
令和 4 年 12 月 18 日現在 

求 人 情 報（1/3 枚目） 

特別養護老人ホーム 愛生苑 （松阪市上川町 3461 番地 36） 
職種/仕事内容☆/時間★ 募集人数 賃金/待遇（概要） 採用条件/備考 

介護士（介護職員）[正規職員] ※1 
 
☆ユニット型特別養護老人ホーム（40 床）にて、食事、入
浴、排せつ等の基本的な援助の他、レクリエーション、日常
リハビリテーション援助や、生きがい支援として、行事や催
事の企画運営を行います。 
☆生活相談員、看護師、栄養士等と連携協力し、介護計画に
基づき、利用者の自立支援を図ります。 
 
★早勤 7:00～16:00 
★日勤 9:00～18:00 
★遅勤 9:30～18:30 
★夜勤 16:00～9:00（基本：4 ユニット 3 名体制） 

1 名程度 [固定給]（月額） 
基本給：155,000 円～175,000 円 ※2 
特調手当：5,000 円 

[変動給] 

資格手当 
（月額） 

介護福祉士（特定無し） 3,000 円 
介護福祉士（特定有り） 5,000 円 
介支/社福士 20,000 円 

早勤/遅勤手当（1 回） 400 円 
夜勤手当（1 回） 8,000 円 
処遇改善手当（月額）※3 38,000 円程 
特定処遇改善手当（月額）※4 6,000 円～ 

13,000 円程 
扶養手当（月額） 配偶者 8,000 円 

子×人数 4,000 円 
通勤手当（月額） ※5 最大 26,000 円迄 

[賞与] 
年 3 ヵ月分（基準：基本給）※6 

[福利厚生等] 
有給休暇制度、各種社会保険制度、退職金制度、雇用保険制
度、ユニフォーム貸与、こくみん共済 COOP（慶弔金・見舞
金制度）※7、互助会制度※7、ユートピア※7、インフルエン
ザ予防接種補助金制度、資格取得支援制度、新型コロナウイ
ルス対応特別休暇制度 他 

※1 
月 5～10 回程度の早勤務が可能な方 
土日祝日の勤務が可能な方（休日有り）歓迎 
64 歳以下 
※2 
有資格/学歴換算あり 
※3 
加算収入に応じて変動、3 ヵ月後に支給 
※4 
加算収入に応じて変動、3 ヵ月後に支給 
通算 10 年勤務且つ介護福祉士資格取得者は
上位待遇 
※5 
通勤距離に応じて支給 
※6 
夏期（7 月）1 ヵ月+冬期（12 月）2 ヵ月 
※7 
任意加入 

介護士（介護職員）[ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ職員] ※1 
 
☆ユニット型特別養護老人ホーム（40 床）にて、食事、入
浴、排せつ等の基本的な援助の他、レクリエーション、日常
リハビリテーション援助や、生きがい支援として、行事や催
事の企画運営を行います。 
☆生活相談員、看護師、栄養士等と連携協力し、介護計画に
基づき、利用者の自立支援を図ります。 
 
★早勤 7:00～16:00 
★日勤 9:00～18:00   （6 時間～8 時間勤務） 
★遅勤 9:30～18:30 
★夜勤（要相談） 
 

1 名程度 [固定給]（時間給） 
 基本給：980 円～1,100 円 ※2 

特調手当：30 円 
[変動給] 
早勤/遅勤手当（1 回） 400 円 
処遇改善手当（時間給）※3 220 円程 
特定処遇改善手当（時間給）※4 35 円～ 

76 円程 
通勤手当（日額） ※5 最大 323 円迄 

[賞与] 
無し  

[福利厚生等] 
有給休暇制度※6、各種社会保険制度※6、雇用保険制度※6、
ユニフォーム貸与、こくみん共済 COOP（慶弔金・見舞金制
度）※7、互助会制度※7、ユートピア※7、インフルエンザ予
防接種補助金制度、資格取得支援制度、新型コロナウイルス
対応特別休暇制度 他 

※1 
時間、勤務日数（要相談） 
土日祝日の勤務が可能な方（休日有り）歓迎 
64 歳以下（経験者は 69 歳以下） 
※2 
有資格換算あり 
※3 
加算収入に応じて変動、3 ヵ月後に支給 
※4 
加算収入に応じて変動、3 ヵ月後に支給 
通算 10 年勤務且つ介護福祉士資格取得者は
上位待遇 
※5 
通勤距離に応じて支給 
※6 
勤務時間、日数等により加入要件変更 
※7 
任意加入 



令和 4 年 12 月 18 日現在 

求 人 情 報（2/3 枚目） 
在宅複合型施設 協和苑 （松阪市上川町 3821 番地 2） 

職種/仕事内容☆/時間★ 募集人数 賃金/待遇（概要） 採用条件/備考 

調理員（厨房職員）[正規職員] ※1 
 
☆施設内厨房にて、通所介護事業及び短期入所事業の利用
者への給食業務を行います。 
☆栄養士が作成する献立の調理、盛付を行う他、食器洗浄や
食材の発注や検品を行います。 
 
★早勤 6:15～15:15 
★日勤 8:00～17:00 

1 名程度 [固定給]（月額） 
基本給：155,000 円～175,000 円 ※2 
特調手当：5,000 円 

[変動給] 
資格手当 
（月額） 

管理栄養士 20,000 円 

栄養士 6,000 円 

早勤手当（1 回） 600 円 

特定処遇改善手当（月額）※3 2,500 円程 

扶養手当（月額） 
 

配偶者 8,000 円 

子×人数 4,000 円 

通勤手当（月額） ※4 最大 26,000 円迄 

[賞与] 
年 3 ヵ月分（基準：基本給）※5 

[福利厚生等] 
有給休暇制度、各種社会保険制度、退職金制度、雇用保険制
度、ユニフォーム貸与、こくみん共済 COOP（慶弔金・見舞
金制度）※6、互助会制度※6、ユートピア※6、インフルエン
ザ予防接種補助金制度、資格取得支援制度、新型コロナウイ
ルス対応特別休暇制度 他 

※1 
月 5～10 回程度の早勤務が可能な方 
土日祝日の勤務が可能な方（休日有り） 
64 歳以下 
※2 
有資格/学歴換算あり 
※3 
加算収入に応じて変動、3 ヵ月後に支給 
※4 
通勤距離に応じて支給 
※5 
夏期（7 月）1 ヵ月+冬期（12 月）2 ヵ月 
※6 
任意加入 

調理員（厨房職員）[ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ職員] ※1 
 
☆施設内厨房にて、通所介護事業及び短期入所事業の利用
者への給食業務を行います。 
☆栄養士が作成する献立の調理、盛付を行う他、食器洗浄や
食材の発注や検品を行います。 
 
★早勤 6:15～ （6 時間～8 時間勤務） 
 
 

1 名程度 [固定給]（時間給） 
 基本給：980 円～1,100 円 ※2 

特調手当：30 円 
[変動給] 
早勤手当（1 回） 600 円 

特定処遇改善手当（時間給）※3 15 円程 

通勤手当（日額） ※4 最大 323 円迄 

[賞与] 
無し  

[福利厚生等] 
有給休暇制度※5、各種社会保険制度※5、雇用保険制度※5、
ユニフォーム貸与、こくみん共済 COOP（慶弔金・見舞金制
度）※6、互助会制度※6、ユートピア※6、インフルエンザ予
防接種補助金制度、資格取得支援制度、新型コロナウイルス
対応特別休暇制度 他 

※1 
時間、勤務日数（要相談） 
土日祝日の勤務が可能な方（休日有り） 
64 歳以下（経験者は 69 歳以下） 
※2 
有資格換算あり 
※3 
加算収入に応じて変動、3 ヵ月後に支給 
※4 
通勤距離に応じて支給 
※5 
勤務時間、日数等により加入要件変更 
※6 
任意加入 

 



令和 4 年 12 月 18 日現在 

求 人 情 報（3/3 枚目） 
在宅複合型施設 協和苑 （松阪市上川町 3821 番地 2） 

職種/仕事内容☆/時間★ 募集人数 賃金/待遇（概要） 採用条件/備考 

送迎員（用務職員）[ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ職員] ※1 
 
☆主にデイサービス利用者の送迎業務を行います。 
☆空き時間に車両管理、施設内外の環境整備を行います。 
 
★8:20～9:20、15:20～17:20 （3 時間勤務） 
 
 

1 名程度 [固定給]（時間給） 
 基本給：950 円 ※2 

特調手当：30 円 
[変動給] 
特定処遇改善手当（時間給）※3 15 円程 

通勤手当（日額） ※4 最大 323 円迄 

[賞与] 
無し  

[福利厚生等] 
有給休暇制度※5、各種社会保険制度※5、雇用保険制度※5、
ユニフォーム貸与、こくみん共済 COOP（慶弔金・見舞金制
度）※6、互助会制度※6、ユートピア※6、インフルエンザ予
防接種補助金制度、資格取得支援制度、新型コロナウイルス
対応特別休暇制度 他 

※1 
時間、勤務日数（要相談） 
土日祝日の勤務が可能な方（休日有り） 
64 歳以下 
※2 
有資格換算あり 
※3 
加算収入に応じて変動、3 ヵ月後に支給 
※4 
通勤距離に応じて支給 
※5 
勤務時間、日数等により加入要件変更 
※6 
任意加入 

 


