
令和 5年度 さくら福祉保健事務組合 会計年度任用職員 募集職種一覧 

 ○養護老人ホーム桜花寮（五泉市愛宕甲 7203番地 ） 

職  種 主な職務内容 資格等 勤務日・勤務時間等 報酬 報酬単価 

一般事務員 ・窓口、電話対応 ・事務作業（PC） 

・入所者の見守り、付添 

不問 月～金曜日（祝日を除く、年末年始 12/28～1/3は休日） 

8：30～16：30の間で７時間 30分（休憩１時間） 

月額 145,741円 

期末手当、時間外手当 

支 援 員 ・養護老人ホーム入所への日常生活の支援、 

介助等 

・事務作業（PC） 

不問 週 37.5時間（シフト制、夜勤あり）１日７時間 30分 

（休憩１時間） 

 早出 7：00～15：30  日勤 8：15～16：45 

 中出 9：30～18：00  遅出 10：30～19：00 

 夜勤 15：30～翌 8：45の間 15時間（仮眠あり） 

月額 182,612円 

期末手当、時間外手当、夜勤手当 

看 護 師 ・養護老人ホーム入所者の健康管理等 看護師 

准看護師 

月 16日勤務   １日４時間 00分 

 8：00～17：00の間で４時間 00分 

時給 １週間の勤務時間を 38.75時間と

した月額：248,900円を 1週間の

勤務時間に応じて時給とします。 

栄 養 士 ・養護老人ホーム入所者の食事の管理、献

立、食材の発注等 

栄養士 月～金曜日（祝日を除く、年末年始 12/28～1/3は休日） 

9：30～16：30 ７時間 00分（休憩１時間） 

時給 １週間の勤務時間を 38.75時間と

した月額：211,200円を 1週間の

勤務時間に応じて時給とします。 

期末手当、時間外手当 

調 理 員 ・養護老人ホーム入所者の給食調理、調理

器具の洗浄、調理室の清掃等業務 

不問 週 37.5時間（シフト制）１日７時間 30分（休憩１時間） 

 早出 5：15～13：45  中出 6：30～15：00 

 日勤 8：00～16：30  遅出 10：30～19:00 

月額 159,387円 

期末手当、時間外手当 

清   掃 

補 助 員 

・養護老人ホーム内の清掃業務等 

 （入所者居室内清掃はありません） 

不問 週 30時間 

（日・水曜日、祝日、年末年始 12/28～1/3は休日） 

9：00～16：00 ７時間 00分（休憩１時間） 

時給 １週間の勤務時間を 38.75 時間と

した月額：135,100 円を 1 週間の

勤務時間に応じて時給とします。 

期末手当 

○特別養護老人ホーム愛松園（五泉市番坂新 174番地 2） 

職  種 主な職務内容 資格等 勤務日・勤務時間等 報酬 報酬単価 

介 護 員 ・特別養護老人ホーム入所者及びショート 

ステイ利用者への日常生活の介護等 

・事務作業（PC） 

不問 週 37.5時間（シフト制、特養夜勤あり）１日７時間 30分 

休憩：１時間 

特養 日勤  8：00～16：30 遅勤 10：30～19：00 

    夜勤 16：30～翌 9：30の間 15時間（仮眠あり） 

 ショートステイ  

早勤  7：15～15：45  日勤  7：45～16：15 

    遅勤 10：00～18：15 遅々勤 10：15～18：45 

月額 195,967円 

期末手当、時間外手当、夜勤手当 



職  種 主な職務内容 資格等 勤務日・勤務時間等 報酬 報酬単価 

介   護 

福 祉 士 

・特別養護老人ホーム入所者及びショート 

ステイ利用者への日常生活の介護等 

・事務作業（PC） 

介 護 

福祉士 

週 37.5時間（シフト制、特養夜勤あり）１日７時間 30分 

休憩：１時間 

 特養 日勤  8：00～16：30 遅勤 10：30～19：00 

    夜勤 16：30～翌 9：30の間 15時間（仮眠あり） 

 ショートステイ  

早勤  7：15～15：45 日勤  7：45～16：15 

    遅勤 10：00～18：15 遅々勤 10：15～18：45 

月額 204,387円 

期末手当、時間外手当、夜勤手当 

看護師① ・特別養護老人ホーム入所者の健康管理等 

・事務作業（PC） 

看護師 

准看護師 

週 37.5時間（シフト制）１日７時間 30分（休憩１時間） 

 早出 8：30～17：00  遅出 9：30～18：00 

月額 240,870円 

期末手当、時間外手当 

看護師② ・特別養護老人ホーム入所者の健康管理等 看護師 

准看護師 

8：00～16：00   １日７時間 00分（休憩１時間） 

①月 16日勤務 ②月 17日勤務 ③週 2日勤務 

※１日の勤務時間を７時間として、勤務日数については応談 

 いたします。 

時給 １週間の勤務時間を 38.75時間と

した月額：248,900円を 1週間の

勤務時間に応じて時給とします。 

調 理 員 ・特別養護老人ホーム入所者の給食調理、

調理器具の洗浄、調理室の清掃等業務 

不問 週 37.5時間（シフト制）１日７時間 30分（休憩１時間） 

早々出 5：15～13：45  早出  7：15～15：45  

日勤  8：30～17：00  遅出 10：45～19：15  

月額 159,387円 

期末手当、時間外手当 

運転手兼 

管 理 員 

・入所者の送迎、内外の用務、施設内外の美

化及び設備の管理業務 

普通自動

車免許 

週 37.5時間（シフト制）１日７時間 30分（休憩１時間） 

 8：30～17：00 

月額 159,387円 

期末手当、時間外手当 

介   護 

補 助 員 

・特別養護老人ホーム入所者及びショート 

ステイ利用者への日常生活の介護等 

不問 １日５時間 00分（休憩 45分間） 月 20日勤務 

特養   ①11：15～17：00 ②10：15～16：00 

ショートステイ   9：15～15：00  

時給 １週間の勤務時間を 38.75時間と

した月額：164,700円を 1週間の

勤務時間に応じて時給とします。 

調   理 

補 助 員 

・特別養護老人ホーム入所者の給食調理、

調理器具の洗浄、調理室の清掃等業務 

不問 月 18日勤務  １日 6時間 00分（休憩１時間）  

 9：00～16：00の間で 6時間 00分 

 週 27時間勤務 

時給 １週間の勤務時間を 38.75 時間と

した月額：156,300 円を 1 週間の

勤務時間に応じて時給とします。 

清   掃 

補 助 員 

・特別養護老人ホーム内の清掃業務等 

 （入所者居室内清掃はありません） 

不問 月～金曜日（祝日を除く、年末年始 12/28～1/3は休日） 

9：00～16：00 ７時間 00分（休憩１時間） 

時給 １週間の勤務時間を 38.75 時間と

した月額：135,100 円を 1 週間の

勤務時間に応じて時給とします。

期末手当 

 


