
 

 

 求 人 情 報 

当法人は下記スタッフを募集しておりますので、お気軽にご相談下さい。 

 求人内容 

看護師  

勤務地 小規模多機能施設なごみの家 

住所 陸前高田市高田町字中和野８７－１ 

応募資格 看護師、准看護師 

仕事内容 バイタル測定、排せつ確認、下剤の投与、吸引、医療機器の管理、 

医療処置、服薬確認等 

勤務時間 (1) ８時３０分～１７時３０分 

(2) ８時００分～１７時００分 

基本給 １５０，０００円～１６０，０００円 賞与４．６５カ月 

準職員（１年更新、業務評価により正職員登用制度有） 

諸手当 資格手当、通勤手当、特定処遇改善手当、ベースアップ手当 

福利厚生 社会保険完備、退職金制度（国、県）2 種 

休日 交代制で月９～１０日（年間１０７日） 年次有給休暇有 

夜勤、オンコールはありません 法人内の異動有 

 

看護師  

勤務地 社会福祉法人高寿会 施設及び事業所 陸前高田市内 

住所 岩手県陸前高田市高田町字東和野６７番地 

応募資格 看護師、准看護師 

仕事内容 バイタル測定、排せつ確認、下剤の投与、吸引、医療機器の管理、 

医療処置、服薬確認等 

勤務時間 (1) ８時３０分～１７時３０分 

(2) ８時００分～１７時００分 

(3) ９時００分～１８時００分 

基本給 １５０，０００円～１８４，０００円 賞与４．６５カ月 

正職員 

諸手当 資格手当、通勤手当、特定処遇改善手当、ベースアップ手当 

福利厚生 社会保険完備、退職金制度（国、県）2 種 

休日 交代制で月９～１０日（年間１０７日） 年次有給休暇有 

夜勤はありません 法人内の異動有 

但し、特別養護老人ホーム高寿園はオンコール有 

 

 

 

 



 

 

介護員  

勤務地 社会福祉法人高寿会 施設及び事業所 陸前高田市内 

住所 陸前高田市内 

応募資格 介護福祉士（介護職員初任者研修修了者又は実務者研修修了者の方は

要相談。臨時介護員としての採用の可能性があります） 

仕事内容 入所者、利用者の入浴、食事、排泄介助、オムツ交換等介護業務全般 

勤務時間 

(1)～(8)の 

交替勤務 

(1) ６時３０分～１５時３０分 

(2) ９時３０分～１８時３０分  

(3) １１時３０分～２０時３０分 

(4) １３時００分～２２時００分 

デイサービスセンター等の場合 

(8) ８時００分～１７時００分 

(5) １６時３０分～9 時３０分 

(6) ２２時００分～７時００分 

(7) ７時００分～１６時００分 

基本給 １４３，０００円～１８５，０００円 賞与４．６５カ月 

準職員（１年更新、業務評価により正職員登用制度有） 

諸手当 資格手当、通勤手当、夜勤手当、処遇改善手当、特定処遇改善手当、 

ベースアップ手当 

福利厚生 社会保険完備、退職金制度（国・県）２種 

休日 交代制で月９～１０日（年間１０７日） 年次有給休暇有 

 

介護員  

勤務地 特別養護老人ホーム高寿園又は小規模多機能施設なごみの家 

住所 陸前高田市内 

応募資格 介護福祉士（介護職員初任者研修修了者又は実務者研修修了者の方は

要相談。臨時介護員としての採用の可能性があります） 

仕事内容 入所者、利用者の入浴、食事、排泄介助、オムツ交換等介護業務全般 

勤務時間 

(1)～(9)の 

交替勤務 

特別養護老人ホーム高寿園の場合 

(1) ６時３０分～１５時３０分 

(2) ９時３０分～１８時３０分 

(3) １１時３０分～２０時３０分 

(4) １３時００分～２２時００分 

 

(5) １６時３０分～９時３０分 

(6) ２２時００分～７時００分 

(7) ７時００分～１６時００分 

 

 小規模多機能施設なごみの家の場合 

(8) ７時００分～１６時００分 

(9) ８時３０分～１７時３０分 

(10) １３時００分～２２時００分 

(11) １６時００分～９時００分（夜勤） 

基本給 １４３，０００円～１８５，０００円 賞与４．６５カ月 

正職員 

諸手当 資格手当、通勤手当、夜勤手当、処遇改善手当、特定処遇改善手当、 

ベースアップ手当 

福利厚生 社会保険完備、退職金制度（国、県）２種 

休日 交代制で月９～１０日（年間１０７日） 年次有給休暇有 

 



 

 

介護員（臨時）  

勤務地 特別養護老人ホーム高寿園 

住所 陸前高田市内 

応募資格 介護職員初任者研修修了者（旧ヘルパー２級資格）であれあ尚可 

資格がなくても職員が丁寧に指導いたします 

仕事内容 入所者の入浴、食事、排泄介助、オムツ交換等介護業務全般 

勤務時間 (1) ６時３０分～１５時３０分 

(2) ９時３０分～１８時３０分 

(3) １１時３０分～２０時３０分 

(4) １３時００分～２２時００分 

基本給 １４４，０５０円 賞与１．５０カ月 

臨時職員 

諸手当 資格手当、通勤手当、特定処遇改善手当、ベースアップ手当 

福利厚生 社会保険完備、退職金制度（国、県）２種 

休日 交代制で月９～１０日（年間１０７日） 年次有給休暇有 

 

生活支援員  

勤務地 サービス付き高齢者向け住宅ほっこり家 

住所 岩手県陸前高田市高田町字山苗代４３番地１ 

応募資格 調理師あれば尚可 

仕事内容 生活支援（調理、生活支援、清掃等） 

勤務時間 (1) ６時３０分～１０時３０分 

(2) １０時００分～１４時００分 

(3) １４時３０分～１８時３０分 

又は１５時００分～１９時００分の間の４時間程度 

１日４時間以外に １日８時間有 

基本給 時間給８８０円 

諸手当 資格手当、通勤手当、特定処遇改善手当、ベースアップ手当 

福利厚生 労災保険 

休日 週交代制で月９～１０日（年間１０７日） 年次有給休暇有 

 

  



 

 

介護員（高卒）  

勤務地 社会福祉法人高寿会 施設及び事業所 

住所 陸前高田市内 

応募資格  

仕事内容 入所者、利用者の入浴、食事、排泄介助、オムツ交換等介護業務全般 

勤務時間 交代制 

(1) ６時００分～１５時００分（１時間休憩） 

(2) ９時３０分～１８時３０分（１時間休憩） 

(3) １６時３０分～９時３０分（２時間休憩） 

基本給 １４２，０００円 

準職員 

諸手当 資格手当、通勤手当、特定処遇改善手当 

福利厚生 社会保険完備、退職金制度（国、県）２種 

休日 週休２日制 毎週 土、日、祝日は交代での勤務 年次有給休暇有 

 

訪問介護員  

勤務地 訪問介護事業所 

住所 岩手県陸前高田市高田町字東和野６７番地 

応募資格 介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級） 

仕事内容 訪問介護事業所において介護、家事等の生活支援 

勤務時間 ７時００分～１９時００分の間の６時間程度 

基本給 時間給９９０円 

諸手当 資格手当、通勤手当、特定処遇改善手当、ベースアップ手当 

福利厚生 労災保険 

休日 週交代制で月９～１０日（年間１０７日） 年次有給休暇有 

 

  



 

 

調理員（臨時）  

勤務地 特別養護老人ホーム高寿園 

住所 陸前高田市高田町字東和野６７番地 

応募資格 調理師 

仕事内容 入所者の朝、昼、夕食の調理及び交替勤務の時間帯により在宅の方へ

の弁当調理給食業務全般 

勤務時間 (1) ５時３０分～１４時３０分 

(2) ８時００分～１７時００分 

(3) ９時３０分～１８時３０分 

(1)早出勤務は習熟度による 

時間外労働有 月平均２時間 

基本給 １４４，０００円 賞与１．５０カ月 

臨時職員（１年更新、業務評価により正職員登用制度有） 

諸手当 資格手当、通勤手当、特定処遇改善手当、ベースアップ手当、 

早出手当 

福利厚生 社会保険完備、退職金制度（国、県）２種 

休日 週休２日制 その他 土、日、祝日勤務有 

 

 


