介護職員の求人情報
社会福祉法人西ノ島福祉会
募集情報
募集職種
仕事内容

郵便番号
給与

看護職員
・養護老人ホームみゆき荘、みゆき荘デイ 雇用形態
サービスセンターにおける看護業務全般
及び機能訓練業務に従事していただきま
す。
※就業時間はシフト制です。
※夜勤はありませんが夜間等の緊急時対
応をする場合があります。
ご相談下さい。
※見学は随時可能です。
〒684-0303
勤務地（住
所）

正規職員

島根県隠岐郡西ノ島町大字美田3078番
地19

月給制
ａ）基本給（月額平均）又は時間額
152,000円～220,000円
b）定額的に支払われる手当
特殊業務手当3,000円
処遇改善手当2,000円
（ａ+ｂ）
157,000円～225,000円
ｃ）その他の手当等付記事項
扶養手当5,000円（子供２人まで支給）
住居手当1,000円～18,000円
通勤手当 時間外手当
d）特別手当
賞与年４ケ月
赴任手当(分割支給)、引越手当
有
学問不問
年齢(S31.4.2～H5.4.1までに生まれた方)
育児休暇有
介護休暇有
初任給は年齢・資格・学歴・経験年数(看
護に限らず)により決定
有 (育児休業給付金支給有)

勤務時間

有 (介護休業給付金支給有)

退職手当

雇用期間

雇用期間の定めなし

求人条件に 3ヶ月間の試用期間有
かかる特記 運転免許(自動二輪・普通自動車)有（ＡＴ
事項
可）
勤務地の配置換え有

備考

※応募希望の方は事前連絡のうえ、履歴書・安定所の紹介状を送付して下さい。
書類選考後、面接日時等をご連絡します。
☎08514-7-8116
Fax08514-7-8977
書類送付先：〒684-0301
島根県隠岐郡西ノ島町大字宇賀697番地
社会福祉法人西ノ島福祉会
事務局 平木永子宛

募集年齢
特徴

育児休暇
取得実績
介護休暇
取得実績

社会福祉法人西ノ島福祉会の掲載情報
掲載
採用人数

２０１５年９月１６日～２０１５年１０月３１日
１人

１カ月単位の変形労働時間
１週間の労働時間は１カ月を
平均して４０時間を超えない
早：7：00～16：00
日勤：9：00～18：00
遅番：10：00～19：00

休日・休暇

希望（2～3日）を考慮した上
1ケ月９～１０日の休日
就業６ケ月経過後に有給
休暇の付与有（10日）
年間休日：115日

応募資格
正看護・准看護師免許
スキル・経験 不問

通勤手当

3,500円～16,200円
（2キロ以上）
社会福祉施設職員退職手当等共済法と
島根県民間社会福祉施設等共済会制度
に加入

介護職員の求人情報
社会福祉法人西ノ島福祉会
募集情報
募集職種
仕事内容

郵便番号
給与

看護職員
・養護老人ホームみゆき荘、みゆき荘デイ 雇用形態
サービスセンターにおける看護業務全般
及び機能訓練業務に従事していただきま
す。
※就業時間はシフト制です。
※夜勤はありませんが夜間等の緊急時対
応をする場合があります。
ご相談下さい。
※見学は随時可能です。
〒684-0303
勤務地（住
所）

嘱託職員

島根県隠岐郡西ノ島町大字美田3078番
地19

月給制
ａ）基本給（月額平均）又は時間額
152,000円～220,000円
b）定額的に支払われる手当
特殊業務手当3,000円
処遇改善手当2,000円
（ａ+ｂ）
157,000円～225,000円
ｃ）その他の手当等付記事項
扶養手当5,000円（子供２人まで支給）
住居手当1,000円～18,000円
通勤手当 時間外手当
d）特別手当
賞与年２ケ月
引越手当
不問
学問不問
年齢不問
育児休暇有
介護休暇有
初任給は年齢・資格・学歴・経験年数(看
護に限らず)により決定
有 (育児休業給付金支給有)

勤務時間

有 (介護休業給付金支給有)

退職手当

雇用期間

雇用期間の定めなし

求人条件に 3ヶ月間の試用期間有
かかる特記 運転免許(自動二輪・普通自動車)有
事項
勤務地の配置換え有

備考

※応募希望の方は事前連絡のうえ、履歴書・安定所の紹介状を送付して下さい。
書類選考後、面接日時等をご連絡します。
☎08514-7-8116
Fax08514-7-8977
書類送付先：〒684-0301
島根県隠岐郡西ノ島町大字宇賀697番地
社会福祉法人西ノ島福祉会
事務局 平木永子宛

募集年齢
特徴

育児休暇
取得実績
介護休暇
取得実績

社会福祉法人西ノ島福祉会の掲載情報
掲載
採用人数

２０１５年９月１６日～２０１５年１０月３１日
１人

１カ月単位の変形労働時間
１週間の労働時間は１カ月を
平均して４０時間を超えない
早：7：00～16：00
日勤：9：00～18：00
遅番：10：00～19：00

休日・休暇

希望（2～3日）を考慮した上
1ケ月９～１０日の休日
就業６ケ月経過後に有給
休暇の付与有（10日）
年間休日：115日

応募資格
正看護・准看護師免許
スキル・経験 不問

通勤手当

3,500円～16,200円
（2キロ以上）
社会福祉施設職員退職手当等共済法と
島根県民間社会福祉施設等共済会制度
に加入

介護職員の求人情報
社会福祉法人西ノ島福祉会
募集情報
募集職種
仕事内容

郵便番号
給与

看護職員
・養護老人ホームみゆき荘、みゆき荘デイ 雇用形態
サービスセンターにおける看護業務全般
及び機能訓練業務に従事していただきま
す。
※就業時間はシフト制です。
※夜勤はありませんが夜間等の緊急時対
応をする場合があります。
ご相談下さい。
※見学は随時可能です。
〒684-0303
勤務地（住
所）

臨時職員

島根県隠岐郡西ノ島町大字美田3078番
地19

日給月給(毎月１０日締め)
ａ）基本給（月額平均）又は時間額
152,000円～220,000円
b）定額的に支払われる手当
処遇改善手当2,000円
（ａ+ｂ）
154,000円～222,000円
ｃ）その他の手当等付記事項
扶養手当5,000円（子供２人まで支給）
住居手当1,000円～18,000円
通勤手当 時間外手当

勤務時間

不問
学問不問
年齢不問
育児休暇有
介護休暇有
初任給は年齢・資格・学歴・経験年数(看
護に限らず)により決定
有 (育児休業給付金支給有)

応募資格
正看護・准看護師免許
スキル・経験 不問

有 (介護休業給付金支給有)

退職手当

雇用期間

雇用期間の定め有
１年～２年

求人条件に 3ヶ月間の試用期間有
かかる特記 運転免許(自動二輪・普通自動車)有
事項
勤務地の配置換え有

備考

※応募希望の方は事前連絡のうえ、履歴書・安定所の紹介状を送付して下さい。
書類選考後、面接日時等をご連絡します。
☎08514-7-8116
Fax08514-7-8977
書類送付先：〒684-0301
島根県隠岐郡西ノ島町大字宇賀697番地
社会福祉法人西ノ島福祉会
事務局 平木永子宛

募集年齢
特徴

育児休暇
取得実績
介護休暇
取得実績

社会福祉法人西ノ島福祉会の掲載情報
掲載
採用人数

２０１５年９月１６日～２０１５年１０月３１日
１人

１カ月単位の変形労働時間
１週間の労働時間は１カ月を
平均して４０時間を超えない

この中の
勤務時間
早：7：00～16：00
のどれかが 日勤：9：00～18：00
出来ない
遅番：10：00～19：00
休日・休暇

登用制度

希望（2～3日）を考慮した上
1ケ月９～１０日の休日
就業６ケ月経過後に有給
休暇の付与有（10日）
年間休日：115日

嘱託・正規職員への登用試験制度あり
継続して１年以上勤務

通勤手当

3,500円～16,200円
（2キロ以上）
社会福祉施設職員退職手当等共済法と
島根県民間社会福祉施設等共済会制度
に加入

介護職員の求人情報
社会福祉法人西ノ島福祉会
募集情報
募集職種
仕事内容

郵便番号
給与

看護職員
・養護老人ホームみゆき荘、みゆき荘デイ 雇用形態
サービスセンターにおける看護業務全般
及び機能訓練業務に従事していただきま
す。
※就業時間はシフト制です。
※夜勤はありませんが夜間等の緊急時対
応をする場合があります。
ご相談下さい。
※見学は随時可能です。
〒684-0303
勤務地（住
所）

パート職員

島根県隠岐郡西ノ島町大字美田3078番
地19

時給月給(毎月１０日締め)
ａ）基本給（月額平均）又は時間額
82,800円～169,600円
b）定額的に支払われる手当
処遇改善手当2,000円
（ａ+ｂ）
84,800円～171,600円
ｃ）その他の手当等付記事項
扶養手当5,000円（子供２人まで支給）
住居手当1,000円～18,000円
通勤手当 時間外手当

勤務時間

不問
学問不問
年齢不問
育児休暇有
介護休暇有
初任給は学歴・資格により決定
有 (育児休業給付金支給有)

応募資格
正看護・准看護師免許
スキル・経験 不問

有 (介護休業給付金支給有)

退職手当

雇用期間

雇用期間の定め有
１月～１年

求人条件に 3ヶ月間の試用期間有
かかる特記 運転免許(自動二輪・普通自動車)有
事項
勤務地の配置換え有

備考

※応募希望の方は事前連絡のうえ、履歴書・安定所の紹介状を送付して下さい。
書類選考後、面接日時等をご連絡します。
☎08514-7-8116
Fax08514-7-8977
書類送付先：〒684-0301
島根県隠岐郡西ノ島町大字宇賀697番地
社会福祉法人西ノ島福祉会
事務局 平木永子宛

募集年齢
特徴

育児休暇
取得実績
介護休暇
取得実績

社会福祉法人西ノ島福祉会の掲載情報
掲載
採用人数

２０１５年９月１６日～２０１５年１０月３１日
１人

この中の
勤務時間
のどれかが
出来る又は
何時間か
勤務出来る
休日・休暇

登用制度
通勤手当

１カ月単位の変形労働時間
１週間の労働時間は１カ月を
平均して４０時間を超えない
早：7：00～16：00
日勤：9：00～18：00
遅番：10：00～19：00
希望（2～3日）を考慮した上
1ケ月９～１０日の休日
就業６ケ月経過後に有給
休暇の付与有（10日）
年間休日：115日

臨時職員への登用試験制度あり
継続して１年以上勤務
3,500円～16,200円
（2キロ以上）
連続勤務経験１年以上経過後社会福祉
施設職員退職手当等共済法と島根県民
間社会福祉施設等共済会制度に加入

