
事業所 特別養護老人ホーム・短期入所・通所介護・認知症対応型通所介護、訪問入浴介護

募集職種
介護職員、看護職員、機能訓練指導員、作業職員、臨時介護職員、臨時看護職員、臨時機能
訓練指導員

事業所 通所介護、認知症対応型通所介護

募集職種 看護職員、臨時看護職員、臨時介護職員、作業職員、機能訓練指導員、臨時機能訓練指導員

事業所 訪問介護

募集職種 臨時介護職員、登録ヘルパー

事業所 訪問入浴介護

募集職種 看護職員、臨時看護職員

職員募集
令和3年4月1日採用含む

社会福祉法人　輪島市福祉会
問合せ　☎(０７６８)２６-１６６１

【職場の魅力】
・キャリア支援の一環として資格取得を勧めています。（※スクーリングは研修扱い、資格取得のための助成
制度もあります）
・年次有給休暇の積立制度があるので最高40日の積立が可能です
・年次有給休暇の計画的付与もあります
・退職金の上乗せ制度があります
・年間休日は115日です
・特別休暇に年間3日のリフレッシュ休暇があります
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募集職種 介護職員

雇用形態 正職員

募集人数 2～4人

年齢 ～60歳未満

学歴 不問

採用時期 随時

基本給 本俸　148,600円～　※前歴換算の評価あり

賞与 年間　3.3ケ月（前年度　実績）

夜勤手当 4,000円／回

通勤手当 上限　30,000円／月

住居手当 上限　16,000円／月

扶養手当 5,000円／月～　扶養人数に応じて

特定処遇改善手当 勤続年数及び保有資格状況に応じて支給　9月15日,3月15日

勤務時間 早番8:00～17:00　遅番10:00～19:00　夜勤17:00～翌日10:00

休日 年間115日(月9～10日)

資格・免許
必須　普通自動車免許(AT限定可)　望む介護職員初任者研修課程修了または介護
福祉士資格

特記事項

・勤務日数及び就業時間は相談に応じます
・パート勤務も可能ですので相談して下さい
・健康診断実施(自己負担なし)
・制服・エプロンは貸与
・特別休暇　リフレッシュ休暇　年間　3日

募集職種 看護師（正・准）

雇用形態 正職員

募集人数 1～2人

年齢 ～60歳未満

学歴 不問

採用時期 随時

基本給 本俸　158,800円～　　※前歴換算の評価あり

賞与 年間　3.3ケ月　（前年度実績）

通勤手当 上限　30,000円／月

住居手当 上限　16,000円／月

扶養手当 5,000円／月～　扶養人数に応じて

勤務時間 早番　7:30～16:30　遅番　9:00～18:00

休日 年間115日(月9～10日)

資格・免許 必須　普通自動車免許(AT限定可),看護師資格または准看護師資格

特記事項

・勤務日数及び就業時間は相談に応じます
・パート勤務も可能ですので相談して下さい
・健康診断実施(自己負担なし)
・制服・エプロンは貸与
・特別休暇　リフレッシュ休暇　年間　3日
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募集職種 機能訓練指導員

雇用形態 正職員

募集人数 2人

年齢 ～60歳未満

学歴 不問

採用時期 随時

基本給 本俸　164,600円～　　※前歴換算の評価あり

賞与 年間　3.3ケ月　（前年度実績）

通勤手当 上限　30,000円／月

住居手当 上限　16,000円／月

扶養手当 5,000円／月～　扶養人数に応じて

勤務時間 8:30～17:30

休日 年間115日(月9～10日)

資格・免許 必須　普通自動車免許(AT限定可),理学療法士資格または作業療法士資格

特記事項

・勤務日数及び就業時間は相談に応じます
・パート勤務も可能ですので相談して下さい
・健康診断実施(自己負担なし)
・制服は貸与
・特別休暇　リフレッシュ休暇　年間　3日

募集職種 登録ヘルパー

雇用形態 臨時職員

募集人数 3人

年齢 不問

学歴 不問

採用時期 随時

基本給 時間給　1,100円～1,200円

賞与 あり　年2回支給　（前年度　実績　1ヶ月）

通勤手当 上限　30,000円／月

特定処遇改善手当 勤続年数及び保有資格状況に応じて支給　9月15日,3月15日

勤務時間 8:30～17:30　の間の　1時間以上

休日 契約者の状況に応じて

資格・免許
必須　普通自動車免許(AT限定可),介護職員初任者研修課程修了者　望む　介護職
員実務者研修修了者または介護福祉士資格

特記事項

・就業時間及び日数について【契約者の利用状況に応じて、就業時間（1時間～8時
間）や日数（1日～5日）の変動があります】
・登録ヘルパー（ホームヘルパー1・2級,介護職員初任者研修課程修了者は時間給
1,100円,介護実務3年以上かつ介護職員実務者研修修了者は時間給1,150円,介
護福祉士は時間給1,200円)となります
・健康診断実施(自己負担なし)
・制服・エプロンは貸与
・特別休暇　リフレッシュ休暇　年間　3日
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募集職種 臨時介護職員

雇用形態 臨時職員

募集人数 3人

年齢 不問

学歴 不問

採用時期 随時

基本給 時間給　900円～1,050円

賞与 あり　年2回支給　（前年度　実績　1ヶ月）

通勤手当 上限　30,000円／月

特定処遇改善手当 勤続年数及び保有資格状況に応じて支給　9月15日,3月15日

勤務時間 8:30～17:30　の間の　3時間以上

休日 契約者の状況に応じて

資格・免許
必須　普通自動車免許(AT限定可)　望む　介護職員初任者研修課程修了者または介
護職員実務者研修修了者または介護福祉士資格

特記事項
・就業時間及び日数について【契約者の利用状況に応じて、就業時間（3時間～8時
間）や日数（1日～5日）の変動があります】
・特別休暇　リフレッシュ休暇　年間　3日（有給）

募集職種 作業職員

雇用形態 臨時職員

募集人数 ４人

年齢 不問

学歴 不問

採用時期 随時

基本給 時間給　900円～1,050円

賞与 あり　年2回支給　（前年度　実績　1ヶ月）

通勤手当 上限　30,000円／月

特定処遇改善手当 勤続年数及び保有資格状況に応じて支給　9月15日,3月15日

勤務時間 8:30～17:30　の間の　４時間以上

休日 契約者の状況に応じて

資格・免許
望む　普通自動車免許(AT限定可)　、介護職員初任者研修課程修了者または介護職
員実務者研修修了者または介護福祉士資格

特記事項

・就業時間及び日数について【契約者の利用状況に応じて、就業時間（3時間～8時
間）や日数（1日～5日）の変動があります】
・無資格の者は時給900円、介護職員初任者研修課程修了者は時給950円、介護職
員実務者研修修了者は時給1,000円、介護福祉士資格保有者は時給1,050円とな
ります
・特別休暇　リフレッシュ休暇　年間　3日（有給）
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募集職種 臨時看護師（正・准）

雇用形態 臨時職員

募集人数 3人

年齢 不問

学歴 不問

採用時期 随時

基本給 時間給　1,150円～1,200円

賞与 あり　年2回支給　（前年度　実績１ヶ月）

通勤手当 上限　30,000円／月

勤務時間 8:30～17:30　の間の　3時間以上

休日 契約者の状況に応じて

資格・免許 必須　普通自動車免許(AT限定可),看護師資格または准看護師資格

特記事項

・就業時間及び日数について【契約者の利用状況に応じて、就業時間（3時間～8時
間）や日数（1日～5日）の変動があります】
・健康診断実施(自己負担なし)
・制服、エプロンは貸与
・特別休暇　リフレッシュ休暇　年間　3日（有給）

募集職種 臨時機能訓練指導員

雇用形態 臨時職員

募集人数 2人

年齢 不問

学歴 不問

採用時期 随時

基本給 時間給　1,200円

賞与 あり　年2回支給　（前年度　実績　1ヶ月）

通勤手当 上限　30,000円／月

休日 契約者の状況に応じて

資格・免許 必須　普通自動車免許(AT限定可),理学療法士資格または作業療法士資格

特記事項

・就業時間及び日数について【契約者の利用状況に応じて、就業時間（3時間～8時
間）や日数（1日～5日）の変動があります】
・健康診断実施(自己負担なし)
・制服は貸与
・特別休暇　リフレッシュ休暇　年間　3日（有給）
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