
特別養護老人ホームって？ 
知っていますか？ 

特別養護老人ホームとは、在宅での生活が困難になり、介護が必要
になった高齢者が入居できる公的な「介護保険施設」の1つです。   
原則として終身に渡って介護が受けられる施設です。 
「特養（とくよう）」と呼称されています。 

古城山から見た高竜園 



特養は生活の場 
特養における仕事とは？ 
 
介護が必要なご利用者の生活を支えるお手伝いをしています。 
例えば、普段私たちが暮らしの中で行っていること 
 

食事（介助） 
入浴（介助） 
排泄（介助） 
健康管理・緊急対応 
生活リハビリ 
生活支援・相談 
レクリエーション、行事 
看取り 



勤務時間（常勤）シフト勤務 

7：00 - 16：00   早出 7.5時間 
8：00 - 17：00   早出  
9：00 - 18：00   日勤 
9：30 - 18：30   遅出 
17：00 -   9：00   夜勤 12時間 
 休憩時間90分    午前15分 昼食60分 午後15分 
夜勤休憩時間240分  夕60分  仮眠150分 朝30分 

【 出退勤時間 】 【 労働時間 】 



勤務及び休日日数（常勤） 

【勤務日数】  
    月平均 21.5日 

【休 日】 
月の休日  9日 
年間休日 107日 
有給休暇   10日（6ヶ月後） 



今このようなことに   
＼取り組んでいます／ 
 
・持ち上げない、抱え上げない  
介護推進中。 
・ＩＣＴを使った介護記録も挑戦中。 
・資格取得の相談、何でも受付け
ます。         
・働きながらの勉強も大歓迎 
・フォローアップ研修のネット配信 
どこからでも見放題。 
・人数を増やして休みを取ろう！ 
 
 ぜひご連絡ください。 
       一緒に働きましょう 
 
 

※以前新聞折込したチラシです 



社会福祉法人甲山会 特別養護老人ホーム高竜園 介護職員【正職員】の募集内容 

雇用形態／就業形態 正職員／フルタイム                令和元年 10 月 ～ 

仕事の内容 

・施設における入所者の生活介助・食事・入浴・おむつ交換など介護全般の業務

です。交替で夜勤があります。 

＊資格のない方の応募可（資格取得補助制度あり） 

勤務地 広島県世羅郡世羅町 

賃金 

月給 

a 基本給（月額）151,400 円～177,700 円 

b 定額的に支払われる手当 特別手当 18,000 円～25,000 円 

a+b 169,400 円～202,700 円 

c その他の手当等付記事項 

住宅手当（上限 27,000 円）時間外手当 資格手当 2,000～8,000 円 

夜勤手当（１回） 8,000～11,000 円 ＊求人特記事項参照 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回・計 3.00 月分 

通勤手当 実費支給 上限あり 月額:15,000 円まで  

就業時間 
１ヶ月単位の変形労働制 

 1）07:00～16:00 2）09:00～18:00 3）09:30～18:30 

休憩時間 90 分 

時間外 あり 月平均 5 時間（夜間研修によるものを含む） 

休日 月９日（シフト制）（２月のみ８日） 年間休日数 107 日 

育児休業取得実績 あり 利用可能な託児所 なし 

雇用期間 雇用期間の定めなし 

年齢／学歴 不問／不問 

必要な免許・資格 あれば介護職員初任者研修終了・介護福祉士（なくても応募可） 

必要な経験等 不問（経験者優遇） 

加入保険 
雇用 労災 健康 厚生 

退職金制度あり 勤続 1 年以上で退職金共済に加入 

定年 あり 一律 60 歳 再雇用制度あり 65 歳まで 

マイカー通勤 可 

選考 選考方法は面接 選考結果通知は 7 日後 選考日時は随時 

応募書類等 履歴書→写真添付 

特記事項 

＊正社員採用は定年まで。６０歳以上の方は１年毎更新 

＊夜勤 17：00～09：00（勤務時間 12 時間、休憩時間 240 分）  

＊夜勤手当 8,000 円（介護福祉士以外）11,000 円（介護福祉士） 

●介護職員等特定処遇改善手当金については、一時金として令和 2 年 5 月末に 

在籍している正職員に支給します。 

●就職支度金（臨時手当金）最大 20 万円支給。 

※ただし、正規職員として新入職された 50歳以下の方に限る 

備考 
学校行事や子供の病気等、突発的な休み等の相談可 

資格取得の為の助成有り 

 



 

社会福祉法人甲山会 特別養護老人ホーム高竜園 介護職員【パート労働者】の募集内容 

雇用形態／就業形態 パート労働者／パート             令和元年 10 月 ～ 

仕事の内容 
施設における入所者の生活介助・食事、入浴時着脱、リハビリなど、介護全般の

業務です。 

勤務地 広島県世羅郡世羅町 

賃金 

時給 

a 基本給（時間額） 890 円～990 円 

b 定額的に支払われる手当 特別手当（時間額）110 円～150 円 

a+b 1,000 円～1,140 円 

c その他の手当等付記事項 資格手当（月額）1,000 円～4,000 円 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回・計 0.80 月分 

通勤手当 実費支給 上限あり 月額:15,000 円まで  

就業時間 
ご相談に応じます（子育てに応じた就業時間等） 

例 4 時間，6 時間，7 時間 30 分，など 

休憩時間 勤務時間による 

時間外 原則なし 

週所定労働日数 週 3 日～5 日 

休日 
就業時間、日数により異なる 

例 月９日（シフト制）（２月のみ８日） 年間休日数 107 日 

育児休業取得実績 あり 

利用可能な託児所 なし 

雇用期間 
雇用期間の定めあり（4 ヶ月未満）～令和 2 年 3 月 31 日 

契約更新の可能性の有無あり（原則更新） 

年齢／学歴 不問／不問 

必要な免許・資格 あれば介護職員初任者研修終了・介護福祉士（なくても応募可） 

必要な経験等 不問 

加入保険 雇用 労災  

定年 あり 一律 60 歳 再雇用制度あり 65 歳まで 

マイカー通勤 可 

選考 選考方法は面接 選考結果通知は 7 日後 選考日時は随時 

応募書類等 履歴書→写真添付 

特記事項 
＊有給休暇の日数は就業時間等により法定どおり付与。 

＊雇用条件によっては、雇用保険に該当しない場合があります。 

備考 
学校行事や子供の病気等、突発的な休み等の相談可 

資格取得の為の助成有り 

 

別紙  ☑パート職員の求人内容 もご覧ください！ 



☑パート職員の求人内容 ～ 勤務時間・勤務日数はご相談ください ～  

7.5時間勤務の方、大歓迎！ 
出勤日はしっかり働いて、お休みは
多い方がいい方など 

子どもさんの保育所・学校の
帰宅時間にピッタリ！ 

細く長くいつまでも働きながら
輝きたい年配の方 
子どもさんがまだ小さい方など 

▶ 賃金 

 

a 基本給（月額平均）又は時間額 890円～990円 

（夜勤専属については、910円～930円） 

b 定額的に支払われる手当 特別手当 110円～150円 

a + b 1,000円～1,140円 

c その他の手当等付記事項 

資格手当（月額） 1,000円～4,000円 

 

▶ 就業時間 

 

例１ （１） 7：00～16：00 

    （２） 9：00～18：00         変形 1か月単位※1 

    （３） 9：30～18：30 

勤務時間 7.5時間×15日※2＝112.5時間 

休憩時間 90分 

※１（１）～（３）の何れかの就業時間でも可 

※２ 勤務日数は相談に応じる。 

 

 

例２ （１） 9：00～17：00 

勤務時間 6.5時間×20日＝130時間 

休憩時間 90分 

 

 

例３ （１） 08：00～13：00 

    （２） 13：00～18：00 

    勤務時間 4.75時間×22.日＝104.5時間 

    休憩時間 15 

▶ 仕事の内容 

 

施設における入所者の生活介助 

・食事・入浴・おむつ交換など介護全般の業務です。 

・リハビリやレクリエーションもしていただく場合があります。 

・資格の有無や職務内容、勤務形態、勤務可能日などに応じて基本給が異なります。 

・勤務時間や勤務日数についてはご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。 

＊資格のない方の応募可（資格取得補助制度あり） 



 

社会福祉法人甲山会 特別養護老人ホーム高竜園 介護職員【夜勤専属職員】の募集内容 

雇用形態／就業形態 パート労働者／パート              令和元年 10 月 ～ 

仕事の内容 
施設における入所者の生活介助・食事、入浴時着脱、リハビリなど、介護全般の

業務です。 

勤務地 広島県世羅郡世羅町 

賃金 

時給 

a 基本給（時間額） 910 円～930 円 

b 定額的に支払われる手当 特別手当（時間額）110 円～150 円 

a+b 1,020 円～1,080 円 

c その他の手当等付記事項 資格手当（月額）1,000 円～4,000 円 

            夜勤手当（1 回）8,000 円～11,000 円 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回・計 1.00 月分 

通勤手当 実費支給 上限あり 月額:15,000 円まで  

就業時間 17：00～9：00 

休憩時間 240 分 

時間外 原則なし 

週所定労働日数 週 2 日～3 日 

休日 
就業時間、日数により異なる 

例 月９日（シフト制）（２月のみ８日） 年間休日数 107 日 

育児休業取得実績 あり 

利用可能な託児所 なし 

雇用期間 
雇用期間の定めあり（4 ヶ月未満）～令和 2 年 3 月 31 日 

契約更新の可能性の有無あり（原則更新） 

年齢／学歴 不問／不問 

必要な免許・資格 あれば介護職員初任者研修終了・介護福祉士（なくても応募可） 

必要な経験等 不問 

加入保険 雇用 労災  

定年 あり 一律 60 歳 再雇用制度あり 65 歳まで 

マイカー通勤 可 

選考 選考方法は面接 選考結果通知は 7 日後 選考日時は随時 

応募書類等 履歴書→写真添付 

特記事項 

＊有給休暇の日数は就業時間等により法定どおり付与。 

＊雇用条件によっては、雇用保険に該当しない場合があります。 

＊ 

備考 
学校行事や子供の病気等、突発的な休み等の相談可 

資格取得の為の助成有り 

 


	タイルに貼る順番.pdf
	Regular employee
	part
	partContent
	part.pdf

	Night shift

