
法人名称／所在地 事業内容 就業場所
募集職種／募集人

数／年齢制限

必要な免許・資格／経験／学歴

等

雇用形態／

賃金
仕事の内容

ハローワーク求人番号／

あきた就職ナビ求人番号

／応募方法

応募連絡先

（部署・担当者）

（電話）

（メール）

備考

ユナイテッド計画株

式会社
7:30 ～ 17:00

人事・総務グループ・

佐々木・川口

〒018-1414 263,000円 （電話）018-877-3027

ハローワーク求人番号：

05010-3969801

株式会社　菅与組 7:45 ～ 17:00 総務部・畠山

〒018-1402 190,000円 （電話）018-877-4117

ハローワーク求人番号：

05010-7814601

医療法人正和会 8:30 ～ 17:30 事業管理部・佐藤　亮

〒018-1401 203,120円 （電話）018-877-7110

ハローワーク求人番号：

3 平成31年4月26日

医療：内科・整形外科・歯科・眼科

福祉：介護老人保健施設・訪問看護・

在宅総合ケア・グループホーム

先端医学の吸収と、より質の高い介護

サービスを提供するため、保健・医

療・福祉分野の複合体を目指しており

ます。

□くるみん認定企業

□秋田県介護サービス事業所認証評価

制度の認証事業所

ホームページhttp://www.seiwakai-

net.com/

潟上市 看護師／１名／

無

看護師／経験者優遇／不問 施設利用者の看護業務全般を担当し

ます（バイタルチェック、服薬管

理、医師の指示に基づく処置、その

他付随する業務）

未経験者はマンツーマンで指導いた

します。

※２４時間利用可能な託児施設もあ

りますので乳幼児のいらっしゃる方

もご安心して働くことができます

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

1 平成31年4月19日

■土木・舗装、解体工事、産業廃棄物

処理、再生骨材販売・リサイクル事業

潟上市 土木施工管理技

術者／2名程度／

土木施工管理技士2級以上／

経験不問／高卒以上

■工事の施行管理業務に従事してい

ただきます。

　・現場の施工管理

　・設計、測量、積載等

応募受付の電話、メール

でお問い合わせのうえ

「履歴書・職務経歴書」

を郵送してください。書

類選考後、面接日時等を

連絡いたします。

2 平成31年4月19日

公共土木工事をメインとした総合建設

業。

〔会社ホームページ〕

http://www.sugayo.com/

事業所在地に

同じ

現場として秋

田市、潟上

市、南秋田

郡、由利本荘

市、大仙市等

土木技術者／２

名程度／

普通自動車免許／土木技術者

／高卒以上

建設工事現場における施工管理、品

質管理、測量、安全管理などの業務

及び現場事務所における管理書類の

作成業務

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

（メール）

ryo-sato@seiwakai-net.com

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：潟上市　　　）

法人情報 求人情報

就業時間／休日

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

※／休日：日・祝祭

日、年間休日日数

105日

秋田県潟上市豊川槻

木字槻13番地の1

～　393,000円 （メール）

soumu@united-keikaku.co.jp

※／休日：日祝祭

日、年間休日日数

100日

秋田県潟上市昭和字

下畑50

～　330,000円 （メール）

s-hata@sugayo.com

その他、扶養手当5,000円～

30,000円、役職手当10,000円～

70,000円、ケアマネ手当5,000

円、皆勤手当1,000円、夜勤手当

1回10,000円といった手当てが

ございます。

※夜勤は１６時から

９時までです。／休

日：年間１０８日

【有給取得義務の５

日を含め年間１週間

の休みを推奨してお

ります】

秋田県潟上市昭和大

久保字街道下92-1

～　350,000円
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法人名称／所在地 事業内容 就業場所
募集職種／募集人

数／年齢制限

必要な免許・資格／経験／学歴

等

雇用形態／

賃金
仕事の内容

ハローワーク求人番号／

あきた就職ナビ求人番号

／応募方法

応募連絡先

（部署・担当者）

（電話）

（メール）

備考

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：潟上市　　　）

法人情報 求人情報

就業時間／休日

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

医療法人正和会 8:30 ～ 17:30 事業管理部・佐藤　亮

〒018-1401 185,450円 （電話）018-877-7110

ハローワーク求人番号：

医療法人正和会 8:30 ～ 17:30 事業管理部・佐藤　亮

〒018-1401 151,400円 （電話）018-877-7110

ハローワーク求人番号：

医療法人正和会 8:30 ～ 17:30 事業管理部・佐藤　亮

〒018-1401 131,100円 （電話）018-877-7110

ハローワーク求人番号：

5 平成31年4月26日

医療：内科・整形外科・歯科・眼科

福祉：介護老人保健施設・訪問看護・

在宅総合ケア・グループホーム

先端医学の吸収と、より質の高い介護

サービスを提供するため、保健・医

療・福祉分野の複合体を目指しており

ます。

□くるみん認定企業

□秋田県介護サービス事業所認証評価

制度の認証事業所

ホームページhttp://www.seiwakai-

net.com/

潟上市 介護福祉士／１

名／無

介護福祉士／経験者優遇／不

問

施設利用者の介護業務全般を担当し

ます（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いた

します。

※２４時間利用可能な託児施設もあ

りますので乳幼児のいらっしゃる方

もご安心して働くことができます

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

6 平成31年4月26日

医療：内科・整形外科・歯科・眼科

福祉：介護老人保健施設・訪問看護・

在宅総合ケア・グループホーム

先端医学の吸収と、より質の高い介護

サービスを提供するため、保健・医

療・福祉分野の複合体を目指しており

ます。

□くるみん認定企業

□秋田県介護サービス事業所認証評価

制度の認証事業所

ホームページhttp://www.seiwakai-

net.com/

潟上市 介護員／１名／

無

不問、介護職員初任者研修、

実務者研修あれば尚可／経験

者優遇／不問

施設利用者の介護業務全般を担当し

ます（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いた

します。

※２４時間利用可能な託児施設もあ

りますので乳幼児のいらっしゃる方

もご安心して働くことができます

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

4 平成31年4月26日

医療：内科・整形外科・歯科・眼科

福祉：介護老人保健施設・訪問看護・

在宅総合ケア・グループホーム

先端医学の吸収と、より質の高い介護

サービスを提供するため、保健・医

療・福祉分野の複合体を目指しており

ます。

□くるみん認定企業

□秋田県介護サービス事業所認証評価

制度の認証事業所

ホームページhttp://www.seiwakai-

net.com/

潟上市 准看護師／１名

／無

准看護師／経験者優遇／不問 施設利用者の看護業務全般を担当し

ます（バイタルチェック、服薬管

理、医師の指示に基づく処置、その

他付随する業務）

未経験者はマンツーマンで指導いた

します。

※２４時間利用可能な託児施設もあ

りますので乳幼児のいらっしゃる方

もご安心して働くことができます

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

その他、処遇改善交付金25,000

円、扶養手当5,000円～30,000

円、役職手当10,000円～70,000

円、ケアマネ手当5,000円、皆勤

手当1,000円、夜勤1回5,000円

といった手当てがございます。

※日勤は７時３０分

から１８時３０分の

間で８時間、早番、

遅番があります。夜

勤は１６時から９時

までです。／休日：

年間１０８日【有給

取得義務の５日を含

め年間１週間の休み

を推奨しておりま

す】

秋田県潟上市昭和大

久保字街道下92-1

～　141,400円 （メール）

ryo-sato@seiwakai-net.com

その他、扶養手当5,000円～

30,000円、役職手当10,000円～

70,000円、ケアマネ手当5,000

円、皆勤手当1,000円、夜勤手当

1回10,000円といった手当てが

ございます。

※夜勤は１６時から

９時までです。／休

日：年間１０８日

【有給取得義務の５

日を含め年間１週間

の休みを推奨してお

ります】

秋田県潟上市昭和大

久保字街道下92-1

～　345,000円 （メール）

ryo-sato@seiwakai-net.com

その他、処遇改善交付金25,000

円、扶養手当5,000円～30,000

円、役職手当10,000円～70,000

円、ケアマネ手当5,000円、皆勤

手当1,000円、夜勤1回5,000円

といった手当てがございます。

※日勤は７時３０分

から１８時３０分の

間で８時間、早番、

遅番があります。夜

勤は１６時から９時

までです。／休日：

年間１０８日【有給

取得義務の５日を含

め年間１週間の休み

を推奨しておりま

す】

秋田県潟上市昭和大

久保字街道下92-1

～　250,000円 （メール）

ryo-sato@seiwakai-net.com
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法人名称／所在地 事業内容 就業場所
募集職種／募集人

数／年齢制限

必要な免許・資格／経験／学歴

等

雇用形態／

賃金
仕事の内容

ハローワーク求人番号／

あきた就職ナビ求人番号

／応募方法

応募連絡先

（部署・担当者）

（電話）

（メール）

備考

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：潟上市　　　）

法人情報 求人情報

就業時間／休日

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

医療法人正和会 8:30 ～ 17:30 事業管理部・佐藤　亮

〒018-1401 185,450円 （電話）018-877-7110

ハローワーク求人番号：

医療法人正和会 8:30 ～ 17:30 事業管理部・佐藤　亮

〒018-1401 185,450円 （電話）018-877-7110

ハローワーク求人番号：

医療法人正和会 8:30 ～ 17:30 事業管理部・佐藤　亮

〒018-1401 185,450円 （電話）018-877-7110

ハローワーク求人番号：

9 平成31年4月26日

医療：内科・整形外科・歯科・眼科

福祉：介護老人保健施設・訪問看護・

在宅総合ケア・グループホーム

先端医学の吸収と、より質の高い介護

サービスを提供するため、保健・医

療・福祉分野の複合体を目指しており

ます。

□くるみん認定企業

□秋田県介護サービス事業所認証評価

制度の認証事業所

ホームページhttp://www.seiwakai-

net.com/

潟上市 言語聴覚士／１

名／無

言語聴覚士／経験者優遇／不

問

施設利用者のリハビリ業務全般を担

当します。

未経験者はマンツーマンで指導いた

します。

※２４時間利用可能な託児施設もあ

りますので乳幼児のいらっしゃる方

もご安心して働くことができます

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

7 平成31年4月26日

医療：内科・整形外科・歯科・眼科

福祉：介護老人保健施設・訪問看護・

在宅総合ケア・グループホーム

先端医学の吸収と、より質の高い介護

サービスを提供するため、保健・医

療・福祉分野の複合体を目指しており

ます。

□くるみん認定企業

□秋田県介護サービス事業所認証評価

制度の認証事業所

ホームページhttp://www.seiwakai-

net.com/

潟上市 理学療法士／１

名／無

理学療法士／経験者優遇／不

問

施設利用者のリハビリ業務を担当し

ます。

未経験者はマンツーマンで指導いた

します。

※２４時間利用可能な託児施設もあ

りますので乳幼児のいらっしゃる方

もご安心して働くことができます

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

8 平成31年4月26日

医療：内科・整形外科・歯科・眼科

福祉：介護老人保健施設・訪問看護・

在宅総合ケア・グループホーム

先端医学の吸収と、より質の高い介護

サービスを提供するため、保健・医

療・福祉分野の複合体を目指しており

ます。

□くるみん認定企業

□秋田県介護サービス事業所認証評価

制度の認証事業所

ホームページhttp://www.seiwakai-

net.com/

潟上市 作業療法士／１

名／無

作業療法士／経験者優遇／不

問

施設利用者のリハビリ業務全般を担

当します。

未経験者はマンツーマンで指導いた

します。

※２４時間利用可能な託児施設もあ

りますので乳幼児のいらっしゃる方

もご安心して働くことができます

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

その他、扶養手当5,000円～

30,000円、役職手当10,000円～

70,000円、ケアマネ手当5,000

円、皆勤手当1,000円といった手

当てがございます。
※／休日：年間１０

８日【有給取得義務

の５日を含め年間１

週間の休みを推奨し

ております】

秋田県潟上市昭和大

久保字街道下92-1

～　345,000円 （メール）

ryo-sato@seiwakai-net.com

その他、扶養手当5,000円～

30,000円、役職手当10,000円～

70,000円、ケアマネ手当5,000

円、皆勤手当1,000円といった手

当てがございます。
※／休日：年間１０

８日【有給取得義務

の５日を含め年間１

週間の休みを推奨し

ております】

秋田県潟上市昭和大

久保字街道下92-1

～　345,000円 （メール）

ryo-sato@seiwakai-net.com

その他、扶養手当5,000円～

30,000円、役職手当10,000円～

70,000円、ケアマネ手当5,000

円、皆勤手当1,000円といった手

当てがございます。
※／休日：年間１０

８日【有給取得義務

の５日を含め年間１

週間の休みを推奨し

ております】

秋田県潟上市昭和大

久保字街道下92-1

～　345,000円 （メール）

ryo-sato@seiwakai-net.com
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法人名称／所在地 事業内容 就業場所
募集職種／募集人

数／年齢制限

必要な免許・資格／経験／学歴

等

雇用形態／

賃金
仕事の内容

ハローワーク求人番号／

あきた就職ナビ求人番号

／応募方法

応募連絡先

（部署・担当者）

（電話）

（メール）

備考

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：潟上市　　　）

法人情報 求人情報

就業時間／休日

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

医療法人正和会 8:30 ～ 17:30 事業管理部・佐藤　亮

〒018-1401 151,400円 （電話）018-877-7110

ハローワーク求人番号：

社会福祉法人正和会 8:30 ～ 17:30 事業管理部・佐藤　亮

〒010-0201 203,120円 （電話）018-877-7110

ハローワーク求人番号：

社会福祉法人正和会 8:30 ～ 17:30 事業管理部・佐藤　亮

〒010-0201 185,450円 （電話）018-877-7110

ハローワーク求人番号：

11 平成31年4月26日

12 平成31年4月26日

○ショートステイ、デイサービス、地

域密着型特別養護老人ホーム、小規模

多機能型居宅介護、居宅介護支援事業

所、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護、ケアハウス、訪問介護

○社会福祉法人のもつ高い公共性を自

覚し、社会福祉の理念、介護保険等の

理念を尊重し、社会に貢献していくこ

とを目指します。

潟上市 准看護師／１名

／無

准看護師／経験者優遇／不問 施設利用者の看護業務全般を担当し

ます（バイタルチェック、服薬管

理、医師の指示に基づく処置、その

他付随する業務）

未経験者はマンツーマンで指導いた

します。

※２４時間利用可能な託児施設もあ

りますので乳幼児のいらっしゃる方

もご安心して働くことができます

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

10 平成31年4月26日

医療：内科・整形外科・歯科・眼科

福祉：介護老人保健施設・訪問看護・

在宅総合ケア・グループホーム

先端医学の吸収と、より質の高い介護

サービスを提供するため、保健・医

療・福祉分野の複合体を目指しており

ます。

□くるみん認定企業

□秋田県介護サービス事業所認証評価

制度の認証事業所

ホームページhttp://www.seiwakai-

net.com/

潟上市 栄養士／１名／

無

栄養士／経験者優遇／不問 施設利用者へ提供する食事の調理、

栄養管理を担当します※２４時間利

用可能な託児施設もありますので乳

幼児のいらっしゃる方もご安心して

働くことができます

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

その他、扶養手当5,000円～

30,000円、役職手当10,000円～

70,000円、ケアマネ手当5,000

円、皆勤手当1,000円、夜勤手当

1回10,000円といった手当てが

ございます。

※／休日：年間１０

８日【有給取得義務

の５日を含め年間１

週間の休みを推奨し

ております】

秋田県潟上市天王字

棒沼台247-4

～　345,000円 （メール）

ryo-sato@seiwakai-net.com

その他、扶養手当5,000円～

30,000円、役職手当10,000円～

70,000円、ケアマネ手当5,000

円、皆勤手当1,000円といった手

当てがございます。
※早番が６時から１

５時、遅番が９時３

０分から１８時３０

分となります。／休

日：年間１０８日

【有給取得義務の５

日を含め年間１週間

の休みを推奨してお

ります】

秋田県潟上市昭和大

久保字街道下92-1

～　250,000円 （メール）

ryo-sato@seiwakai-net.com

その他、扶養手当5,000円～

30,000円、役職手当10,000円～

70,000円、ケアマネ手当5,000

円、皆勤手当1,000円、夜勤手当

1回10,000円といった手当てが

ございます。

※／休日：年間１０

８日【有給取得義務

の５日を含め年間１

週間の休みを推奨し

ております】

秋田県潟上市天王字

棒沼台247-4

～　350,000円 （メール）

ryo-sato@seiwakai-net.com

○ショートステイ、デイサービス、地

域密着型特別養護老人ホーム、小規模

多機能型居宅介護、居宅介護支援事業

所、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護、ケアハウス、訪問介護

○社会福祉法人のもつ高い公共性を自

覚し、社会福祉の理念、介護保険等の

理念を尊重し、社会に貢献していくこ

とを目指します。

潟上市 看護師／１名／

無

看護師／経験者優遇／不問 施設利用者の看護業務全般を担当し

ます（バイタルチェック、服薬管

理、医師の指示に基づく処置、その

他付随する業務）

未経験者はマンツーマンで指導いた

します。

※２４時間利用可能な託児施設もあ

りますので乳幼児のいらっしゃる方

もご安心して働くことができます

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。
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法人名称／所在地 事業内容 就業場所
募集職種／募集人

数／年齢制限

必要な免許・資格／経験／学歴

等

雇用形態／

賃金
仕事の内容

ハローワーク求人番号／

あきた就職ナビ求人番号

／応募方法

応募連絡先

（部署・担当者）

（電話）

（メール）

備考

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：潟上市　　　）

法人情報 求人情報

就業時間／休日

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

社会福祉法人正和会 8:30 ～ 17:30 事業管理部・佐藤　亮

〒010-0201 151,400円 （電話）018-877-7110

ハローワーク求人番号：

社会福祉法人正和会 8:30 ～ 17:30 事業管理部・佐藤　亮

〒010-0201 131,100円 （電話）018-877-7110

ハローワーク求人番号：

社会福祉法人正和会 8:30 ～ 17:30 事業管理部・佐藤　亮

〒010-0201 151,400円 （電話）018-877-7110

ハローワーク求人番号：

15 平成31年4月26日

○ショートステイ、デイサービス、地

域密着型特別養護老人ホーム、小規模

多機能型居宅介護、居宅介護支援事業

所、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護、ケアハウス、訪問介護

○社会福祉法人のもつ高い公共性を自

覚し、社会福祉の理念、介護保険等の

理念を尊重し、社会に貢献していくこ

とを目指します。

潟上市 栄養士／１名／

無

栄養士／経験者優遇／不問 施設利用者へ提供する食事の調理、

栄養管理を担当します※２４時間利

用可能な託児施設もありますので乳

幼児のいらっしゃる方もご安心して

働くことができます

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

13 平成31年4月26日

○ショートステイ、デイサービス、地

域密着型特別養護老人ホーム、小規模

多機能型居宅介護、居宅介護支援事業

所、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護、ケアハウス、訪問介護

○社会福祉法人のもつ高い公共性を自

覚し、社会福祉の理念、介護保険等の

理念を尊重し、社会に貢献していくこ

とを目指します。

潟上市 介護福祉士／１

名／無

介護福祉士／経験者優遇／不

問

施設利用者の介護業務全般を担当し

ます（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いた

します。

※２４時間利用可能な託児施設もあ

りますので乳幼児のいらっしゃる方

もご安心して働くことができます

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

14 平成31年4月26日

○ショートステイ、デイサービス、地

域密着型特別養護老人ホーム、小規模

多機能型居宅介護、居宅介護支援事業

所、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護、ケアハウス、訪問介護

○社会福祉法人のもつ高い公共性を自

覚し、社会福祉の理念、介護保険等の

理念を尊重し、社会に貢献していくこ

とを目指します。

潟上市 介護員／１名／

無

不問、介護職員初任者研修、

実務者研修あれば尚可／経験

者優遇／不問

施設利用者の介護業務全般を担当し

ます（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いた

します。

※２４時間利用可能な託児施設もあ

りますので乳幼児のいらっしゃる方

もご安心して働くことができます

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

その他、処遇改善交付金25,000

円、扶養手当5,000円～30,000

円、役職手当10,000円～70,000

円、ケアマネ手当5,000円、皆勤

手当1,000円、夜勤手当1回

5,000円といった手当てがござい

ます。

※日勤は７時３０分

から１８時３０分の

間で８時間、早番、

遅番があります。夜

勤は１６時から９時

までです。／休日：

年間１０８日【有給

取得義務の５日を含

め年間１週間の休み

を推奨しておりま

す】

秋田県潟上市天王字

棒沼台247-4

～　141,400円 （メール）

ryo-sato@seiwakai-net.com

その他、処遇改善交付金25,000

円、扶養手当5,000円～30,000

円、役職手当10,000円～70,000

円、ケアマネ手当5,000円、皆勤

手当1,000円、夜勤手当1回

5,000円といった手当てがござい

ます。

※早番が６時から１

５時、遅番が９時３

０分から１８時３０

分となります。／休

日：年間１０８日

【有給取得義務の５

日を含め年間１週間

の休みを推奨してお

ります】

秋田県潟上市天王字

棒沼台247-4

～　250,000円 （メール）

ryo-sato@seiwakai-net.com

その他、処遇改善交付金25,000

円、扶養手当5,000円～30,000

円、役職手当10,000円～70,000

円、ケアマネ手当5,000円、皆勤

手当1,000円といった手当てがご

ざいます。

※日勤は７時３０分

から１８時３０分の

間で８時間、早番、

遅番があります。夜

勤は１６時から９時

までです。／休日：

年間１０８日【有給

取得義務の５日を含

め年間１週間の休み

を推奨しておりま

す】

秋田県潟上市天王字

棒沼台247-4

～　250,000円 （メール）

ryo-sato@seiwakai-net.com
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法人名称／所在地 事業内容 就業場所
募集職種／募集人

数／年齢制限

必要な免許・資格／経験／学歴

等

雇用形態／

賃金
仕事の内容

ハローワーク求人番号／

あきた就職ナビ求人番号

／応募方法

応募連絡先

（部署・担当者）

（電話）

（メール）

備考

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：潟上市　　　）

法人情報 求人情報

就業時間／休日

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

医療法人社団宝樹会 潟上市 09:00 ～ 19:00

0100201 450,000円 018-853-5045

秋田県秋田市天王字

二田219-122

～　1,200,000円 応募受付の電話、メール

又はウェブサイトから応

募ください。

info@houju-kai.or.jp

医療法人社団宝樹会 潟上市 09:00 ～ 19:00

0100201 220,000円 018-853-5045

秋田県秋田市天王字二

田219-122

～　280,000円 応募受付の電話、メール又は

ウェブサイトから応募くださ

い。

info@houju-kai.or.jp

16 令和元年11月8日

法人リクルートサイト

https://www.akita-kyujin.com/

【https://www.houjukai.net/】

歯科医師募集！

【移住支援金対

象】／1／

歯科医師免許／経験不問／ 歯科医師業務

17 令和元年11月8日

法人リクルートサイト

https://www.akita-kyujin.com/

【https://www.houjukai.net/】

歯科衛生士募集！

【移住支援金対

象】／1／

歯科衛生士免許／経験不問／ 歯科衛生士業務

日、祝、その他

シフト制

日、祝、その他

シフト制

※2020年1月からは、水

曜日も休診日となる予定
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