
令和 2 年度 介護職員募集要項 
 

◎経 営 主 体： 社会福祉法人双樹会 

◎代 表 者 名： 理事長 谷 嶋 隆 之 

◎法人所在地 ： 千葉県千葉市稲毛区山王町１６２－１ 

◎電 話 番 号： （ＴＥＬ）０４３－４２２－８７１１ ／ （ＦＡＸ）：０４３－４２４－１２８７ 

◎設 立 年 月： 昭和５４年３月１日 

◎勤 務 施 設： ①特別養護老人ホ－ム双樹苑              (１１０床) 千葉市稲毛区山王町１６２－１ 

②介護老人保健施設ダンディライオン      (１００床) 千葉市稲毛区山王町１７４ 

         ③特別養護老人ホームプラタナス            (５０床) 千葉市稲毛区園生町１２８３－１２ 

         ④地域密着型特別養護老人ホームリバーサイド(２９床) 四街道市小名木１０１－９ 

         ⑤特別養護老人ホ－ム桃花苑              ( ８０床) 千葉市稲毛区山王町２５５－３ 

◎人事担当者 ： 柴崎朋之 

◎問い合わせ先： 社会福祉法人双樹会 千葉市稲毛区山王町１６２－１ 

                 ０４３－４２２－８７１１ 

 

《募 集 内 容》 

 

◎募 集 条 件： 令和２年３月卒業見込者及び既卒者可 

◎募 集 職 種： 介護職員  正規職員（常勤） 

◎就 業 時 間：  

①双樹苑 ②ダンディライオン ③プラタナス ④リバーサイド ⑤桃花苑 

7:30～16:30 7:30～16:30 7:00～16:00 7:00～16:00 7:00～16:00 

8:45～17:45 8:45～17:45 8:45～17:45 8:45～17:45 8:45～17:45 

16:30～9:00 16:30～9:30 12:30～21:30 12:30～21:30 12:30～21:30 

宿直有 13:30～20:45 21:15～7:15 21:15～7:15 21:15～7:15 

  宿直有 宿直有 宿直有 

◎休    日： ４週８休制・有休（初年度 １０日） 

◎給    与： 基本給  （初任給／高卒）       １７１，０００円 

（初任給／短大・専門卒）   １７７，０００円 

（初任給／大学卒）         １８３，０００円 

         資格手当（介護福祉士）          ５，０００円／月額 

住宅手当         ３，０００円～１２，０００円／月額 

         夜勤・宿直手当              ６，０００円／１回当たり 

                 通勤手当                               ２０，０００円までの範囲で 

         昇  給       ４月（２，０００円～９，０００円） 

         期末勤勉手当     年２回 ６月・１２月（昨年実績 ２．８月分） 

◎福 利 厚 生： 社会保険等 雇用保険／労災保険／健康保険／厚生年金 加入 

◎職 員 寮 ： 応相談 ２～３万円／月（光熱費別途負担） 

◎退職金制度 ： 制度 有 

◎定 年 制 ： 有／６５歳 

◎勤務時期等 ：  令和 ２年 ４月 １日付 採用（３月中旬から研修有り） 

◎関連施設等 ：  医療法人 社団 翠明会 山王病院（病床数 ３２０床） 

         介護老人保健施設ア－バンケアセンタ－（定員 １００床） 

         山王看護専門学校 



特別養護老人ホーム双樹苑 

◎開設 昭和 54年 3月 1日 

◎定員 従来型特養 長期入所（多床室） 110床／短期入所（多床室） 40床 

◎職員 介護職員 59名  正職員 69名（男性 36名／女性 33名） 

非常勤 13名（男性 1名／女性 12名） 

    ※平均勤続年数  8.0 年 

◎担当者 柴崎朋之 043-422-8711 

                                                   

介護老人保健施設ダンディライオン 

◎開設 平成 16年 8月 1日 

◎定員 老人保健施設 100床（多床室/一部個室）／通所リハビリテーション 30名/日 

◎職員 介護職員 30名  正職員 49名（男性 18名／女性 31名） 

非常勤 16名（男性 0名／女性 16名） 

    ※平均勤続年数  7.0 年 

◎担当者 木村 浩 043-304-2881 

                                                   

特別養護老人ホームプラタナス 

◎開設 平成 22年 5月 1日 

◎定員 長期入所（個室ユニット）50床／短期入所（個室ユニット）20床 

◎職員 介護職員 38名  正職員 38名（男性 17名／女性 18名） 

非常勤 12名（男性 3名／女性 9名） 

    ※平均勤続年数  5.5 年 

◎担当者 竹本幸司 043-290-8010 

                                                   

地域密着型特別養護老人ホームリバーサイド 

◎開設 平成 25年 8月 1日開設 

◎定員 長期入所（個室ユニット）29床／短期入所（個室ユニット）10床／デイサービス 30名/日 

◎職員 介護職員 26名  正職員 35名（男性 11名／女性 24名） 

非常勤 5名（男性 0名／女性 5名） 

※平均勤続年数  4.5 年 

◎担当者 許斐玲子 043-310-6660 

                                                   

特別養護老人ホーム桃花苑（ももかえん） 

◎開設 平成 29年 4月 1日 

◎定員 長期入所（個室ユニット）80床／短期入所（個室ユニット）20床／デイサービス 30名/日 

◎職員 介護職員 70名  正職員 63名（男性 18名／女性 45名） 

非常勤 19名（男性 4名／女性 15名） 

◎担当者 佐藤寛之 043-308-3975 


