
〒690-2102  松江市八雲町東岩坂 77-3

求人情報誌
松江市の介護・医療への
お仕事探しをお手伝いします！

きっ
とみつかる。

あなた
と、

お仕事をつなぐ。

TEL 0852-33-7365

訪問介護員 看護師

※訪問介護員・看護師ともにパートも募集しています。
※介護の仕事が初めての方、資格取得中の方も
　ご応募ください。 ※正社員・パートともに退職金制度あり

※資格の無い方のご応募も可能です。

介護職員

資格手当 20,000 円～ 30,000 円資格手当
初任者研修修了者　1,000 円
介護福祉士　3,000 円
夜勤手当 7,000 円 / 回
正月手当
処遇改善手当

1,000 円
毎月支給

　1/1　
～1/3

https://www.jinzai-community.comホームページ

求人に関するお問合せは

施設内の介護業務

ホーム
ページへ
アクセス

一般社団法人 島根福祉人財コミュニティ

※求人情報の詳細については、こちらのホームページでご覧いただけます。

職業紹介事業許可番号 32-ユ-300022

検索介護・医療お仕事マッチング

給  与

仕事内容

時間 休日

株式会社ネリネ

230,000～280,000 円

8:30～17:30

賞与 あり（年 2回）　

毎週土・日

〒690-0011 松江市東津田 465-3

東津田

居宅サービス計画の作成および付随する業務
ケアプラン作成、給付管理、要介護認定の請求代行

正社員 ケアマネージャー

〒690-0011 松江市東津田町 465-3
在宅支援センター 一休庵

時間

変形（1ヶ月単位）
①08:30 ～ 17:30
②11:00 ～ 20:00
③17:00 ～ 09:00

時間 ①08:30 ～ 11:30
②13:00 ～ 16:00

給  与

仕事内容
時間

休日

151,360～172,000 円 ＋各種手当

変形（1ヶ月単位）
①06:00 ～ 15:00
②09:00 ～ 18:00
③18:00 ～ 09:00
月 9日休み

住宅型有料老人ホーム はくいしの里

株式会社エムケア 〒690-0011 松江市東津田町 465-3

宍道町白石介護職員

●介護職員

●夜勤専門介護職員

準社員

〒699-0402 松江市宍道町白石 184-3

仕事内容

有料老人ホームの看護業務
時間外勤務が発生することもあります。

仕事内容

時間

休日

①06:30 ～ 15:30
②08:30 ～ 17:30
③10:30 ～ 19:30
④17:00 ～ 09:00

週休2日制

時間 休日

給  与

8:30 ～ 17:30 週休 2日制

170,000円～220,000円給  与 160,000円～175,000円

住宅型有料老人ホーム 嵩の杜

北陽福祉サービス株式会社 〒690-0049 松江市袖師町9-35 北陽ビル 2F

西川津訪問介護員・看護師正社員

〒690-0823 松江市西川津町 533-1

障害者支援施設での介護

夜勤手当 4,000 円 / 回 処遇改善 500 円 /8Ｈ
資格手当 5,000 円 /月

4000 円 /1 回

パート

●看護職員
パート 準社員

パート 準社員

同時
募集

給  与

時  給

給  与

仕事内容

仕事内容
入所者の健康管理及び医療処置仕事内容

時間 休日

休日

株式会社SWAN

143,000 円～ 188,000 円
1,000 円

142,000～190,000円 給  与 194,000～258,000円

変形（1ヶ月単位）
①06:30 ～ 15:30
②10:00 ～ 19:00
③16:00 ～ 09:00

時間 変形（1ヶ月単位）
①08:30 ～ 17:30
②09:30 ～ 18:30
③08:00 ～ 17:00

週休 2日制

年間121日
休日

年間121日

〒690-0044 松江市浜乃木三丁目3番 26

障害者支援施設 シリウス苑 特別養護老人ホーム すまいる苑

社会福祉法人みずうみ 〒690-0860 松江市西法吉町 36-1

東出雲町錦新町

法吉町

※複数の資格をお持ちの方は、それぞれ
　の資格手当を支給いたします。

※各種手当は正社員同様に支給します。

①②のいずれか又は両方

正社員 パート 介護職員

介護職員

入浴サービス

介護職員・看護師正社員

〒699-0110 松江市東出雲町錦新町 5丁目 3-5
介護付有料老人ホーム 錦庵

〒690-0861 松江市法吉町 624-1 〒690-0861 松江市法吉町 626-1

老人ホーム入居者の日常
生活における介護サービス

看護師

夜勤手当 4,500円
看護従事手当
看護師手当

15,000円
5,000円 待機手当 3,000円/日介護従事者手当

介護福祉士手当

5,000円
8,000円

夜勤手当
資格手当

正社員

パート

●入浴、食事、排泄等　●就業時間は交代勤務
●施設定員は 26 床　●アットホームな雰囲気の
中で利用者と職員が笑顔で楽しく過ごせる環境を
目指しています

ヘルパー2級　5,000 円
ヘルパー1級　8,000 円
介護福祉士 10,000 円
ケアマネージャー 20,000 円

・生活援助（掃除、食事準備、洗濯、
着替え）外出（買い物、通院、お使い、
レクリエーション）
・住宅型有料老人ホームでの介護業務
・食事、排泄、入浴、着替え等の介助

＋各種手当 ＋各種手当

＋各種手当＋各種手当

給  与 給  与
資格手当

仕事内容 仕事内容

時間 休日 休日

皆勤手当

あかつきデイサービス

有限会社おおぞら

180,000～250,000 円 180,000 円～
●デイサービス機能訓練指導員●介護支援専門員

10,000 円 3,000 円
8:30～17:30

時間 8:30 ～ 17:30
週休 2日制 土・日

〒690-0033 松江市大庭町 1811-3

〒690-0033 松江市大庭町 1811-3

大庭町

・毎月1回の自宅訪問
・アセスメントプラン作成 ・機能訓練計画書の作成、評価、実施

デイサービスでの機能訓練指導員業務・担当者会議
・モニタリング

正社員 介護支援専門員・機能訓練指導員

〒690-0033 松江市大庭町 1811-3
あおぞら介護センター

居宅のケアマネージャー業務

＋各種手当



3
STEP

1
STEP

2
STEP

ご登録ご登録

午前 9 時 ～ 午後 18 時

ご登録は、お電話もしくはホーム
ページから可能です。お気軽に
お問合せください。

ご登録後にご要望をヒアリングさ
せて頂きます。公開されていない
お仕事情報も含め、さまざまな情
報の提供とあわせ、求人に関し
てのご相談、ご要望など担当アド
バイザーがお伺いさせて頂きます。

4
STEP

5
STEP

応募をする前に企業・施設見学
を実施しています。担当アドバイ
ザー同行のもと、実際の就業場
所の見学や、企業からのお話を
伺い、応募に向けての不安を解
消致します。

履歴書の書き方などのアドバイス
や、採用内定から就職までの日
程調整等させて頂きます。お悩
み事やご相談事などございました
ら遠慮なくおっしゃってください。

企業・施設見学企業・施設見学

TEL.0852-33-7365

ご利用の流れ

ご採用後もお仕事に関するお悩
み事やご相談事をサポートさせて
頂きます。また、ご入職後には
弊社規定により「就職祝い金」
を差し上げます。 詳しくはお問合
せください。

資格手当 8,000 円～ 28,000 円
夜勤手当 5,000 円 / 回

夜勤手当 4,000 円 / 回

●初任者研修  15 万 7千円～
●介護福祉士  17 万円～

住居手当 5,000 円 /月

住居手当 12,000 円 /月（社内規定による）
その他手当 皆勤手当・子供手当あり　10,000 前後 /月

検索

“ご利用は完全無料”

ヒアリングヒアリング 面  接面  接 サポートサポート安心安心

・ホールでの食事や介護浴槽を使った入浴、排泄、着替え介助など身体介護・入居者の部屋の掃除、
衣類の洗濯などの生活補助・入居者と楽しくゲームなどをするレクリエーション業務

介護・医療お仕事マッチング

給  与

仕事内容

時間

休日

134,000～193,000 円 変形（1ヶ月単位）
①07:00 ～ 16:00
②08:30 ～ 17:30
③10:00 ～ 19:00
④17:30 ～ 08:30

時間 変形（1ヶ月単位）
①07:00 ～ 16:00
②08:30 ～ 17:30
③17:30 ～ 08:30
④12:00 ～ 21:00

週休 2日制

時間

変形（1ヶ月単位）
①06:30～15:30
②09:00～18:00
③16:00～09:00

時間 ①09:00 ～ 16:30
②09:00 ～ 18:00

休日 応相談
上限1万円 /月

サービス付高齢者向け住宅内で入居者への生活支援とヘルパー業務

〒690-0855 松江市浜佐田町 138 東出雲町揖屋
高齢者生活支援住宅 まめのき園

給  与

仕事内容

時間

資格要件

休日

時  給
休日

160,000～180,000 円
交代制あり
①09:00 ～ 18:00
②05:30 ～ 14:30

時間 交代制あり
①05:30 ～ 09:00
②09:00 ～ 13:30
③14:30 ～ 18:00

週休 2日制

調理師もしくは栄養士

770 円～
要相談

フェリーチェ持田

株式会社グリーンロード〒690-0825 松江市学園 2丁目11 番 18 号

西持田・西川津

入居者様の食事を厨房にて調理し提供するお仕事です

調理正社員 パート

〒690-0815 松江市西持田町 341-1
さくらの里
〒690-0823 松江市西川津町 1622-1

正社員 パート

時  給

仕事内容

時間 休日

株式会社SＮＫ

800～1,000 円

182,000～492,000円
8:30～17:30

時間
給与

9:15～18:30
休日 月8日休み（シフト制）

800～1,000 円
時間
時給

9:15～18:30

日・祝

〒693-0051 出雲市小山町 427-1

田和山町パート 理容師・美容師（スタイリスト）

〒690-0058 松江市田和山町 34（出勤後、各施設へ移動）
移動理美容車 ハッピー号

移動理美容車にて松江～安来地区の
福祉施設を廻り理美容業務を行います。

給  与

仕事内容 休日

株式会社建装

155,000～200,000 円

週休 2日制

〒691-0001 出雲市平田町 1733-6

地域密着型特別養護老人ホーム わこう荘

社会福祉法人 若幸会 〒699-0102 松江市東出雲町下意東 3148-1

浜佐田町

東出雲町下意東

●地域密着型特別養護老人ホームわこう荘の入居者様の生活介護サービス業務です。
●食事・入浴・排泄介助等のサービス、レクリエーションの企画・実施など。
●入所定員 29名で 3ユニット。1ユニットあたり 9名～ 10名の方がご入居されています。

正社員 介護スタッフ

介護職員正社員

〒699-0102 松江市東出雲町下意東 3145-2

いらかの里同時
募集

アース 田和山店
美容師同時募集

正社員

パート

日本海観光株式会社 〒690-0063 松江市寺町 198-57 ボートピア松江ビル 3Ｆ

寺町準社員 介護職員 パート 看護職員

〒690-0063 松江市寺町 198-57 ボートピア松江ビル 4Ｆ
グループホーム 敬愛苑

給  与

仕事内容

休 　 日

140,000～ 195,000 円 時  給

週休 2日制

サービス付き高齢者向け住宅 さくらの里

株式会社オリーブ 〒690-0823 松江市西川津町 1622-1

西川津町介護職員正社員

〒690-0823 松江市西川津町 1622-1

皆勤手当 5,000 円
夜勤手当 4,000 円 / 回

資格手当

通勤手当

介護福祉士  5,000 円
実務者研修修了者　2,000 円

初任者研修修了者　830 円
介護福祉士  880 円

パート正社員

給与

仕事内容

時間

資格手当

交通費支給
交通費支給

社会保険有り

休日

150,000 円～ 時給 770円～900円

6:00～15:00

調理師・栄養士

資格手当あり

時間 6:00～20:00（内3～5時間）

週休2日制

休日 シフトにより応相談

心美食堂 高齢者施設内厨房
調理スタッフ募集

有限会社永和グループ 〒690-0015 松江市上乃木 6丁目4-55

病院内厨房での調理、又は
調理補助、厨房内の片づけ、清掃

仕事内容 高齢者施設内厨房での調理、又は
調理補助、厨房内の片づけ、清掃

松江市広域に勤務地あり。
勤務時間、場所、相談に応じます。

調理正社員 パート

〒690-8509 松江市乃白町 32-1 松江市内各所の高齢者施設

正社員 パート

・シャンプー、カット、カラー、パーマ、顔そり等。・体が不自
由な方に理美容のサービスを提供し喜んでいただけるやりがいの
ある仕事です。・ブランクのある方の応募も歓迎します。・小さ
なお子さんのいらっしゃる方は、学校行事など優先もＯＫです。
・WワークOK　・年齢不問

＋各種手当

サービス付き高齢者向け住宅 さくらの里での、デイサービス
及び、訪問介護業務

時間

変形（1ヶ月単位）
①07:00～16:00
②08:30～17:30
③17:30～09:00
④10:30～19:30

時間

日給

17:30～09:00
勤務休日 １ヶ月6～ 7回

程度の勤務

給  与

仕事内容

住宅手当

初任者研修修了者154,000 円～
実務者研修修了者157,000 円～
介 護 福 祉 士 175,000 円～

家賃の1割 週休2日制

デイサービス 湯の里 湖畔 住宅型有料老人ホーム 湯の里 湖畔の家

株式会社レーク・ケア 〒699-0202 松江市玉湯町湯町 334-39

玉湯町湯町介護職員正社員

〒699-0202 松江市玉湯町湯町 334-39

扶養手当

夜勤手当 初任者研修修了者　5,500円/回
実務者研修修了者　5,500円/回
介護福祉士  6,500円/回
上限 6,000円（子に限る）

パート

利用者様の介護に従事していただきます。

介護職員 看護職員

医療連携加算手当 8,000～ 10,000 円 /月
処遇改善
早朝勤務手当

7,000～10,000円

夜勤手当

資格手当

800 円 / 回
4,000 円 / 回

＋時給に対して深夜割増し6時間分あり

介護福祉士 3,000 円

入居者の食事、入浴、排泄等の
介護や、日常生活のお世話。

仕事内容

・入居者様の健康チェック
・往診、受診対応、薬のセット
・救急対応
・自立支援医療者証の手続き確認、家族への連絡
・見守り程度の介護（入浴、排泄等への対応なし）

仕事内容

時間

休日

①07:30 ～ 16:30
②09:00 ～ 18:00
③11:00 ～ 20:00
④16:30 ～ 09:30

月9日

時間 休日

時  給

9:00 ～ 13:00 週休 2日制
資格 正看護師

1,200円給  与 138,672～162,640円
（育休代替）

同時
募集

食材洗い、切る、調理、盛り付け、配膳、下膳、食器洗浄、厨房清掃など

（内5時間程度） （スタイリスト）

（スタイリスト・アシスタント）

＋各種手当

＋各種手当

＋各種手当
介護職員
（夜勤専従）

15,000円 /1回
（深夜割増含む）

同時
募集

＋各種手当

＋各種手当

（市立病院内店）

※正社員も同時募集しています。お問合せください。

資格のない方、未経験の方も
ご応募が可能です。（ ）
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