
発行日 令和2年1月8日

職　　種 求人数 必要な免許資格 賃金形態 休日 求人番号
雇用形態 仕事の内容 就業時間
雇用期間 年　齢 必要な経験 賃金月額 週休二日 加入保険等

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分 郵便番号 039-2634
(3) 9時00分～18時00分

正社員

電話 0175-65-3121

(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時30分～18時30分 郵便番号 039-3124

正社員

電話 0175-64-1070

(1) 8時30分～17時30分
郵便番号 039-3156

正社員

電話 0175-72-8508

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分 郵便番号 039-2405
(3)10時00分～19時00分

正社員 (4)16時00分～9時00分

電話 0176-56-5578

(1) 8時00分～17時00分
(2) 7時00分～16時00分 郵便番号 039-3215
(3)10時00分～19時00分

正社員

電話 0175-74-2233

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分 郵便番号 039-2527
(3) 9時00分～18時00分

正社員以外

電話 0176-62-3223

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分 郵便番号 039-2404
(3)10時00分～19時00分

正社員以外

電話 0176-56-2401

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分 郵便番号 039-4141
(3) 9時30分～18時30分

正社員以外

電話 0175-78-3407

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分 郵便番号 039-3164
(3)10時00分～19時00分

正社員以外

電話 0175-64-5135

介護員【グループホーム】
【急募】

1人

◇ゆったりハウス（グループホーム）利用者
の介護業務全般に従事していただきます。
・生活介護及び身体介護（食事介助、排泄
介助、入浴介助、着脱介助等）
・レクリエーションの企画、運営等
・病院への送迎（社用車：軽自動車利用）
・その他付随する業務
＊１ユニット（９名）のグループホームです。

必須：普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
尚可：介護福祉士、介
護職員初任者研修修
了者

時給
（月給換算）

交替制あり

雇用期間の定めあり
1年更新（更新月：4月）（原
則更新） 就業場所

他

社会福祉法人　愛の園 02050- 3355891

136,512円～
155,520円

青森県上北郡野辺地町字
前田２３－１

不問

不問

毎　週

雇用・労災・健
康・厚生

青森県上北郡野辺地町

交替制あり

雇用期間の定めあり
1年更新（更新月：4月）（原
則更新） 就業場所 青森県上北郡東北町

他

社会福祉法人　貴望会 02050- 3378691

170,000円～
200,000円

青森県上北郡横浜町字三
保野５４

18歳
以上

不問

毎　週

雇用・労災・健
康・厚生

介護職員【臨時職員】

2人

◇施設入所者の介護業務に従事していた
だきます。


・入浴、清拭、排泄、食事介助、移動等の必
要な介助を行っていただきます。そのほか
散歩、レクリエーションなどもあります。


＊夜勤あり　月５回程度





普通自動車免許（通勤
用）

月給
交替制あり

雇用期間の定めあり
1年更新（更新月：4月）

就業場所 青森県上北郡横浜町

保育士

1人

◇０～５歳児の保育業務に従事していただ
きます。
　・日常の世話などの保育補助業務
　・行事等の準備
　・室内清掃、その他付随する業務
＊園児定員　５０名
＊保育スタッフ１５名、調理スタッフ２名
＊幼稚園教諭の免許更新の意志のある方
には【免許更新手当（月２，０００円）】あり　

保育士

 日給

（月給換算）

変形（１ヶ月単位）

日祝他

社会福祉法人上北拓心会
第二保育園

02050- 3233791

153,100円～
193,100円

青森県上北郡東北町上北
北２丁目３３－１１３

不問

不問

毎　週

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

就業場所 青森県上北郡七戸町

保育士

1人

◇保育士業務全般に従事していただきま
す。
　・園児の健康管理、衛生管理
　・食事、睡眠、排泄、着替えなどの生活習
慣の指導
　・遊戯、運動、音楽、図画工作等の指導
　・連絡帳の記入　
　・その他付随する業務
＊園児定員６０人

保育士



月給

日祝他

社会福祉法人　光塵会
明照保育園

02050- 3334391

144,720円～
157,680円

青森県上北郡七戸町字町７

不問

不問

隔　週

雇用・労災・健
康・厚生

変形（１ヶ月単位）

雇用期間の定めなし

就業場所 青森県上北郡東北町

日祝他

社会福祉法人　長崎福祉
会　六ヶ所村立千歳平こ
ども園

02050- 3397791

167,240円～
187,240円

青森県上北郡六ヶ所村大字
倉内字笹崎２８９－３

不問

不問

その他

雇用・労災・健
康・厚生・財形

保育教諭【急募】

1人

◇「千歳平こども園」での保育業務に従事し
ていただきます。
　・乳幼児の教育、保育業務
　・行事準備、制作、飾り付け等
　・園児定員　６０人


＊幼保連携こども園として、認可保育園と
認可幼稚園を併設しています。



必須：保育士
尚可：幼稚園教諭

月給
変形（１ヶ月単位）

雇用期間の定めなし

就業場所 青森県上北郡六ヶ所村

正・准看護師

1人

◇施設入居者の看護業務全般に従事して
いただきます。
　・バイタルチェック等の看護業務
　・服薬管理、簡単な医療処置業務
　・パソコン（エクセル、ワード）を使用し簡単
な日報作成
　・通院付添い（社用車使用：軽自動車）
　・その他付随する業務
＊利用定員２７人（３ユニット）

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
正看護師または准看護
師

月給
変形（１ヶ月単位）

他

有限会社　新堂企画 02050- 3275891

180,000円～
210,000円

青森県上北郡東北町上北
南４丁目３２－３０８

18歳
～59
歳

不問

その他

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし

就業場所 青森県上北郡野辺地町

准看護師【小規模多機能】

2人

◇小規模多機能型施設における利用者の
看護・介護業務に従事していただきます。
　・医療処置（バイタルチェック、褥瘡ケア
等）
　・服薬管理、薬添布、口腔ケア
　・利用者の急変時の対応、処置　等


＊定員２９人、１日平均利用者１５人
＊通院付添い等で社用車使用（軽バン）　　

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
准看護師 月給

土日他

株式会社東北産業　野辺
地事業所　グループホー
ムびわの荘

02050- 3307291

185,000円～
250,000円

青森県上北郡野辺地町字
枇杷野５１－２４

64歳
以下

病院、施設の勤務経験
者

毎　週

雇用・労災・健
康・厚生

青森県上北郡野辺地町

（毎月第１水曜日発行）
求人者名
所在地
就業場所

青森県上北郡東北町

02050- 3410191

雇用・労災・健
康・厚生

看護職員【正職員】

1人

◇特別養護老人ホームにおける看護業務、
機能回復訓練指導全般に従事していただき
ます。
　・入所者の通院、往診時の介助
　　（社用車使用：軽自動車、ハイエース）
　・入所者の健康管理全般
　・待機あり、その他付随する業務
＊働き方、時間に希望のある方も、まずは
ご相談下さい。



普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
正・准看護師 月給

変形（１ヶ月単位）

雇用期間の定めなし

就業場所

他

社会福祉法人　吉幸会
特別養護老人ホーム　野
辺地ホーム

青森県上北郡野辺地町字
白岩４０－１

59歳
以下

不問

その他

看護職員【デイサービスセ
ンターぽぷら】

1人

◇「デイサービスセンターぽぷら」の看護業
務に従事していただきます。
・利用者の介護及び看護（バイタルチェッ
ク、服薬管理等）
・家族、病院等のとの調整
・その他付随する業務
＊パートタイム希望の方も受付いたします。
　（時給１，２００円）　　　　　
＊定員３３人

普通自動車免許（通勤
用）
正・准看護師 月給

変形（１ヶ月単位）

雇用期間の定めなし

就業場所

他

社会福祉法人　東北赤松
福祉会　ぽぷら

172,000円～
230,000円

青森県上北郡東北町字往
来ノ下３３－３

64歳
以下

不問

その他

02050- 3337491

215,000円～
255,000円

雇用・労災・健
康・厚生

 ◎  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。 

 ◎  パートタイム求人の場合、賃金は時間給又は賃金月額です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

 ◎  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。 

（ハローワークのへじ） 

　野辺地町・横浜町・東北町・六ヶ所村のホームページにも掲載しています。



発行日 令和2年1月8日

職　　種 求人数 必要な免許資格 賃金形態 休日 求人番号
雇用形態 仕事の内容 就業時間
雇用期間 年　齢 必要な経験 賃金月額 週休二日 加入保険等

（毎月第１水曜日発行）
求人者名
所在地
就業場所

 ◎  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。 

 ◎  パートタイム求人の場合、賃金は時間給又は賃金月額です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

 ◎  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。 

（ハローワークのへじ） 

(1) 8時00分～17時00分
郵便番号 039-3215

正社員以外

電話 0175-74-3179

(1) 8時30分～17時30分
郵便番号 039-3143

正社員以外

電話 0175-65-2666

(1) 8時15分～17時15分
(2) 8時00分～17時00分 郵便番号 039-3211

正社員以外 （1）がメイン

電話 0175-72-4700

(1)16時00分～ 9時00分
郵便番号 039-2405

パート労働者

電話 0176-56-5578

(1) 6時00分～15時00分
(2) 8時00分～17時00分 郵便番号 039-2402
(3) 8時30分～17時30分

正社員 (4) 9時00分～18時30分
(5)11時00分～20時00分
(6)15時00分～9時00分 電話 0176-56-5415

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分 郵便番号 039-2402
(3) 9時00分～18時00分

正社員 (4)13時00分～22時00分
(5)22時00分～8時00分

電話 0176-56-3711

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分 郵便番号 039-3129
(3)10時30分～19時30分

正社員 (4)17時00分～9時30分

電話 0175-65-2333

◆教育訓練給付のご案内◆　教育訓練給付の詳細は雇用保険給付窓口までお問い合わせください。

雇用期間の定めなし

就業場所 青森県上北郡野辺地町

◆公的職業訓練のご案内◆　各職業訓練の詳細は職業訓練窓口までお問い合わせください。

2人

◇老化や疾病等により身体機能の低下、障
害等がある方へ介護業務を通して社会復
帰、在宅復帰への支援を行っていただきま
す。
　・日常生活の中での入浴、排泄、食事、洗
面、着替え、歩行等の援助
　・日常動作、家事、健康管理、社会活動等
の援助
　・その他付随する業務





介護福祉士
普通自動車免許（通勤
用） 月給

変形（１ヶ月単位）

他

社会福祉法人福祉の里
介護老人保健施設のヘじ

02050- 3210591

166,000円～
234,800円

青森県上北郡野辺地町字
餅粟川原４

18歳
～64
歳

不問

その他

雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

183,300円～
183,300円

青森県上北郡六ヶ所村大字
出戸字棚沢１３０－２３

不問

不問

変形（１ヶ月単位）

雇用期間の定めなし

就業場所 青森県上北郡東北町

毎　週

介護員・夜勤専従【グルー
プホーム】【急募】

2人

◇認知症対応型施設（グループホーム）に
おける介護業務に従事していただきます。
・介護業務全般（入浴、排泄、食事、移動の
介助）
・通院時の付添い等（社用車使用：ハイエー
ス、軽バン等）
・調理、洗濯、清掃　等
　　＊入居者定員１８人（９人×２ユニット）
＊1勤務18,000円（深夜割増含む）　

　　　

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

その他

他

社会福祉法人新生会　上
北療護園

他

有限会社　新堂企画

02050- 3246391

154,000円～
154,000円

青森県上北郡東北町大字
大浦字唐虫沢４４－１００

18歳
以上

介護業務経験者
パソコン基本操作（ワー
ド、エクセル）できる方 その他

雇用・労災・健
康・厚生

介護職員【介護職員初任
者研修等】

1人

◇高齢者の介護業務に従事していただきま
す。
　・食事や入浴、掃除、洗濯、レクリエーショ
ンなどの支援及び計画の作成
　・その他付随する業務
＊休日は、ローテーションによる交替制。
＊２ユニット１８名、全室個室
＊調理員を配置するため、介護員が直接食
事を作ることはほぼありません。利用者の
調理補助や配膳をしていただきます。



普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
介護職員初任者研修
修了者（ヘルパー２級）
以上

月給
変形（１ヶ月単位）

雇用期間の定めなし

就業場所 青森県上北郡東北町

他

社会福祉法人優希会　グ
ループホームやまゆり

02050- 3240791

146,100円～
158,100円

青森県上北郡東北町大字
大浦字境ノ沢６－１

18歳
～59
歳

不問

その他

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり
雇入日より6ヶ月更新（原
則更新） 就業場所 青森県上北郡東北町

介護員【正職員・男性】

1人

◇障害者の日常介護・介助業務に従事して
いただきます。
　・身だしなみ、居室の清掃など身の回りの
世話。
　・食事、排泄、入浴介助。
　・体位交換、清拭、衣類の着脱。
　・立ち上がり、歩行などの移動の介助。
　・通院付添い等で社用車使用（キャラバン
等）
＊定員７０名　＊夜勤　月５回程度

必須：普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
尚可：ホームヘル
パー、介護福祉士

月給

02050- 3278191

18,000円
（1勤務）

青森県上北郡東北町上北
南４丁目３２－３０８

18歳
以上

不問

毎　週

労災

雇用期間の定めあり
雇入日より1年更新（原則
更新） 就業場所 青森県上北郡野辺地町

介護員【たもぎデイサービ
スセンター】

1人

◇「たもぎデイサービスセンター」の介護業
務に従事していただきます。
　・食事介助、入浴介助、排泄介助
　・送迎（社用車による運転業務）
　・清掃（館内・外）
　・その他付随する業務
＊採用後２週間程度は同行して指導いたし
ます。
（無資格の方、応相談）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・普通自動車免許（ＡＴ
可）
・介護職員初任者研修
修了者（ヘルパー２級）
または介護福祉士

月給
変形（１ヶ月単位）

雇用期間の定めあり
６ヶ月更新（更新月：4月・
10月）（原則更新） 就業場所 青森県上北郡六ヶ所村

土日他

社会福祉法人　松緑福祉
会

02050- 3268291

雇用・労災・健
康・厚生

訪問介護員【急募】

2人

◇利用者宅へ訪問し、居宅での付添い・サ
ポートが中心となり、日常生活を支援する
サービス業務となります。
　・生活介助（掃除・調理・服薬確認や血圧
測定・買い物代行等）
　・身体介助（排泄介助・着脱・入浴介助等）
　・介護タクシー業務（病院や外出先への送
迎・利用者様の車内での見守り）
　・その他付随する業務
＊業務に社用車使用（軽・普通自動車）

必須：普通自動車免許
（ＡＴ可）、介護職員初
任者研修修了者（ヘル
パー２級）以上

時給
（月給換算）

他

医療法人藤仁会　介護老
人保健施設えぼし

02050- 3290491

138,009円～
159,358円

青森県上北郡野辺地町字
川目８８－１

不問

不問

その他

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし

就業場所 青森県上北郡六ヶ所村

介護職員【通所】

2人

◇通所利用者様の介護業務に従事してい
ただきます。
　・昼食の配膳・下膳、水分補給の提供
　・浴室への誘導、衣類の着脱の介助、浴
室内移動の介助及び洗身・洗髪介助
　・トイレ誘導及び一部介助、ズボンや下
着・リハビリパンツ等の上げ下ろしの介助
　・利用者様のご自宅までの送迎の運転ま
たは、補助員として乗車（社用車／ＡＴ）
　・レクリエーション、外出行事の付添い

普通自動車免許（ＡＴ限
定可） 日給

（月給換算）

日他

株式会社アキラ工業　介
護サービスこころ

02050- 3289691

173,400円～
260,600円

青森県上北郡六ヶ所村大字
倉内字笹崎２５４

不問

不問

毎　週

雇用・労災・健
康・厚生

変形（１ヶ月単位）

　一定の条件を満たす雇用保険の被保険者（在職者）又は被保険者であった方（離職者）が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に
支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額（上限あり）をハローワークから支給します。教育訓練給付には、一般教育訓練給付と専門実践教育訓練給付があります。
　例えば、一般教育訓練給付では介護職員初任者研修修了などを目指す講座が、専門実践教育訓練では介護福祉士、保育士、（准）看護師などの講座が指定されています。
　指定内容は、『厚生労働大臣指定一般教育訓練講座一覧』『厚生労働大臣指定専門実践教育訓練講座一覧』にまとめられておりハローワークで閲覧できるほか、
インターネットの教育訓練給付制度　厚生労働大臣教育訓練講座検索システム（http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza)でもご覧になれます。

訓練科名 実施施設 地域 訓練期間 募集期間

未定

未定介護福祉士養成科
（長期高度人材育成コース） 未定 青森 2020年４月から２年間

保育士養成科
（長期高度人材育成コース） 未定 青森・八戸 2020年４月から２年間

公
共
職
業
訓
練

　野辺地町・横浜町・東北町・六ヶ所村のホームページにも掲載しています。


