公益財団法人 秋田県総合保健事業団

家族が元気でいる
きれいな環境で過ごせる
週末を楽しめる
孫の顔が見られる
そんな
あたりまえの幸せのために
私たちがいます

あたりまえの幸せは健康から

すべては県民の健康のために。

採用案内

公益財団法人 秋田県総合保健事業団
経営理念

県民の健康管理・保持増進

公衆衛生・環境衛生の向上

秋田県民の疾病の予防や健康の管理と保持増進を図る
ため、啓発事業を行い、各種検診を実施するとともに、統
計資料作成事業を通じて、もって広く県下の公衆衛生の
向上に寄与する事業と、生活環境の保全や食品の安全の
確保を図るための事業を通じ、地域の環境衛生の向上を
目指す事業を行っています。

私たちのしごと

～検診・検査で県民をサポート～

県内各地での各種検診や、中央健診センターでの施設検診、総合保健センター内での人間ドックに加え、
臨床検査・食品検査・環境測定等を行っています。
地域・職場の健診

検診 事業

地域住民や働く人の健康を積極
的に支援。特定健診や特定保健
指導、定期健診等に加え、結核
検診や各種がん検診も実施して
います。

環境検査

学校の検診
子どもたちの健康を守るため、
尿検査・寄生虫検査・心電図検
査などを実施しています。

腸内細菌検査

検 査事業

身近な環境問題解決の一助とな
るべく、水質・食品・浄化槽の
検査や、ばい煙・騒音・振動測
定等を行っています。

腸内細菌検査の対象になる食品
取扱者・調理従事者等の腸内細
菌検査を行っています。

給与制度・待遇
給与・休暇
新卒で採用される方の初任給は右表のとおりです。なお、職務経験
等がある方は経験年数に応じて一定の基準により加算されます。この
他、諸手当として支給要件に応じ、扶養手当・住居手当・通勤手当・
時間外手当等が支給されます。
さらに賞与として年２回（６月・１２月）期末・勤勉手当が支給さ
れます。
休暇は、年次有給休暇の他、各種特別休暇を取得できるほかに、家
庭と仕事の両立を支援するための休暇、勤務時間も整備しています。

勤務時間
検診業務については検診日程等により異なりますが、基本は午前８
時３０分から午後５時１５分までです。 また、完全週休２日制と
なっており、土曜日・日曜日は休みです。（検診日程及び検査部門に
ついては土日の出勤となる日もあります）

家庭と仕事の
両立へのサポート

■出産休暇
８週間（多胎妊娠の場合に
あっては１４週間）以内に出
産する予定の職員が請求した
期間、及び産後８週間の期間。

■子の看護休暇
小学校就学前の子を看護する
場合、該当する子が一人の場
合は６日、２人以上の場合は
１２日の範囲。

各種がん検診
死亡原因第一位の「がん」は早
期発見・早期治療が重要。県民
の健康を守るため、各種がん検
診（胃・肺・大腸・子宮・乳な
ど）を実施しています。

臨床検査
登録衛生検査所として各病・医
院からの検体を検査し、結果を
報告しています。
また、検診の検査部門としての
役割も果たしています。

職種

給与月額

臨床検査技師

１７６，２００円

放射線技師

１８２，３００円

※上記金額は、新卒の給
料であり、給料の調整額
も含んだ金額です。
（短大３卒）

臨床検査技師及び放射
線技師に対し、給料と
は別に支払われる手当

休暇の種類（有給）
■年次有給休暇 （年間20日）
※採用された月が４月であれば15日。
■病気休暇 ■介護休暇 ■各種特別休暇
※他に、育児介護のための時間外勤務の制限や免除、
配偶者が出産する際の休暇などを整備しております。

（参考） ここ最近の育児休業取得状況
対象 ６人 （取得率１００％）

■育児休業
満１歳の誕生日の前日まで。
（育児休業中は無給となりま
すが、雇用保険からの育児休
業給付金が支給されます。社
会保険料は免除）

■育児短時間勤務
小学校就学前まで勤務時間を
６時間と短縮することができ
ます。（短縮した時間は無給
となります）

公益財団法人 秋田県総合保健事業団の事業内容・採用情報の詳細はホームページで公開しています。

Akita Foundation For Health Care
職員の声
放射線技師

各種制度と職場の環境が子育ての助けになりました。
職員も受診者も「安心」できる場所です。
現在取り組んでいる仕事は？

Q1

年次休暇の他にも、育児休暇や子の看護休暇
などが利用できます。子どもが１歳になるまで
育児短時間勤務制度を利用して勤務終了時間を
早くしてもらっていましたし、３歳になるまで
は時間外勤務の免除もしてもらっていました。

巡回健診やドック健診で胸部撮影、胃部撮
影、マンモグラフィに携わっています。巡回健
診では、県内各地を回っています。

技師としてのスキルアップはできる？

Q2

Q4

県内外の研修会・学会に参加できます。自身
のスキルアップのためにどんどん参加してほし
いです。私は胃がん検診専門技師、検診マンモ
グラフィ撮影認定技師を取得しましたが、更新
時に必要な単位取得につながる学会等には積極
的に参加しています。

マンモグラフィ検診では、受診される方には
撮影時の不安や圧迫による痛みがあります。安
心して受診してもらえるよう、言葉遣いや身だ
しなみには気を配ります。また、清潔感が大事
なので撮影室・装置の清掃にも力を入れていま
す。

from :

職場の環境は？

Q3

仕事をするうえで常に心がけていることは？

松田 直美
Naomi Matsuda
中央健診センター勤務

to : 就活中の皆さんへ
現在私には就学前の子どもがいます。上司や同僚の理解・協力を得て仕事と子育ての両立ができてい
ます。後輩になる皆さんに、より安心して働ける環境を築けるよう努めていきます。

ある日のスケジュール

出
勤

装置の点検
検診準備

昼休憩

移動

8:30

10:00

11:00

臨床検査技師

伊藤 和美
Kazumi Ito
児桜検査センター勤務

検診開始
（乳がん検診・マンモグラフィ）
12:00

15:00

Q3

16:00

17:15

仕事をするうえで常に心がけていることは？

職場の環境は？
宿当直はありません。残業は規定内のもの
で、休日もきちんと取れます。業務内でのコ
ミュニケーションも密ですし、特に女性は出
産・子育てを考えた時に、様々な制度を活用で
きるので安心して業務に従事することができま

食品及び水の細菌検査をしています。県民の
食の安全のため、外部機関と連携をとりつつ、
専属の臨床検査技師と他の職員と共に情報の提
供をしています。

技師としてのスキルアップはできる？

Q2

多くの業種からの依頼があるため、どなたに
も検査に関する項目をわかり易く丁寧にお伝え
することを心がけています。正確な結果を迅速
にお返しするために、技師個人の精度管理も
行っています。

from :

退
勤

フィルム処理
画像処理

資格・スキルを活かしながら「続けられる」仕事。
仕事も育児も可能な人生設計ができます。

現在取り組んでいる仕事は？

Q1

検診終了
移動

Q4

技師として県内外の研修・学会に積極的に参
加しています。外部研修参加で他施設との情報
交換が可能であり、それを内部研修でも活用し
ています。学会等の場で自身の研究課題の発表
をすることによりさらなるスキルアップを目指
すことができます。

to : 就活中の皆さんへ
一生涯の仕事に就くことは人生設計をする上でとても重要なことです。個としての成長ができる上司
や仲間と共に、臨床検査技師という資格をフル活用できるのがここ「秋田県総合保健事業団」です。

ある日のスケジュール

出
勤
8:30

HP

依頼受付・培養処理
培地作成
9:00

http://kenko-akita.jp/

昼休憩

入力作業
11:00

12:00

検体搬入・処理
（食品・飲料水・排水）
13:00

採用情報

前日分の結果判定
15:00

http://kenko-akita.jp/saiyoujoho/

退
勤
17:15

県内の拠点センター
十和田湖
県北健診センター

R101
総合保健センター

大館

鹿角

R7

能代

中央健診センター
男鹿
児桜検査センター

秋田

田沢湖
R13

角館
県南健診センター

R7
由利本荘

横手

湯沢

Akita Foundation For Health Care
秋田県総合保健センター
〒010-0874 秋田市千秋久保田町6-6
電話代表
018(831)2011
Ｆ Ａ Ｘ
018(831)1663
保健情報事業部 ドック健診課
電話代表
018(831)2013
Ｆ Ａ Ｘ
018(831)2014

検査事業部（児桜検査センター）
〒011-0909 秋田市寺内児桜3-1-24
電 話
018(845)5100
ＦＡＸ
018(845)9255

公益財団法人 秋田県総合保健事業団
公益財団法人 日本対がん協会 秋田県支部
公益財団法人 結核予防会 秋田県支部

公益財団法人 秋田県総合保健事業団
健診事業部 県北健診センター
〒018-3333
北秋田市坊沢字横道沢23-2
電 話 0186(63)1837
ＦＡＸ 0186(63)0929
健診事業部 中央健診センター
〒010-0941
秋田市川尻町字大川反233-186
電 話 018(823)1520
ＦＡＸ 018(824)4034
健診事業部 県南健診センター
〒019-1234
仙北郡美郷町飯詰字北中島35-1
電 話 0187(73)6200
ＦＡＸ 0187(83)2115
ホームページ
採用情報

http://kenko-akita.jp/
http://kenko-akita.jp/saiyoujoho/

