
しずさとデイサービス職員（介護職員）募集について 

※常勤 介護職員 
職種 介護職員 

仕事内容 デイサービス施設における介護および送迎 

雇用形態 雇用期間の定めなし 

雇用期間 期間の定めなし 

就業場所 大垣市桧町 1452 介護センターしずさと 
必要な資格 介護福祉士 

普通自動車免許 
およびワード・エクセルの基本操作 

年齢 40 歳まで 

基本給（a） 182,100～286,300 円 

手当（b） 特定処遇改善加算 5,000 円 
住宅手当 4,100～14,400 円 
共済手当 2,250～2,250 円 

合計（a）＋（b） 194,050～314,150 円 

通勤手当 上限 30,000 円 

その他手当 家族扶養手当（第 1 扶養 10,000 円、第 2 扶養以降
6,000 円） 
勤続手当（2 年目より月 300 円～20 年目月 14,500 円） 
35 歳以上加算（月 4,100 円） 
祝日出勤（1,600 円） 

昇給年 1 回 3,600～6,200 円 

賞与 年 2 回 3 カ月分（前年度実績） 
退職金制度 あり 

就業時間 7：45～16：45 

時間外労働 月平均 7 時間 
休憩 60 分 

年間休日数 132 日 

年間休日数以外の有給取得 月平均 1.2 日（前年度実績） 
※その他、詳細についてはハローワークでの情報をご参照下さい。 

お問合せ先：0584-93-1172  介護課長  奥田博己 

一緒によいサービスを作っていきましょう。やる気のある方をお待ちしています。 

 



しずさとデイサービス職員（介護職員）募集について 

※非常勤 介護職員 
職種 介護職員 

仕事内容 デイサービス施設における介護および送迎 

雇用形態 雇用期間の定めあり 

雇用期間 1 年更新 原則更新 

就業場所 大垣市桧町 1452 介護センターしずさと 
必要な資格 介護福祉士 

普通自動車免許 

年齢 45 歳まで（45 歳上 応相談） 

基本給（a） 168,000～198,400 円 

手当（b） 特定処遇改善加算 5,000 円 
住宅手当 9,000 円 

合計（a）＋（b） 173,000～203,400 円 
基本給は時給×8 時間×20 日で計算 

通勤手当 上限 30,000 円（片道 2 キロ以上から） 
その他手当 ・家族扶養手当 

（第 1 扶養 6,800 円、第 2 扶養以降 3,400 円） 
・祝日出勤手当（1,600 円） 

昇給年 1 回 10 円ずつの昇給あり。 

賞与 年 2 回 3 カ月分（前年度実績） 
退職金制度 退職給付金制度あり（10 年以上） 

就業時間 7：45～16：45 

時間外労働 月平均 7 時間 
休憩 60 分 

年間休日数 124 日 

年間休日数以外の有給取得 月平均 1.2 日（前年度実績） 
※その他、詳細についてはハローワークでの情報をご参照下さい。 

お問合せ先：0584-93-1172  介護課長  奥田博己 

一緒によいサービスを作っていきましょう。やる気のある方をお待ちしています。 

 



しずさとショートステイ職員（介護職員）募集について 

※常勤 介護職員 
職種 介護職員 

仕事内容 ショートステイにおける介護全般 
利用者の送迎 

雇用形態 雇用期間の定めなし 

雇用期間 期間の定めなし 

就業場所 大垣市桧町 1452 介護センターしずさと 
必要な資格 ・介護福祉士・普通自動車免許 

およびワード・エクセルの基本操作 

年齢 40 歳まで 

基本給（a） 182,100～303,300 円 
手当（b） 特定処遇改善加算 5,000 円 

住宅手当 4,100～14,400 円 
共済手当 2,250～2,250 円 

合計（a）＋（b） 193,450～324,950 円 

通勤手当 上限 30,000 円 
その他手当 ・家族扶養手当（第 1 扶養 10,000 円、第 2 扶養以降

6,000 円）・勤続手当（2 年目より月 300 円～20 年目
月 14,500 円）・35 歳以上加算（月 4,100 円）・祝日出
勤（1,600 円）・年末年始手当 8,000 円 

昇給年 1 回 3,600～6,200 円 

賞与 年 2 回 3 カ月分（前年度実績） 
退職金制度 あり 

就業時間 ５シフト（8 時間労働） 
・6：30～15：30 
・8：00～17：00 
・12：30～21：30 
・15：00～0：00 
・0：00～9：00 

時間外労働 月平均 7 時間 
休憩 60 分 

年間休日数 132 日 

年間休日数以外の有給取得 月平均 1.2 日（前年度実績） 
※その他、詳細についてはハローワークでの情報をご参照下さい。 

一緒によいサービスを作っていきましょう。やる気のある方をお待ちしています。 

お問合せ先：0584-93-1175  介護課長  奥田博己 


