
№ 求人票番号
勤務先施設

住所
勤務先施設名

雇用
形態

勤務形態 業務内容（その他）
第一
希望

第二
希望

334 S0129442-0057 上越市 大日にこにこ保育園 非常勤 日勤のみ

・園児の健康管理　・病気やケガに対する応急処
置、医療機関との連携　・保育士とともに園児の
世話や遊び相手　・衛生指導、病気予防指導、ほ
けん便り。必要に応じて医療機関に社有車(軽）で
の運転業務あり　＊園児定員19名 保育士7名体制

看 准

335 S0129442-0058 上越市 ショートステイだいにち 常勤 日勤＋オンコール 利用者様の 看 准

336 S0157703-0210 上越市 医心館　上越 非常勤 日勤のみ 看

337 S0157703-0211 上越市 医心館　上越 常勤
2交代制
（変則を含む）

看

338 S0190354-0001 上越市 ディサービスえがお 非常勤 日勤のみ 看 准

339 S0171020-0005 上越市 特別養護老人ホーム　さくら聖母の園 常勤 日勤＋オンコール 看 准

340 S0129442-0055 上越市 訪問看護ステーション 常勤 日勤のみ
入所者18名、（18室）、職員は15名体制で行い
ます。

看 保

341 S0179822-0002 上越市 ディホーム三郷 非常勤 日勤のみ ディホームにおける看護業務 看 准

342 S0159569-0010 上越市 特別養護老人ホーム三和愛宕の苑 非常勤 日勤のみ 看 准

343 S0159569-0011 上越市 特別養護老人ホーム三和愛宕の園 常勤 日勤のみ 看

344 S0037014-0008 上越市 介護老人福祉施設（特養）　和久楽 常勤 日勤＋オンコール 看 准

345 S0043980-0006 上越市 上越地域医療センター病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

訪問看護 看

346 S0176116-0003 上越市 サンクス高田 常勤 日勤のみ 看 准

347 S0168484-0005 上越市 上越市内公立保育園 非常勤 日勤のみ 看

348 S0168484-0006 上越市 上越市内公立保育園 非常勤 日勤のみ 看

349 S0165706-0004 上越市 ロングライフきらめき/デイサービス 非常勤 日勤のみ 看 准

350 S0156006-0008 上越市 上越看護専門学校 非常勤 日勤のみ 看 保・助

351 S0061366-0015 上越市 新潟県厚生連　上越総合病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

看護業務 看 保・助

352 S0167297-0007 上越市 社会福祉法人　高田福祉会 非常勤 日勤のみ 看 准

353 S0169505-0004 上越市 特別養護老人ホーム　いたくら桜園 常勤 日勤のみ
利用者の疾病予防、施設外受診の補助等、日常の
健康管理

看

354 S0175272-0003 上越市 有限会社　藤田企画 常勤 日勤のみ 看

355 S0143696-0011 上越市 サンクス米山 常勤
2交代制
（変則を含む）

看 准
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356 S0172125-0004 上越市 有限会社 藤田企画 グループホーム癒しの家 常勤 日勤のみ 看

357 S0156481-0015 上越市 特別養護老人ホーム　あいれふ安塚 常勤 日勤＋オンコール 看 准

358 S0156402-0011 上越市 高田西城病院（医療法人　高田西城会） 常勤
3交代制
（変則を含む）

看 准

359 S0014321-0019 上越市 三交病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

看 准

360 S0141599-0007 上越市 医療法人　知命堂病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

看 准

361 S0159569-0009 上越市 デイサービスセンター大潟 非常勤 日勤のみ 看 准

362 S0048769-0006 上越市 かなやの里 常勤 日勤のみ
9～14時通所ご利用者様の支援、14時～重度心
身障害児様の放課後等デイサービスでの支援

看 准

363 S0147035-0010 上越市 介護老人保健施設国府の里 常勤 日勤のみ 看 准

364 S0185615-0001 上越市 アースサポート　株式会社　アースサポート上越 非常勤 日勤のみ 訪問入浴 看

365 S0178989-0002 上越市 保倉の里 非常勤 その他 看 准

366 S0173290-0002 上越市 医療法人社団 羽尾医院 常勤 日勤のみ 看

367 S0173677-0003 上越市 高橋医院 常勤 日勤のみ 看 准

368 S0187879-0001 上越市 そよかぜ倶楽部 常勤
2交代制
（変則を含む）

看 准

369 S0171784-0068 上越市 株式会社ツクイ　ツクイ上越栄町 非常勤 日勤のみ 訪問入浴 看 准

370 S0187754-0001 上越市 上田レディースクリニック 常勤
2交代制
（変則を含む）

看

371 S0171784-0061 上越市 株式会社ツクイ　ツクイ上越つちはし 非常勤 日勤のみ デイサービス 看 准

372 S0173507-0001 上越市 社会福祉法人まきむら福祉会 常勤 日勤＋オンコール 看 准

373 S0167531-0008 上越市 社会福祉協議会 非常勤 日勤のみ 看 准

374 S0167531-0002 上越市 社会福祉協議会 常勤 日勤のみ 看 准

375 S0156323-0007 上越市 川室記念病院　医療法人常心会 常勤 その他 看

376 S0160156-0003 上越市 介護老人保健施設　保倉の里 常勤 日勤＋オンコール 看 准

377 S0148751-0006 上越市 新潟県立中央病院 非常勤
3交代制
（変則を含む）

看

378 S0061286-0497 上越市
株式会社N・フィールド　訪問看護ステーション
デューン上越

常勤 日勤のみ

医療機関・保健所など他機関と密な連携により、
利用者様がより快適な日常生活を営めるように在
宅療養をサポートする業務です。利用者様宅を訪
問し、薬管理・処方・バイタルテェック等、訪問
看護業務全般をお任せいたします。

看

379 S0184496-0003 妙高市 妙高市役所 非常勤 日勤のみ 看



380 S0156324-0007 妙高市
グループホームまゆ池の平／小規模多機能型居宅介
護　妙高の杜

常勤 日勤のみ
グループホームと小規模多機能型居宅介護（通
い・泊まり・訪問）が併設されています。

看

381 S0014702-0014 妙高市 新潟県厚生連けいなん総合病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

看 保

382 S0180877-0003 妙高市 新潟県立妙高病院 非常勤 日勤のみ 看

383 S0156481-0014 妙高市 特別養護老人ホーム　あいれふ妙高 常勤 日勤＋オンコール 看 准

384 S0129442-0059 糸魚川市 スローライフおしあげ 非常勤 日勤のみ 看 准

385 S0141631-0003 糸魚川市 社会福法人ひすい福祉会 常勤 その他 看 准


