
つばき・もくれんホーム

松山市福角甲1763番地1

ことりホーム

松山市勝岡町2515番地1

つばめホーム

松山市太山寺町477番地1

生活支援員

賃金形態 月給

賃金締切日

通勤手当

昇給(実績)

賞与(実績) あり・年２回　2.31月分

臨時 加入保険

１２カ月・契約更新の可能性あり

不問

できれば簡単なパソコン操作のできる方

普通自動車免許（AT運転可）

不問

1名

面接

随時

５日後

あり・6カ月

つばき・もくれんホーム

松山市福角甲1763番地1

ことりホーム

松山市勝岡町2515番地1

世話人

賃金形態 日給 7,200円～7,600円

賃金締切日

通勤手当

昇給(実績)

賞与(実績)

臨時 加入保険

１２カ月・契約更新の可能性あり

不問

できれば簡単なパソコン操作のできる方

普通自動車免許（AT運転可）

不問

3名

面接

随時

５日後

あり・6カ月

a.基本額(時間額換算額)147,000円～209,200円

月額(a＋b)/163,200円～225,400円

賃金

就業場所

事業所名

事業所名

就業場所

選考結果
休日等 4週8休　シフト制

試用期間

求人条件特記事項

・マイカー通勤に関しては、福角会マイカー規定に則った場合可能。
・採用内定後、健康診断を受けて頂きます。（事業所負担）
・年次有給休暇は当法人規程により採用日より付与する（変動あり）

⑤12：00～21：00

採用人数 ⑥15：00～翌10：00

選考方法 休憩60分　

日時

学歴

就業時間

①8：30～17：30

必要な経験 ②6：30～15：30

必要な免許・資格 ③7：00～16：00

年齢 ④10：00～19：00　

3.選考等

あり　

あり・年２回　1万円～2万円

雇用形態 雇用・労災・健康・厚生・退職金制度(１年以上)

雇用期間

2.仕事の内容 c.その他の手当

職種 夜勤手当　5,000円

仕事の内容

知的障害のある方のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（複数）での生活支援
・起床、就寝支援（着替え・ﾄｲﾚ誘導等）・入浴支援
・食事の準備（朝食、夕食の準備：主に配食ｻｰﾋﾞｽ利用）
・洗濯支援（洗濯干しのサポート、整理等）
・出発準備（日中活動の準備等）
・入浴支援
・公用車の運転（買い物等外出支援のため）
・パソコンを使用しての活動の記録入力
※夜勤月8回程度

＠7,200～7,600×21.4日

末日/翌月10日払

月額13,700円まで・マイカー通勤可

事業所名

賃金

月額(a＋b)/170,280円～178,840円

就業場所 a.基本額(時間額換算額)154,080円～162,640円

事業所名 b.定額的に支払われる手当

就業場所 特殊業務手当　　8,700円

処遇改善手当　　7,500円

求人条件特記事項

・マイカー通勤に関しては、福角会マイカー規定に則った場合可能。
・採用内定後、健康診断を受けて頂きます。（事業所負担）
・年次有給休暇は当法人規程により採用日より付与する（変動あり）

②求人票(常勤・臨時・日給)

1.求人事業所・施設名 4.労働条件

4.労働条件1.求人事業所・施設名

①求人票(常勤・臨時・月給)

選考方法 休憩60分　

日時

選考結果
休日等 4週8休　シフト制

試用期間

③7：00～16：00

年齢 ④10：00～19：00　

3.選考等 ⑤12：00～21：00

採用人数 ⑥15：00～翌10：00

雇用形態 雇用・労災・健康・厚生・退職金制度(１年以上)

雇用期間

学歴

就業時間

①8：30～17：30

必要な経験 ②6：30～15：30

必要な免許・資格

職種 夜勤･宿直手当　5,000円

仕事の内容

知的障害のある方のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（複数）での生活支援
・起床、就寝支援（着替え・ﾄｲﾚ誘導等）・入浴支援
・食事の準備（朝食、夕食の準備：主に配食ｻｰﾋﾞｽ利用）
・洗濯支援（洗濯干しのサポート、整理等）
・出発準備（日中活動の準備等）
・入浴支援
・公用車の運転（買い物等外出支援のため）
・パソコンを使用しての活動の記録入力
※夜勤月8回程度

住宅手当　上限20,000円

資格手当　5,000円

末日/翌月10日払

月額13,700円まで・マイカー通勤可

あり　

事業所名 b.定額的に支払われる手当

就業場所 特殊業務手当　　8,700円

処遇改善手当　　7,500円

2.仕事の内容 c.その他の手当

いつきホームズ関連



③求人票(パートタイマー)

つばき・もくれんホーム

松山市福角甲1763番地1

b.定額的に支払われる手当

世話人（夜勤専従）

c.その他の手当

賃金形態

臨時 賃金締切日

１２カ月・原則契約更新 通勤手当

不問 昇給(実績)

不問 賞与(実績)

不問 加入保険

不問

１名

面接

随時

５日後

あり・6カ月

求人条件特記事項

④求人票(パートタイマー)

つばき・もくれんホーム

松山市福角甲1763番地1

ことりホーム

松山市勝岡町2515番地1 b.定額的に支払われる手当

世話人

特殊業務手当　7,400円

賃金形態

臨時 賃金締切日

１２カ月・原則契約更新 通勤手当

不問 昇給(実績)

不問 賞与(実績)

普通自動車免許（AT限定可） 加入保険

不問

１名

面接

随時

５日後

あり・6カ月

求人条件特記事項

求人条件特記事項

・マイカー通勤については、福角会マイカー規則に則った場合可。
・採用内定後、健康診断を受けて頂きます。（事業主負担）

④14：00～19:00

日時 ⑤16：00～21:00

選考結果
休日等

週休二日制　(4週8休シフト制)

試用期間

必要な免許・資格 雇用・労災

年齢

就業時間

①6:30～11:30

選考等 ②7:00～12:00

採用人数 ③10：00～15:00

選考方法

雇用期間 月額625円まで・マイカー通勤可

学歴 あり　10円～10円

必要な経験 あり・年２回　1万円～1万円

c.その他の手当

仕事の内容

知的障害のある方に対する生活活動及び活動に対する支
援全般
・生活支援（着替え・ﾄｲﾚ誘導等）
・食事支援（朝食、夕食の準備：主に配食ｻｰﾋﾞｽ利用）
・洗濯支援（洗濯干しのサポート、整理等）
・出発準備（日中活動の準備等）
・日中活動支援（作業支援、余暇活動支援）
・公用車の運転（買い物等外出支援のため）

処遇改善手当　6,350円

時間給

雇用形態 末日/翌月10日払

事業所名

賃金

時間額(a＋b)/900円～950円

就業場所 a.基本額(時間換算額)900円～950円

事業所名

就業場所

仕事の内容

職種

求人条件特記事項

・この求人の週所定労働日数は夜勤の回数です。
・希望者には夜食・朝食を提供します（自己負担）
・マイカー通勤については、福角会マイカー規則に則った場合可。
・労働条件により加入保険に変更あり
・昇給賞与制度あり、前年度実績あり
・採用内定後、健康診断を受けて頂きます。（事業主負担）

週所定労働日数週３～５日

選考方法

日時

選考結果
休日等

シフト制

試用期間

必要な経験 あり・年２回　1万円～1万円

必要な免許・資格 雇用・労災

年齢

就業時間

①21：00～7：00

選考等 休憩120分　

採用人数

雇用形態 末日/翌月10日払

雇用期間 月額625円まで・マイカー通勤可

学歴 あり　10円～10円

職種

仕事の内容

知的障害のある利用者の生活支援、身の回りのお
世話（就寝準備、起床支援）
※グループホーム10名に対し、夜勤者１名と遅出
（21：30分まで）1名で対応します。
※夜勤回数は週３～５回で相談に応じます。

特殊業務手当　1,950円～8,700円

処遇改善手当　1,750円～7,500円

時間給（深夜割増別途）

事業所名

賃金

時間額(a＋b)/850円～900円

就業場所 a.基本額(時間換算額)850円～900円

仕事の内容


