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正規職員 募集 
特別養護老人ホーム 愛 誠 園  

介護職 

【給 与】                               

月給１７１，７００円～２０７，３００円 
※処遇改善手当含 

【手 当】                                  

夜 勤 １回  ４，５００円 

通 勤 上限 １３，０００円 
住 宅 上限 １２，０００円 
その他 扶養手当・就学支援手当 

 

【賞 与】                                

    年２回 計２．４～３．０月分  （前年度実績） 
 

【就業時間】特別養護老人ホーム              

    ①7：30-16：30 ②10：00-19：00 

    ③18：00-8：00【週労働時間：40 時間】 
 

【休日・有給】                              
    シフト制による週休２日 

夏季休暇３日  冬季休暇３日    入職３ヶ月後 有給計１０日 
 

【加入保険】                               

    雇用・労災・健康/厚生   退職金共済及び退職金制度（勤続１年以上） 
 

社会福祉法人 善隣福祉会  愛 誠 園 〒901-2221 宜野湾市伊佐 3 丁目 26 番 8 号 

応募先 098-897-8231 総務課 

詳細は【ハローワーク／愛誠園 検索！】 
施設見学・問い合わせ、お気軽にお待ちしております 

宜野湾市伊佐 3丁目 26番 8号 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

募集地 
特別養護老人ホーム 

【愛誠園】 【白浜の里愛誠園】 

正・准看護師 

【正職員】 
・８：００～１７：００   ・９：００～１８：００  （週４０時間） 

給  与 月 給   219,500 円～239,000 円 

定額的に 

支払われる手当 

・処遇改善手当 3,000 円     ・特定処遇改善手当 4,500 円 

・オンコール手当 5,000 円    ・特養勤務手当 5,000 円 

他 

・通勤手当 上限 13,000 円   ・住宅手当 上限 12,000 円 

・扶養手当、就学手当等有 

・賞与有 年２回（計２．４～3.0 か月分） 

加入保険 雇用・労災・健康／厚生  ・退職金共済及び退職金制度（勤務 1 年以上） 

●シフト制による週休２日 ／年始休暇、夏季休暇３日 ／（年間休日 124 日） 

●有給有 試用期間中は３日試用可（入職３か月後１０日） 

詳細はハローワーク求人票検索！ 又は総務課までご連絡ください！ 

社会福祉法人 善隣福祉会   愛  誠 園 

応募先 098-897-8231 総務課 
施設見学・問い合わせ、お気軽にお待ちしております 



 
 

オ ン ニ プ － グ 

フ ス タ ッ 

！ 中 集 募 

令和３年 
６月中 

開所予定 
障害福祉サービス事業 グループホーム 

ソレイユ・ヒル 
場所…中城村当間 

一緒に働きませんか？ 

問い合わせ先 愛誠園 

098-897-8231 

利用者のサポートを 
全般に取り組んでいただきます。 

募集職種は 
裏をご覧下さい♪ 

オープニング職員としてやりがいが持てる事業所＊ 

初心者でも構いません♬ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
正規職員 介護職員 

 
【給 与】                         

月給１７１，７００円～２０７，３００円 
※処遇改善手当含 

 
【手 当】                             

夜 勤 １回  ４，５００円 

通 勤 上限 １３，０００円 

住 宅 上限 １２，０００円 

その他 扶養手当・就学支援手当 
 
 

【賞 与】                            
   年２回 計２．４～３．０月分（前年度実績） 
 
 

【就業時間】                   
① 07：30-16：30 ②09：00-18：00 
③17：30-8：30 【週労働時間：40 時間】 

【休日・有給】                          
    シフト制による週休２日 

夏季休暇３日 冬季休暇３日  

入職３ヶ月後 有給計１０日 
 

 

【加入保険】                           
    雇用・労災・健康/厚生    

退職金共済及び退職金制度（勤続１年以上） 

令和３年６月「ソレイユ・ヒル」 
オープン予定！！！！ 

１５の個室部屋と 
２床のショートステイ部屋 
入居者様に合わせて支援することが出来る環境で
す！ 

リニューアルした建物で利用者様と 
一緒に日々を重ねてみませんか？      

室長 仲村 

社会福祉法人 善隣福祉会 

  愛 誠 園 
〒901-2221 宜野湾市伊佐 3丁目 26番 8号 

098-897-8231  

詳細は 【愛誠園ホームページ】 
施設見学・問い合わせ、お気軽にお待ちしております 

契約職員 介護職員 
 
【給 与】                         

月給１６９，５００円～１８６，０００円 
※処遇改善手当含 

【手 当】                             

夜 勤 １回  ４，５００円 
 

【賞 与】                            
    年２回 計２．０月分  （前年度実績） 
【就業時間】                   

① 7：30-16：30 ②09：00-18：00 
③17：30-8：30 【週労働時間：40 時間】 

【休日・有給】                          
    シフト制による週休２日 

夏季休暇３日 冬季休暇３日  

入職６ヶ月後 有給計１０日 
 

【加入保険】                           

     雇用・労災・健康/厚生    

パート職員 夜勤専属介護職 
 
介護福祉士  時給１，４００円 
無資格    時給１，３５０円  
 
 

【就業時間】                   

17：30～08：30 
 

【休日・有給・加入保険】                          
（休日）勤務日数による 
（有給）入社６か月後・・・・週所定労働日数による 
（加入保険）契約内容による（雇用・労災・健康/厚生） 

正規職員 正・准看護師 
 
【給 与】                         

月給２０９，５００～２２９，０００円 
※処遇改善手当含 

【賞 与】                            
    年２回 計２．４～３．０月分（前年度実績） 
 
【就業時間】                   

8：30～17：30 （土日祝日休み） 
 

【休日・有給】                          
夏季休暇３日 冬季休暇３日   

入職３ヶ月後 有給計１０日 

 
 

【加入保険】                           
    雇用・労災・健康/厚生   

退職金共済及び退職金制度（勤続１年以上） 
  



 
 

しらはま 
クリニック 

皮膚科・美容皮膚科 

医療事務・受付【急募】 

【給 料】 ８６０円 

【内 容】受付・会計・レセプト 

【資 格】医療事務 実務経験２年以上 

【待 遇】研修制度有（無料で美容研修） 

制服貸与 無料駐車場有  

～✾～応募先～✾～ 

しらはまクリニック 
☏０９８－８９８－１６７１ 
 宜野湾市伊佐３－９－１９ 

【時 間】９：００～１５：００（休憩３０分）※残業ほぼなし 

【出勤日】平日４日勤務（月火木金） ※扶養控除内勤務相談可 

【休 み】土日祝祭日・年末年始 

 


