木材とレンガを活かした
暖かみのある外観になります
！

駐車場が広く
なりました！

2021.3

リニューアルオープン！
※イメージ

利用者さんの自立した生活を支援し、
身体の機能回復、生きがいづくりの
お手伝いをいたします。

定員：80名

入所

ショートステイ

看護師や介護スタッ
フが24時 間 体 制 で、
食事、排せつ、入浴な
ど、日常生 活 の 介 助、
健 康管理をサポート
します。

施設概要
バス停
ヴィラ播磨前

定員：20名

一時的にご自宅での
お世話が難しいとき
に、施 設 で 生 活いた
だけます。
「もうひと
つの家」としてご利用
ください。

従来型個室と、多床室（２人部屋、４人部屋）をご準備しております。リニューアルの
ため、綺麗で温かみのある落ち着いた雰囲気のお部屋でおくつろぎいただけます。

志方西小学校
●
388 389

加古川
陸上競技場
●加古川運動公園

43

アク
セス
お問い
合わせ

定員：40名

デイサービス

専門スタッフが、入浴
や 食 事、レ クリエー
ションや機能訓練な
ど充実した1日を過ご
せるよう、サポートと
ケアを提供します。

ヴ ィ ラ 播磨

加古川バイパス加古川西ランプより車で15分
ＪＲ宝殿駅よりコミュニティタクシー志方方面行き
ヴィラ播磨前下車 徒歩1分

079- 453-2100

Fax : 079-453-2101 Mail : harima@tokuyou.jp
宝殿

加古川西ランプ
2

〒675-0334 兵庫県加古川市志方町成井100
社会福祉法人 兵庫福祉会 ヴィラ播磨

介護老人福祉施設 ヴィラ播磨

募集職種一覧
特養

介護福祉士

￨給与￨ 常

勤 275,000 〜 290,000円

※次の手当を含む 夜勤手当5回（8,000円/回）40,000円
処遇改善手当20,000円
特定処遇改善手当 5,000円~20,000円
（経験年数による） 皆勤手当 5,000円

非常勤 1,380円〜／時

※夜勤回数の希望については応相談

￨給与￨ 非常勤 20,000円〜／日
￨資格￨ 学歴不問 経験者のみ募集
￨時間￨ 16：30 〜翌9：00（夜勤）
※夜勤回数の希望については応相談

特養

特養

ケアマネジャー

￨給与￨ 常

特養

勤 230,000 〜 260,000円

※次の手当を含む 皆勤手当5,000円
ケアマネ手当20,000円

￨資格￨ 介護支援専門員資格
学歴不問 経験者のみ募集
￨時間￨ 8:30 〜 17:00

勤 300,000 〜 340,000円

￨資格￨ 看護師資格 学歴不問 未経験OK 既卒・第二新卒歓迎
￨時間￨ 8：30 〜 17：00 16：30 〜翌9：00（夜勤）

※今後変動する可能性有り 夜勤回数、
日勤帯のみ勤務等の希望については応相談

介護福祉士

デイサービス

￨給与￨ 常

￨資格￨ 学歴不問 経験者のみ募集
￨時間￨ 8:30 〜 17:00

￨資格￨ 准看護師資格 学歴不問 未経験OK 既卒・第二新卒歓迎
￨時間￨ 8：30 〜 17：00 16：30 〜翌9：00（夜勤）

※今後変動する可能性有り 夜勤回数、
日勤帯のみ勤務等の希望については応相談

介護職員

￨資格￨ 介護福祉士資格
未経験OK
￨時間￨ 8:30 〜 16:30

￨資格￨ 学歴不問 未経験OK 未資格OK
既卒・第二新卒歓迎 初任者研修資格
や実務者研修資格をお持ちの方歓迎
￨時間￨ 8:30 〜 16:30

※実働7時間、
休憩1時間。
基本的に土日は休みです
※週2 〜 3日からOK

勤 210,000 〜 240,000円

※次の手当を含む 処遇改善手当20,000円
皆勤手当5,000円

勤 260,000 〜 300,000円

￨給与￨ 非常勤 1,180円〜／時

学歴不問

￨給与￨ 常

※次の手当を含む 夜勤手当5回分
（12,000円/回）
60,000円 皆勤手当5,000円

￨給与￨ 非常勤 1,380円〜／時

※次の加算を含む 処遇改善加算100円/時
特定処遇改善加算30円/時

生活相談員

准看護師

特養

※次の手当を含む 夜勤手当5回分
（12,000円/回）
60,000円 皆勤手当5,000円

デイサービス

非常勤 1,180円〜／時

※夜勤回数の希望については応相談

看護師

￨給与￨ 常

勤 255,000円〜

※次の手当を含む 夜勤手当5回（8,000円/回））40,000円
処遇改善手当20,000円 特定処遇改善手当 5,000円 皆勤手当 5,000円

￨資格￨ 学歴不問 未経験OK 未資格OK 既卒・第二新卒歓迎
初任者研修資格や実務者研修資格をお持ちの方歓迎
￨時間￨ 8：30 〜 17：00 7：00 〜 15：30
（早出）
11：00 〜 19：30（遅出） 16：30 〜翌9：00（夜勤）

￨資格￨ 介護福祉士資格 学歴不問 未経験OK
￨時間￨ 8：30 〜 17：00 7：00 〜 15：30
（早出）
11：00 〜 19：30
（遅出） 16：30 〜翌9：00（夜勤）

夜勤専従介護職員

￨給与￨ 常

積極採用中！

※次の手当を含む 処遇改善手当100円/時 特定処遇改善手当30円/時

※次の手当を含む 処遇改善手当100円/時 特定処遇改善手当30円/時

特養

介護職員

特養

積極採用中！

※次の加算を含む 処遇改善加算100円/時
特定処遇改善加算30円/時

デイサービス

看護師

￨給与￨ 非常勤 1,500〜1,800円／時
￨資格￨ 看護師資格 各種専門学校卒以上
経験者のみ募集 既卒・第二新卒歓迎
￨時間￨ 8:30 〜 16:30

※実働7時間、
休憩1時間。
基本的に土日は休みです

※実働7時間、
休憩1時間。
基本的に土日は休みです
※週2 〜 3日からOK

福利厚生について
￨休日・休暇￨4週8休・夏季休暇3日・冬季休暇3日
（年間110日）
、
有給休暇：初年度10日
（最高20日）
、
慶弔休暇・産前産後休暇・育児休暇・

介護休暇

￨待遇￨退職金制度有（勤続３年以上）、賞与(年2回)、給与見直し（年1回）、役職手当、皆勤手当、時間外手当、通勤手当（規定

あり） ￨福利厚生￨各種保険完備(健康・厚生・雇用・労災)、職員食堂（管理栄養士監修）完備、各種イベント、福利厚生サービス「ベネ

フィット・ステーション」
（宿泊施設・スポーツ施設・リラクゼーション施設等の利用時優待）、契約保養所（エクシブ）、人間ドック利用補助

制度（規程あり） ￨育児・介護支援￨育児短時間勤務：小学校卒業まで利用可（他、諸規定あり）、介護短時間勤務：5年まで利用可（他、

諸規定あり） ￨自己研鑽・スキルアップ支援￨内部研修会・学会（グループ学会への参加と演題発表・各部門別の内部研修会）、

外部研修会・学会（研修会・学会への参加費用補助制度あり）

Fax : 079-453-2101 Mail : harima@tokuyou.jp
〒675-0334 兵庫県加古川市志方町成井100
社会福祉法人 兵庫福祉会 ヴィラ播磨 採用担当

くわしくはヴィラ播磨
採用ページまで！

お問い
合わせ

079- 453-2100

