介護老人保健施設芙蓉の丘会計年度任用職員募集のご案内
令和 2 年度採用の会計年度任用職員を募集します。応募される方は、履歴書（ホームペー
ジ掲載の指定の履歴書に応募職種及び求人番号を記載）、資格証の写し（介護福祉士を除く
介護員・事務職員は不要、運転手は運転免許証の写し）を管理課人事担当にご提出くださ
い。書類選考後、面接試験を実施する方には、面接の日時をご連絡します。
提出先、問合せ先 住所 421-3306

静岡県富士市中之郷 2500-1

担当

管理課

人事担当

電話

0545-56-2311

募集期間 令和元年 12 月 23 日～令和２年１月 24 日（必着）
採用日

令和２年４月１日

任用期間 令和２年４月１日～令和３年３月 31 日
※勤務成績により契約更新する制度あり。

＜看護師（フルタイム）＞

求人番号㉛

（職務内容） 通所、入所において、看護業務に従事します。
（給与）

月額 219,000 円

（手当）

地域手当、期末手当、通勤手当、夜間勤務手当・夜間看護手当（入所）等

（勤務時間） ８時 00 分～16 時 45 分（休憩 60 分）
（通所・入所）
16 時 00 分～８時 45 分（休憩 120 分）（入所）
（週休日）

約 120 日間（週休２日）
※

勤務日は勤務表によります。

＜看護師（パートタイム）＞

求人番号㉜

（職務内容） 通所、入所において、看護業務に従事します。
（給与）

時間給 1,385 円

（手当）

通勤手当等

（勤務時間） ８時 00 分～16 時 30 分の間の４時間以上
上記勤務時間以外の短時間勤務を希望の方は要相談。
（週休日）

週 2 日以上勤務
※

勤務日は勤務表によります。

＜准看護師（フルタイム）＞

求人番号㉝

（職務内容） 通所、入所において、看護業務に従事します。
（給与）

月額 180,900 円

（手当）

地域手当、期末手当、通勤手当、夜間勤務手当・夜間看護手当（入所）等

（勤務時間） ８時 00 分～16 時 45 分（休憩 60 分）
（通所・入所）
16 時 00 分～８時 45 分（休憩 120 分）
（入所）
（週休日）

約 120 日間（週休２日）
※

勤務日は勤務表によります。

＜准看護師（パートタイム）＞

求人番号㉞

（職務内容） 通所、入所において、看護業務に従事します。
（給与）

時間給 1,144 円

（手当）

通勤手当等

（勤務時間） ８時 00 分～16 時 30 分の間の４時間以上
上記勤務時間以外の短時間勤務を希望の方は要相談。
（週休日）

週 2 日以上勤務
※

勤務日は勤務表によります。

＜薬剤師（パートタイム）＞

求人番号㉟

（職務内容） 医薬品の管理およびそれに付随する業務に従事します。
（給与）

時間給 1,261 円

（手当）

通勤手当等

（勤務時間） ８時 00 分～16 時 00 分の間の 3 時間以上
（週休日）

週 3 日以上勤務
土曜日、日曜日、祝日、12 月 29 日から 1 月 3 日（約 120 日間）

＜介護員（フルタイム）＞

求人番号㊱

（職務内容） 通所、入所において、利用者様の日常生活に関わる業務、身体の清潔、排
泄、食事介助等の業務に従事します。
（給与）

月額 153,000 円（無資格者）
月額 158,300 円（介護福祉士）

（手当）

地域手当、期末手当、夜間勤務手当、通勤手当、処遇改善手当等

（勤務時間） ８時00分～16時45分（休憩60分）
（通所・入所）
16 時 00 分～８時 45 分（休憩 120 分）
（入所）
（週休日）

約 120 日間（週休２日）
※

勤務日は勤務表によります。

＜介護員（パートタイム）＞

求人番号㊲

（職務内容） 通所、入所において、利用者様の日常生活に関わる業務、身体の清潔、排
泄、食事介助等の業務に従事します。
（給与）

時間給 968 円（無資格者）
時間給 1,001 円（介護福祉士）

（手当）

期末手当、通勤手当、処遇改善手当等

（勤務時間） ８時00分～16時30分（休憩60分）
（通所・入所）
７時00分～15時30分（早番、休憩60分）
（入所）
10 時 30 分～19 時 00 分・11 時 15 分～19 時 45 分
（遅番、休憩 60 分）
（入所）
上記勤務時間以外の短時間勤務を希望の方は要相談。
（週休日）

約 120 日間（週休２日）
※

勤務日は勤務表によります。

＜事務職員（フルタイム）＞

求人番号㊳

（職務内容） 事務補助業務に従事します。
（リフト付送迎車運転、乗降の補助をして頂く場合もあります）
（給与）

月額 144,100 円

（手当）

地域手当、期末手当、通勤手当等

（勤務時間） ８時00分～16時45分（休憩60分）
（週休日）

土曜日、日曜日、祝日、12 月 29 日から 1 月 3 日（約 120 日間）

＜事務職員（パートタイム）＞

求人番号㊴

（職務内容） 事務補助に従事します。
（給与）

時間給 911 円

（手当）

期末手当、通勤手当等

（勤務時間） ８時00分～16時30分（休憩60分）
上記勤務時間以外の短時間勤務を希望の方は要相談
（リフト付送迎車運転、乗降の補助をして頂く場合もあります）
（週休日）

土曜日、日曜日、祝日、12 月 29 日から 1 月 3 日（約 120 日間）

＜運転手（パートタイム）＞

求人番号㊵

（職務内容） 通所の送迎、乗降の補助業務に従事します。
（給与）

時間給 911 円

（手当）

期末手当、通勤手当等

（勤務時間） 7時45分～9時30分・14時45分～16時30分
（週休日）

土曜日、日曜日、祝日、12 月 29 日から 1 月 3 日（約 120 日間）
※

勤務日は勤務表によります。

