
上尾市養護老人ホーム恵和園 

支援員〈介護職員〉（常勤）（少数名募集中） 
 

勤務地 
上尾市養護老人ホーム恵和園内   

埼玉県上尾市大字領家 371-1 

勤務時間 

常勤  （宿直業務含む）  

日勤：8：30～17：30（実働 8 時間/日）   

早番：7：30～16：30（実働 8 時間/日）   

遅番①：9：30～18：30（実働 8 時間/日）  

遅番②：10：00～19：00（実働 8 時間/日）  

※ 昼休憩時間：1 時間あり 

宿直：17：00～翌 8：00（拘束時間 15 時間/日、睡眠 9 時間含

む）  

仕事内容 

支援員業務とは、上尾市養護老人ホームの入所者の生活全般の

支援・介助に携わることとなります。  

生活相談員の作成した処遇計画に基づき、入所者が自立した日常

生活を営むために必要な指導及び機能訓練、家族との交流  等の機

会の確保、外出の支援、レクリエーション支援等を行うほか、心身機

能が低下した者等（介護保険認定者：要支援者・要介護者、医療保

険受診者、障害者等加算対象者、重度でない認知症の方、軽度精神

疾患の方等）に対しての食事・入浴・排泄等の介助を担うこともありま

す。 

宿直業務とは、睡眠時間以外の時間には、夕食を厨房から食堂に

運搬及び遅番職員の監視補助（施設提供の食事 17 時）、巡回（20

時 50 分、6 時 30 分）、薬の引き渡し（19 時、20 時、毎週火曜日 6

時）、バイタル測定（体調不良時のみ 19 時、6 時）、ナースコール対

応（緊急時、待機職員の呼び出し ※睡眠時間内にも含む）、朝食を

厨房から食堂に運搬及び早番職員の監視補助（施設提供の食事 7

時 15 分）等を主の業務をする。 



給与（新

卒～10

年目迄） 

【支援員〈介護職員〉】常勤   

（例）令和 3 年度新入職員の給与実績（介護福祉士）   

基本給 169,500 円～190,300 円  

住宅手当 15,000 円  

介護職手当 5,000 円   

宿直手当 8,100 円（週 1 回、月 4、5 回平均 36,450 円）  

※2 ヵ月間なし仮定   

待機当番 800 円（週 1 回、月 4、5 回平均 3,600 円）  

※2 ヵ月間なし仮定   

処遇加算 25,000 円/月  

残業（平均値約 10 時間）169,500～190,300＋5,000＋25,000÷

163.33 時間×10 時間×1.25 割＝約 15,269 円～約 16,863 円  

合計月額約 269,819 円～合計月額約 292,213 円（2 ヵ月目以降  

当直・待機代含む。）  

※・賞与  別途、基本給 169,500 円～基本給 190,300 円の年間約

1.7 ヵ月分あり。（前後の変動あり）  

・年額約 344 円～約 374 万円  

参考：尚、2 年目からは賞与満額支給（前後の変動あり 3.7 ヵ月）   

・近年、1 年経過後の 4 月のベースアップは毎年、基本給 1％アップ  

・家族手当（配偶者手当 15,000 円、第一子第二子 10,000 円、その

他 5,000 円）   

・経験者優遇   

 

 （例）令和 2 年度新入職員の給与実績（介護職員初任者研修〈ヘ

ルパー2 級〉・介護職員実務者研修〈ヘルパー1 級〉）  

基本給 151,000 円～166,500 円  

住宅手当 15,000 円  

介護職手当 4,000 円   

宿直手当 8,100 円（週 1 回、月 4、5 回平均 36,450 円）  

※2 ヵ月間なし仮定   

待機当番 800 円（週 1 回、月 4、5 回平均 3,600 円）  

※2 ヵ月間なし仮定   

処遇加算 25,000 円/月  

残業（平均値約 10 時間）151,000～166,500＋4,000＋25,000÷

163.3 時間×10 時間×1.25 割＝約 13,776 円～約 14,963 円  



合計月額約 248,826 円～月額約 265,513 円 

※・賞与別途、基本給 151,000 円～基本給 166,500 円の年間約  

1.7 ヵ月分あり。（前後の変動あり）  

・年額約 316 万円～約 338 万円  

参考：尚、2 年目からは賞与満額支給（前後の変動あり 3.7 ヵ月昇給

は基本給 1％アップ）  

・近年、1 年経過後の 4 月のベースアップは毎年、基本給 1％アップ・

家族手当（配偶者手当 15,000 円、第一子第二子 10,000 円、その他

5,000 円）   

・経験者優遇   

 

（例）令和 2 年度新入職員の給与実績（無資格者）   

基本給 151,000 円～166,500 円  

住宅手当 15,000 円  

介護職手当 3,000 円   

夜勤手当 8,100 円（週 1 回、月 4、5 回平均 36,450 円）  

※2 ヵ月間なし仮定   

待機当番 800 円（週 1 回、月 4、5 回平均 3,600 円）  

※2 ヵ月間なし仮定   

処遇加算 25,000 円/月  

残業（平均値約 10 時間）151,000～166,500÷＋3,000＋25,000÷

163.3 時間×10 時間×1.25 割＝約 13,700 円～約 14,886 円  

合計月額約 247,750 円～月額約 264,436 円 

※・賞与別途、基本給 151,000 円～基本給 166,500 円の年間約  

1.7 ヵ月分あり。（前後の変動あり）   

・年額約 314 万円～約 337 万円  

参考：尚、2 年目からは賞与満額支給（前後の変動あり 3.7 ヵ月昇

給は基本給 1％アップ）  

・近年、1 年経過後の 4 月のベースアップは毎年、基本給 1％アップ・

家族手当（配偶者手当 15,000 円、第一子第二子 10,000 円、その他  

5,000 円）   

・経験者優遇  

待遇 

・交通費規程内支給（常勤 :上限 100,000 円） 

・時間外勤務手当  

・年末年始手当（12 月 31 日～1 月 3 日）  



休日/休

暇  

・有給休暇法定通り付与  

・産前産後休暇  

・育児休業  

・介護休業  

・子の看護休暇  

福利厚生 

・社会保険完備（健保、厚生、雇用、労災）   

・退職共済金制度（勤続 1 年以上対象）   

・保養所（軽井沢、山中湖、那須高原）   

・ユニフォーム貸与   

・無料駐車場完備   

労働環境 

・短時間勤務制度   

・研修参加時勤務扱い（給与支給）、研修費、交通費施設負担   

・埼玉県社会福祉事業共助会（任意加入可）  

・多様な働き方実践企業ゴールド＋認定   

・埼玉県健康経営実践事業所認定   

・埼玉県介護人材採用・育成事業者認証制度ランク 2 事業所  

・全国健康保険協会  埼玉支部  健康優良企業（ＳＴＥＰ１）認定  

応募資格 

介護福祉士資格、介護実務者研修修了者、介護初任者資格（ホー

ムヘルパー1 級、2 級資格取得者）   

その他介護職員（資格なしの方でも可能です。）  

応募方法 

電話にて随時受け付けております。 

〈採用担当：中島、落合堂、若命、篠原〉  

TEL：048-725-2221 

FAX：048-725-2263 

 


