
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職種 
いなほ，義明苑，ふくとみ等 

介護職員 

ふくとみ，通所介護等 

看護職員 

居宅介護支援事業所 

介護支援専門員 

募集人数 ２～４名 １～2 名 １～2 名 

資格等 介護福祉士 その他 看護師 介護支援専門員 

給与 

（経験による） 

206,300 円～ 

夜勤６回含 

192,100 円～ 

夜勤６回含 

194,300 円～ 

※夜勤なし！ 

時給 1,000 円～ 

※初心者歓迎！ 

各種手当 家族手当，住宅手当，通勤手当，夜勤手当（夜勤は介護職員のみ） 

その他 
各種社会保険完備，退職金制度，食事補助，両毛メート(職員向け福利厚生)加入あり，

資格取得奨励制度及び資格取得勉強会（ケアマネ・介護福祉士・社会福祉士等）。 

休日休暇 夏期休暇・年末年始休暇・結婚休暇あり，完全週休２日制（年間休日 110 日） 

 

経験者優遇！ パート職員も同時募集！介護職員，生活支援員，看護職員 

労働日数や就労時間は相談に応じます。経験がない方も是非一度ご連絡ください。 

 

 

 

     社会福祉法人美明会
みめいかい

 特別養護老人ホーム義明苑
ぎめいえん

 TEL0284-73-2020 

     〒326-0324 栃木県足利市久保田町 1223  https://www.mimeikai.com/

応募方法：ハローワークもしくは直接担当者までお問い合わせください。 （担当：吉田） 

http://www.mimeikai.com/


＜当法人美明会の特徴＞ 「あなた」のやさしさが活きる職場です 

「あなた」にやさしく 

笑顔向上委員会のクラブ他 

「キャリア」にやさしく 

職場研修推進委員会の勉強会等 

「地域社会」にやさしく 

社会貢献地域連携委員会の活動 

福利厚生の充実を図り、職員の笑顔

やチームワークの向上を目指してい

ます。ボウリングや職員旅行，各種

クラブ（ゴルフ，ソフトボール，バ

ドミントンなど）、行事を企画してい

ます。職員だけでなく、その家族と

の交流も持つことができます。 

職員のスキルアップのために、勉強

会を企画・実施しています。介護保

険や認知症など介護に関わる勉強は

もちろん、モテ講座や笑いの勉強会

など職員の内面を磨く勉強会にも力

を入れています。 

地域へ向けた積極的な活動をしてい

ます。クリーン活動，広報誌作成，

介護者教室，地区文化祭参加，義明

苑忘年会，学校訪問など、美明会職

員が地域に向けて何ができるかを考

えながら活動しています。 

「プライベート」にやさしく 

仕事と生活の充実感が大切 

「未来」にやさしく 

資質向上への支援 

「気持ち」にやさしく 

やりがいのある職場 

年休：９．９日／年 

時間外労働：３．０時間／月 

（前年度実績） 

完全週休２日，夏期休暇３日，冬期

休暇３日，産休・育休，出産休暇な

どあり。ワークライフバランスを考

慮して、プライベートな時間を大切

にします。 

介護福祉士，社会福祉士，調理員，

菅理栄養士，介護支援専門員などの

受験料はすべて法人負担、また各種

受験対策講座も行っており、資格取

得支援も力をいれています。 

人事考課制度を導入しており、向上

心・やる気・努力次第で昇給・昇格

のチャンスがあります。また、幅広

い年齢層の職員が働いていくこと

で、困ったことがあれば、職場の内

外で相談できて、問題解決に繋がり

ます。 

 

介護職員【正職員】（いなほ，義明苑，ふくとみ） 

 ＜勤務時間＞ 日勤、夜勤などによる交代制 

  （勤務時間例） ［早 番］ 7:00～16:00，［日 勤］ 8:30～17:30，［遅 番］10:00～19:00 

          ［遅々番］13:00～22:00，［夜 勤］22:00～ 7:00夜勤手当：6,000円／回 

          ※勤務場所等により、多少異なります。（実労働時間 8時間） 

 ＜勤務日数＞ ローテーションによる勤務、週休２日程度（週 40時間） 

看護職員【正職員】（ふくとみ，デイサービス） 

 ＜勤務時間＞ ［日 勤］ 8:30～17:30（実労働時間 8時間） 

        ※勤務場所等により、多少異なります。夜勤はありません。 

 ＜勤務日数＞ ローテーションによる勤務、週休２日程度（週 40時間） 

介護支援専門員【パート】（居宅介護支援事業所，地域包括支援センター） 

 ＜勤務時間・日数＞ ［日 勤］ 8:30～17:30（実労働時間 8時間） 

          ※上記の中で、５時間、週３日以上で相談に応じます。（基本、土日休） 

 

 上記の他に、パート職員も募集しています。勤務日数及び時間は相談に応じます。 

 看護職員：時給 1,200円～（准看護師 1,100円～） 

  ・９時～１６時の中で４時間以上勤務可能な方歓迎  

 介護職員：時給 900円～ 

  ・土曜勤務できる方歓迎（義明苑，いなほ，ホームヘルプ）、早番専門，遅番専門など相談可能 

  ・介護福祉士や経験者、優遇 

 生活支援員：時給 870円～ 

  ・障害者の支援，作業等の補助，見守り，送迎など、未経験無資格からできます 

 



計算根拠 

＜例：一般の場合＞ 

区分 看護師：短大卒 准看：短大卒 介福：専門卒 他介護：高卒 栄養士：短大 管栄養士：大卒 

等級 ２－３２ １－５２ １－３０ １－２４ ２－２８ ２－４０ 

基本給 174,300 円 170,700 円 155,300 円 151,100 円 171,100 円 180,700 円 

特殊業務 20,000 円 10,000 円 15,000 円 5,000 円 3,000 円 10,000 円 

給与（基本＋特

殊） 

194,300 円 180,700 円 170,300 円 156,100 円 174,100 円 190,700 円 

夜勤（６回分） 夜勤なし 夜勤なし 36,000 円 36,000 円 夜勤なし 夜勤なし 

合計 194,300 円 180,700 円 206,300 円 192,100 円 174,100 円 190,700 円 

 

＜例：経験者優遇（リーダー候補）の場合＞ 

区分 看護師 准看護師 介福：専門卒 介福：高卒 管理栄養士 

等級 ２－９２ ２－８７ ２－６８ ２－６３ ２－８８ 

基本給 222,300 円 218,300 円 203,100 円 199,100 円 219,100 円 

特殊業務 20,000 円 10,000 円 15,000 円 15,000 円 10,000 円 

給与（基本＋特

殊） 

242,300 円 228,300 円 218,100 円 214,100 円 229,100 円 

夜勤（６回分） 夜勤なし 夜勤なし 36,000 円 36,000 円 夜勤なし 

合計 240,700 円 228,300 円 254,100 円 250,100 円 229,100 円 

 


