、排泄等の介助
・その他、付随する業務
【就業時間については応相談】900円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１
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年齢・ 賃金

職種・雇用形態・求人番号 受理日 求人者名 就業時間

採用人数

仕事の内容・就業場所

ＴＥＬ ０１８５－２３－２４１１

ハローワーク男鹿

令和１年１０月３１日現在

◎ 参加事業所への直接のご連絡はご遠慮願います。

なお、参加事業所は、当日までに追加又は変更となる場合もありますのでご了承願います。

◎ 詳しい内容を知りたい方、参加を希望される方は、ハローワーク男鹿へお問い合わせ願います。

また、参加にはハローワークへの事前登録が必要となります。詳細については、ハローワーク男鹿へお問い合わせ願いま

す。

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2)16時30分～ 9時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年9月11日

05010-17473291 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 57人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2)16時30分～ 9時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年9月9日

05010-17121491 就業場所秋田県南秋田郡五城目町 従業員数　 57人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2)16時30分～ 9時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年9月9日

05010-17123891 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 72人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2)16時30分～ 9時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年9月9日

05010-17125591 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 72人

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年9月9日

05010-17126191 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 203人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2)16時30分～ 9時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年9月9日

05010-17127091 就業場所秋田県南秋田郡五城目町 従業員数　 57人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2)16時30分～ 9時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年9月6日

05010-17064091 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 11人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2)16時30分～ 9時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年9月6日

05010-17065391 就業場所秋田県南秋田郡五城目町 従業員数　 72人

変形（１ヶ月単位）

(1)16時30分～ 9時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年9月6日

05010-17066691 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 57人

介護員「小玉医院」
【夜間専門】

不問 医療法人　正和会 ○病棟入院患者の介護業務全般を担当します。
【主な業務内容】
・入浴、食事、排泄介助
・その他付随する業務
＊月１０回の夜勤で１５０，０００円の収入となります。
＊退職予定者ありの為
＊兼業（アルバイト）可能です。

952円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

介護員「湖東老健」
【トライアル雇用併用
求人】

不問 医療法人　正和会 ○施設内の介護、利用者の生活全般の援助業務に従事していただき
ます。
・食事、入浴、排泄等の介助
・その他付随する業務
＊夜勤応相談。（月４～５回）
＊未経験者はマンツーマンで指導します。

161,100円
～171,400

円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

保育士 不問 医療法人　正和会 ○保育士業務全般を担当していただきます。
・子どものお預かり・子どもと共に遊ぶ、見守り
・排泄補助、おむつ交換(視診､検温等)、食事補助、午睡のうながし
・連絡帳の記入
・環境の構成、整備手伝い、室内清掃(手作りおもちゃ､ついたて製
作等)
＊保育園児０歳、１歳、２歳児で定員１９名。
＊保育士１０名（うちパート３名）、保育補助３名体制

158,900円
～190,400

円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

又は 7時00分～19時
00分の間の8時間

看護師「介護老人保健
施設　湖東老健」

不問 医療法人　正和会 ○施設利用者様の看護業務全般を担当します。
・医師のサポート等
・その他付随する業務
＊就業時間（１）（２）のシフト勤務
　休憩時間は（１）６０分、（２）１２０分です。
　（２）は夜勤で月５回程度、応相談

203,120円
～350,000

円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

看護業務「介護老人保
健施設ほのぼの苑」

不問 医療法人　正和会 ○当グループ内（医療施設又は介護施設）において看護業務
　全般を担当していただきます。
・医師のサポート等
・その他付随する業務
＊就業時間帯・時間数・勤務日数は応相談可。
　労働条件により加入保険の適用が異なります。

1,200円～
1,600円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

又は 8時30分～17時
30分の間の5時間程度

看護師「介護老人保健
施設　ほのぼの苑」

不問 医療法人　正和会 ○施設利用者様の看護業務全般を担当します。
・医師のサポート等
・その他付随する業務
＊就業時間（１）（２）のシフト勤務
　休憩時間は（１）６０分、（２）１２０分です。
　（２）は夜勤で月５回程度、応相談

205,520円
～350,000

円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

准看護師「介護老人保
健施設　ほのぼの苑」

不問 医療法人　正和会 ○施設利用者様の看護業務全般を担当します。
・医師のサポート等
・その他付随する業務
＊就業時間（１）（２）のシフト勤務
　休憩時間は（１）６０分、（２）１２０分です。
　（２）は夜勤で月５回程度、応相談

185,450円
～345,000

円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

准看護師「介護老人保
健施設　湖東老健」

不問 医療法人　正和会 ○施設利用者様の看護業務全般を担当します。
・医師のサポート等
・その他付随する業務
＊就業時間（１）（２）のシフト勤務
　休憩時間は（１）６０分、（２）１２０分です。
　（２）は夜勤で月５回程度、応相談

185,450円
～345,000

円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

看護師「南秋田整形外
科医院」

不問 医療法人　正和会 ○外来又は病棟において患者様の看護業務全般を担当します。
・医師のサポート等
・その他付随する業務
＊同グループ内に２４時間利用可能な託児所があります。
　小さなお子様がいらっしゃる方でも安心して勤務していただけま
す。

203,120円
～350,000

円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１
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年齢・ 賃金

職種・雇用形態・求人番号 受理日 求人者名 就業時間

採用人数

仕事の内容・就業場所

ＴＥＬ ０１８５－２３－２４１１

ハローワーク男鹿

令和１年１０月３１日現在

◎ 参加事業所への直接のご連絡はご遠慮願います。

なお、参加事業所は、当日までに追加又は変更となる場合もありますのでご了承願います。

◎ 詳しい内容を知りたい方、参加を希望される方は、ハローワーク男鹿へお問い合わせ願います。

また、参加にはハローワークへの事前登録が必要となります。詳細については、ハローワーク男鹿へお問い合わせ願いま

す。

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2)16時30分～ 9時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年8月28日

05010-16094091 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 27人

(1)14時00分～17時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年8月28日

05010-16095391 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 27人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年8月16日

05010-15629791 就業場所秋田県南秋田郡五城目町 従業員数　 58人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2)16時30分～ 9時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年8月5日

05010-14881891 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 72人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分

(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3)16時30分～ 9時00分
雇用期間の定めなし

正社員 令和元年10月29日

05010-20362291 就業場所秋田県秋田市 従業員数　 99人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分

(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3)16時30分～ 9時00分

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年10月29日

05010-20363591 就業場所秋田県秋田市 従業員数　 99人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年9月19日

05010-17903791 就業場所秋田県秋田市 従業員数　 99人

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年9月9日 又は 8時30分～17時30分の間の5時間程度

05010-17167291 就業場所秋田県秋田市 従業員数　 99人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2)16時30分～ 9時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年9月9日

05010-17168591 就業場所秋田県秋田市 従業員数　 99人

看護師 不問

看護師・准看護師 不問 医療法人　正和会　五十嵐
記念病院

〇看護業務全般を担当していただきます。
・医師のサポート等
・その他付随する業務
＊就業時間帯・時間数・勤務日数は相談可。
　労働条件により加入保険の適用が異なります。1,200円～

1,600円

1人
秋田県秋田市土崎港中央１丁目
１７－２３

医療法人　正和会　五十嵐
記念病院

○外来又は病棟において患者様の看護業務全般を担当します
・医師のサポート（診療補助）
・注射　等
・その他付随する業務
＊就業時間（１）（２）のシフト勤務
　休憩時間（１）６０分、（２）１２０分です。
　（２）夜勤：月５回程度（応相談）

203,120円
～350,000

円

1人
秋田県秋田市土崎港中央１丁目
１７－２３

看護助手【トライアル
雇用併用求人】

不問 医療法人　正和会　五十嵐
記念病院

○病院内において看護師の指示のもと看護補助業務全般を担当して
いただきます。
・食事、入浴、排泄介助等
・その他付随する業務
＊介護福祉士１８名
＊夜勤は月４～５回程度（相談可）

141,100円
～151,400

円

1人
秋田県秋田市土崎港中央１丁目
１７－２３

リハビリテーション
（理学療法士・作業療
法士）

不問 医療法人　正和会　五十嵐
記念病院

○ご利用者様および患者様のリハビリ業務に従事していただきま
す。

190,450円
～221,400

円

1人
秋田県秋田市土崎港中央１丁目
１７－２３

看護助手【経験者】
【トライアル併用求
人】≪急募≫

不問 医療法人　正和会　五十嵐
記念病院

○病院内において看護師の指示のもと看護補助業務全般を担当して
いただきます。
・食事、入浴、排泄介助等
・その他付随する業務
＊介護福祉士１８名
＊夜勤は月４～５回程度（相談可）

161,400円
～200,400

円

1人
秋田県秋田市土崎港中央１丁目
１７－２３

介護福祉士「ほのぼの
苑」【トライアル雇用
併用求人】

不問 医療法人　正和会 ○施設内の介護、利用者の生活全般の援助業務に従事していただき
ます。
・食事、入浴、排泄等の介助
　その他付随する業務
＊夜勤応相談。（月４～５回）
＊未経験者はマンツーマンで指導します。

181,400円
～220,400

円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

リハビリテーション
（理学療法士・作業療
法士・言語聴覚士）

不問 医療法人　正和会 ○ご利用者様および患者様のリハビリ業務に従事していただきま
す。
※託児所がありますので小さいお子さんがいらっしゃる方もご安心
いただけます。190,450円

～221,400
円

3人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

又は 7時30分～19時
00分の間の8時間

介護福祉士「グループ
ホームまめだすか」
（１４時～１７時）

不問 医療法人　正和会 ○福祉施設において介護業務に従事していただきます。
＊業務内容
・食事、入浴、排泄及び衣服の着替え等の生活介助全般。
・その他、付随する業務
【就業時間については応相談】1,000円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１

介護福祉士「グループ
ホームまめだすか」
【トライアル雇用併用
求人】

不問 医療法人　正和会 ○施設内の介護、利用者の生活全般の援助業務に従事していただき
ます。
・食事、入浴、排泄等の介助
・その他付随する業務
＊夜勤応相談。（月４～５回）
＊未経験者はマンツーマンで指導します。

181,400円
～217,700

円

1人
秋田県潟上市昭和大久保字街道
下９２－１
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年齢・ 賃金

職種・雇用形態・求人番号 受理日 求人者名 就業時間

採用人数

仕事の内容・就業場所

ＴＥＬ ０１８５－２３－２４１１

ハローワーク男鹿

令和１年１０月３１日現在

◎ 参加事業所への直接のご連絡はご遠慮願います。

なお、参加事業所は、当日までに追加又は変更となる場合もありますのでご了承願います。

◎ 詳しい内容を知りたい方、参加を希望される方は、ハローワーク男鹿へお問い合わせ願います。

また、参加にはハローワークへの事前登録が必要となります。詳細については、ハローワーク男鹿へお問い合わせ願いま

す。

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分

(2) 9時00分～18時00分

年齢不問 (3)16時30分～ 9時00分

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年9月6日 又は 8時00分～18時00分の間の8時間

05010-17042791 就業場所秋田県秋田市 従業員数　 34人

変形（１ヶ月単位）

(1) 5時30分～14時30分

(2) 8時30分～18時00分

省令１号 (3) 9時30分～19時00分

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年9月6日

05010-17043891 就業場所秋田県秋田市 従業員数　 99人

変形（１ヶ月単位）

(1) 5時30分～14時30分

(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年9月6日

05010-17044291 就業場所秋田県秋田市 従業員数　 99人

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分

(2) 9時30分～18時30分

年齢不問 (3)17時00分～ 9時00分

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年9月6日

05010-17045591 就業場所秋田県秋田市 従業員数　 28人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2) 6時00分～15時00分

年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし

正社員以外 令和元年10月11日

05010-19620191 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 20人

(1) 9時00分～15時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年10月10日

05010-19560491 就業場所秋田県南秋田郡五城目町 従業員数　 5人

(1) 9時00分～15時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年10月10日

05010-19563291 就業場所秋田県南秋田郡五城目町 従業員数　 5人

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分

(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし (4)16時30分～ 9時00分

正社員 令和元年10月10日

05010-19564591 就業場所秋田県南秋田郡五城目町 従業員数　 5人

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分

(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし (4)16時30分～ 9時00分

正社員 令和元年10月10日

05010-19568691 就業場所秋田県南秋田郡五城目町 従業員数　 5人

調理員【トライアル雇
用併用求人】

不問 医療法人　正和会　五十嵐
記念病院

○入院・入所者約１２０名に対する給食の調理等を担当していただ
きます。（職員９名で調理します）
・施設内に給食設備があります。
・配膳や後片付けもあります。
・朝食、昼食、夕食もそれぞれのシフトで担当します。
＊初めての方にもご指導致します。

137,064円
～137,064

円

1人
秋田県秋田市土崎港中央１丁目
１７－２３

栄養士【トライアル雇
用併用求人】

59歳以下 医療法人　正和会　五十嵐
記念病院

○病院厨房内での調理作業全般に従事していただきます。
＊入院及び入所者（ショートステイ）約８０名～９０名程度の朝・
昼・夕の調理、配膳、後片づけ等
＊常時６～７名で調理
＊白衣貸与

151,400円
～151,400

円

介護福祉士「五十嵐記
念病院在宅総合ケアセ
ンター」

不問 医療法人　正和会　五十嵐
記念病院

○ショートステイ内の介護、利用者の生活全般の援助業務に従事し
ていただきます。（６０床）
・食事、入浴、排泄等の介助
・その他、付随する業務
＊夜勤応相談（月４～５回）
＊未経験者はマンツーマンで指導します。

176,400円
～176,400

円

2人
秋田県秋田市土崎港中央１丁目
１７－２３

1人
秋田県秋田市土崎港中央１丁目
１７－２３

介護員「清流」【トラ
イアル雇用併用求人】

不問 社会福祉法人　正和会 ○介護業務に従事していただきます。
・施設内の介護（食事、入浴、排泄介助）、利用者の生活全般の援
助
・その他、付随する業務
○利用者様１８名の小規模介護です。ゆったりとした介護にご興味
のある方をお待ちしております。
＊夜勤応相談（月４～５回）

161,100円
～171,400

円

1人
秋田県潟上市天王字棒沼台２４
７番地４


介護福祉士「清流」
【トライアル雇用併用
求人】

不問 社会福祉法人　正和会 ○介護福祉士業務に従事していただきます。
・施設内の介護（食事、入浴、排泄介助）、利用者の生活全般の援
助
・その他、付随する業務
○利用者様１８名の小規模介護です。ゆったりとした介護にご興味
のある方をお待ちしております。
＊夜勤応相談（月４～５回）

181,400円～
220,400円

1人
秋田県潟上市天王字棒沼台２４
７番地４


介護福祉士「清流」
（９～１５時）

不問 社会福祉法人　正和会 ○介護福祉士業務に従事していただきます。
・施設内の介護（食事、入浴、排泄介助）、利用者の生活全般の援
助
・その他、付随する業務
○利用者様１８名の小規模介護です。ゆったりとした介護にご興味
のある方をお待ちしております。
【就業時間については応相談】

1,000円

1人
秋田県潟上市天王字棒沼台２４
７番地４


介護員「清流」（９～
１５時）

不問 社会福祉法人　正和会 ○介護業務に従事していただきます。
・施設内の介護（食事、入浴、排泄介助）、利用者の生活全般の援
助
・その他、付随する業務
○利用者様１８名の小規模介護です。ゆったりとした介護にご興味
のある方をお待ちしております。
【就業時間については応相談】

900円

1人
秋田県潟上市天王字棒沼台２４
７番地４


調理員（あかひげ） 不問 社会福祉法人　正和会 ○利用者数約２７名に対する給食の調理等（職員約２名で調理しま
す）
・施設内に給食調理設備があります。
・配膳や後片付けもあります。
・朝食、昼食、夕食をそれぞれのシフトで担当します。
＊２４時間利用可能な託児施設があります。
＊初めての方にもご指導いたします。
※（１）～（３）のシフト制

136,960円
～154,080

円

1人
秋田県潟上市天王字棒沼台２４
７番地４


介護職【トライアル雇
用併用求人】

不問 医療法人　正和会　五十嵐
記念病院

○施設内において介護業務全般を担当していただきます。
・利用者の生活全般の援助（食事、入浴、排泄介助等）
・その他付随する業務
＊夜勤は月４～５回程度（相談可）156,100円

～156,100
円

1人
秋田県秋田市土崎港中央１丁目
１７－２３
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年齢・ 賃金

職種・雇用形態・求人番号 受理日 求人者名 就業時間

採用人数

仕事の内容・就業場所

ＴＥＬ ０１８５－２３－２４１１

ハローワーク男鹿

令和１年１０月３１日現在

◎ 参加事業所への直接のご連絡はご遠慮願います。

なお、参加事業所は、当日までに追加又は変更となる場合もありますのでご了承願います。

◎ 詳しい内容を知りたい方、参加を希望される方は、ハローワーク男鹿へお問い合わせ願います。

また、参加にはハローワークへの事前登録が必要となります。詳細については、ハローワーク男鹿へお問い合わせ願いま

す。

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年10月9日

05010-19471491 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 76人

(1) 9時00分～15時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年10月8日

05010-19334491 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 13人

(1) 9時00分～15時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年10月8日

05010-19355091 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 13人

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分

(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし (4)16時30分～ 9時00分

正社員 令和元年10月8日

05010-19357691 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 13人

(1) 9時00分～15時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年10月8日

05010-19360291 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 3人

(1) 9時00分～15時00分

年齢不問

雇用期間の定めなし

パート労働者 令和元年10月8日

05010-19363091 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 3人

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分

(2) 8時30分～17時30分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年10月8日

05010-19374991 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 3人

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分

(2) 8時30分～17時30分

年齢不問

雇用期間の定めなし

正社員 令和元年10月8日

05010-19377891 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 3人

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2) 6時00分～15時00分

年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし

正社員以外 令和元年10月2日

05010-18597091 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 9人

調理員「ケアコンプ
レックス潟上」

不問 社会福祉法人　正和会 ○利用者数約１００名に対する給食の調理等（職員約１０名で調理
します）
・施設内に給食設備があります。
・配膳や後片付けもあります。
・朝食・昼食・夕食をそれぞれのシフトで担当します。
・初めての方にもご指導いたします。
※（１）～（３）のシフト制

136,960円
～136,960

円

1人
秋田県潟上市天王字棒沼台２４
７番地４


介護福祉士「はやぶ
さ」【トライアル雇用
併用求人】

不問 社会福祉法人　正和会 ○介護業務に従事していただきます。
・訪問介護（定期巡回先での生活援助業務）
・訪問介護のない時間は同施設内の「あかひげ」での介護業務（食
事、入浴、排泄介助）
・利用者の生活全般の援助
・その他、付随する業務
＊訪問範囲は潟上市昭和地区内（社用車使用）
※（１）（２）交替勤務

181,400円
～220,400

円

1人
秋田県潟上市天王字棒沼台２４
７番地４


介護員「はやぶさ」
【トライアル雇用併用
求人】

不問 社会福祉法人　正和会 ○介護業務に従事していただきます。
・訪問介護（定期巡回先での生活援助業務）
・訪問介護のない時間は同施設内の「あかひげ」での介護業務（食
事、入浴、排泄介助）
・利用者の生活全般の援助
・その他、付随する業務
＊訪問範囲は潟上市昭和地区内（社用車使用）
※（１）（２）交替勤務

161,100円
～171,400

円

1人
秋田県潟上市天王字棒沼台２４
７番地４


介護福祉士「はやぶ
さ」（９時～１５時）

不問 社会福祉法人　正和会 ○介護業務に従事していただきます。
・訪問介護（定期巡回先での生活援助業務）
・訪問介護のない時間は同施設内の「あかひげ」での介護業務（食
事、入浴、排泄介助）
・利用者の生活全般の援助
・その他、付随する業務
＊訪問範囲は潟上市昭和地区内（社用車使用）
【就業時間については応相談】

1,000円

1人
秋田県潟上市天王字棒沼台２４
７番地４


介護員「はやぶさ」
（９時～１５時）

不問 社会福祉法人　正和会 ○介護業務に従事していただきます。
・訪問介護（定期巡回先での生活援助業務）
・訪問介護のない時間は同施設内の「あかひげ」での介護業務（食
事、入浴、排泄介助）
・利用者の生活全般の援助
・その他、付随する業務
＊訪問範囲は潟上市昭和地区内（社用車使用）
【就業時間については応相談】

900円

1人
秋田県潟上市天王字棒沼台２４
７番地４


介護福祉士「月星・フ
レディ」【トライアル
雇用併用求人】

不問 社会福祉法人　正和会 ○介護福祉士業務に従事していただきます。
・施設内の介護（食事、入浴、排泄介助）、利用者の生活全般の援
助
・その他、付随する業務
○利用者様１８名の小規模介護です。ゆったりとした介護にご興味
のある方をお待ちしております。
＊夜勤応相談（月４～５回）

181,400円
～220,400

円

1人
秋田県潟上市天王字棒沼台２４
７番地４


介護福祉士「月星・フ
レディ」（９～１５
時）

不問 社会福祉法人　正和会 ○介護福祉士業務に従事していただきます。
・施設内の介護（食事、入浴、排泄介助）、利用者の生活全般の援
助
・その他、付随する業務
○利用者様１８名の小規模介護です。ゆったりとした介護にご興味
のある方をお待ちしております。
【就業時間については応相談】

1,000円

1人
秋田県潟上市天王字棒沼台２４
７番地４


介護員「月星・フレ
ディ」（９～１５時）

不問 社会福祉法人　正和会 ○介護業務に従事していただきます。
・施設内の介護（食事、入浴、排泄介助）、利用者の生活全般の援
助
・その他、付随する業務
○利用者様１８名の小規模介護です。ゆったりとした介護にご興味
のある方をお待ちしております。
【就業時間については応相談】

900円

1人
秋田県潟上市天王字棒沼台２４
７番地４


環境整備又は施設保守
（施設内
外）

不問 社会福祉法人　正和会 ○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、利用者の送迎や、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）

136,400円
～170,000

円

1人
秋田県潟上市天王字棒沼台２４
７番地４
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年齢・ 賃金

職種・雇用形態・求人番号 受理日 求人者名 就業時間

採用人数

仕事の内容・就業場所

ＴＥＬ ０１８５－２３－２４１１

ハローワーク男鹿

令和１年１０月３１日現在

◎ 参加事業所への直接のご連絡はご遠慮願います。

なお、参加事業所は、当日までに追加又は変更となる場合もありますのでご了承願います。

◎ 詳しい内容を知りたい方、参加を希望される方は、ハローワーク男鹿へお問い合わせ願います。

また、参加にはハローワークへの事前登録が必要となります。詳細については、ハローワーク男鹿へお問い合わせ願いま

す。

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分

(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし (4)16時30分～ 9時00分

正社員 令和元年9月6日

05010-17061291 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 35人

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分

(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし (4)16時30分～ 9時00分

正社員 令和元年8月5日

05010-14865791 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 35人

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分

(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし (4)16時30分～ 9時00分

正社員 令和元年8月5日

05010-14868591 就業場所秋田県潟上市 従業員数　 13人

介護員　「高齢者共同
住宅　月星・フレ
ディ」

不問 社会福祉法人　正和会 ○介護福祉士業務に従事していただきます。
・施設内の介護（食事、入浴、排泄介助）、利用者の生活全般の援
助
・その他、付随する業務
○利用者様１８名の小規模介護です。ゆったりとした介護にご興味
のある方をお待ちしております。
＊未経験者はマンツーマンで指導します。
＊夜勤応相談。（月４～５回）
＊２４時間利用可能な託児施設があります。

161,100円
～171,400

円

1人
秋田県潟上市天王字棒沼台２４
７番地４


介護員「ケアコンプ
レックス潟上内
ショートステイ啄木
鳥」

不問 社会福祉法人　正和会 ○介護福祉士業務に従事していただきます。
・施設内の介護（食事、入浴、排泄介助）、利用者の生活全般の援
助
・その他、付随する業務
＊未経験者はマンツーマンで指導します。
＊夜勤応相談。（月４～５回）
＊２４時間利用可能な託児施設があります。

158,700円
～184,200

円

1人
秋田県潟上市天王字棒沼台２４
７番地４


介護福祉士「ケアコン
プレックス潟上内
ショートステイ啄木
鳥」

不問 社会福祉法人　正和会 ○介護福祉士業務に従事していただきます。
・施設内の介護（食事、入浴、排泄介助）、利用者の生活全　般の
援助
・その他、付随する業務
＊未経験者はマンツーマンで指導します。
＊夜勤応相談。（月４～５回）
＊２４時間利用可能な託児施設があります。

179,000円
～233,200

円

1人
秋田県潟上市天王字棒沼台２４
７番地４
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