
【業務内容】
・ 送迎時の添乗 （行き返りの送迎時の添乗スタッフとして）　＊1日1時間程度

・ フロア業務
　▶ 他職種と協働し、血圧測定などのバイタル確認・トイレ介助・入浴介助・集団体操 等

・ 機能訓練指導員
　▶ 訓練計画案・作成、運動療法の提供、各種評価、運動・生活指導、各種運動プログラム作成 等

・ サービス関連業務
　▶ カンファレンス、各種書類作成、会議出席、家屋調査、相談業務 等

【その他】
・ 通所サービス経験者優遇
・ 普通自動車運転取得者　＊普通自動車の運転が出来る方

　理学療法士 ・ 作業療法士 ・ 言語聴覚士

　柔道整復師 ・ マッサージ師

　【職場雰囲気】

応募職種

送迎ドライバー 送迎ドライバー サービス担当者会

リハビリ リハビリ 

リハビリ 



（ ）

（ ）

（ ）

常勤 （日勤）　＊新卒 ※ 応募資格（国家資格免許 有資格者） 、普通自動車運転免許証

契約 （日勤）　＊中途 ※ 応募資格（国家資格免許 有資格者） 、普通自動車運転免許証

パート ※ 応募資格（国家資格免許 有資格者） 、普通自動車運転免許証

経験者 優遇！ 子育て中のママさん OK！（24ｈ対応の保育室 完備）

新卒 OK！ 常勤 登用制度 有 （60歳未満の場合） 扶養内での勤務 OK！

ブランクある方 OK！ 未経験者 OK！ 無資格者 OK！
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：
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※詳しいお話しにつきましては、面接・施設見学時に「求人票」にてご案内させて頂きます。
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：
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：

：

リハビリ （ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ）

柔道整復師

マッサージ師

＊勤務については、原則 8時間勤務ですが、8.5ｈ、7.5ｈ勤務の場合もあり

　勤務体制 日勤勤務（シフト制）　＊月平均21日程度の勤務

勤務時間

　年間勤務時間数 （年間）1960ｈ　＊245日／1日8ｈ　（変形労働時間制）

年間
　年間賞与

　年間収入

　固定給

　月額給与

　勤務時間 （日勤）①　7：30　～　16：30　8h/1日　＊休憩：60分

給与条件

　固定給 ：
下記、給与条件を参考として、ご確認ください。

　退職金 常勤職員（勤続3年以上から支給対象）

（日勤）②　8：30　～　17：30　8h/1日　＊休憩：60分

　住宅手当

　調整給

　【 収入例 】

月間

支給内容

　基本給

グループ病院のため、”安定した経営”・”保証”も充実！

　その他 以外の手当等については、当院の規定に基づき支給

　賞 　与 年2回（7月・12月）　＊（前年参考）支給率 ３．２/年

　※通勤交通費（上限：10万円/月まで）　＊病院から2ｋｍ以上から支給対象

　昇　 給 年1回（4月）

　＊経験年数に応じた当院の規程に応じた支給

　その他

　※住宅手当　￥15,000/月、時間外手当、扶養（家族）手当　等

　※家族手当 （当院の規定に基づき支給（対象：常勤））

雇用区分

¥3,421,760 ¥3,532,720

¥576,000

¥2,844,560 ¥2,916,000

※賞与（年2回 7・12月）

＊支給率 ×3.2/年

 ※当院規程での考慮

 ※契約職員として

 ※（別）時間外 等

¥12,000 ¥12,000

¥230,800 ¥238,100

¥230,800 ¥238,100

¥652,160 ¥675,520

¥190,300 ¥195,000

¥190,300 ¥195,000

¥560,960

 中途 若干 名
募集人数

 新卒 名

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ

5年目 8年目

¥203,800 ¥211,100

¥15,000 ¥15,000

マッサージ師・柔道整復師

5年目 8年目

¥175,300 ¥180,000

¥15,000 ¥15,000

血圧測定 多職種との情報共有 ミーティング風景 
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　※日曜は、固定の公休日

　制服貸与 無料貸出し 有　（＊制服クリーニング　無料（病院負担にて））

療養費見舞金還付制度で、もしもの時の幅広い保証（サポート）も充実！

那　 須　 1泊　1部屋　￥4,000/8人まで可 （＊利用期間：4/20～10/31）

山中湖　 1泊　1部屋　￥3,000/6人まで可 （＊利用期間：4/20～10/31）

　特別優待 テーマパーク優待割引（入会無料）

　予防接種 職員待遇にて受けられる予防接種 有り

　保養所 軽井沢　 1泊　（職員） ￥1,500/人、（職員外） ￥2,500/人　（＊3歳以下無料、朝食無料）

　※バス　・・・　ＪＲ横浜線「橋本駅」より バス「下九沢団地行き」（南口）約10分

　　　　　　　　　　「日電寮前」・「下九沢団地」にて下車 徒歩2分

　※自宅から病院まで、2ｋｍ以上であれば、当院規定に基づき通勤交通費を支給

　※駐車場代 有 （￥2,520/月）、駐輪場代（バイク・自転車） 有 （￥0/月）

　　　　　　　　　　　　　＊（行）8：20　のみ ＪＲ横浜線 相模原駅より出発

　※電車　・・・　ＪＲ相模原線「南橋本駅」より徒歩15分

　※バス　・・・　ＪＲ横浜線「相模原駅」より バス「下九沢団地行き」（南口8番）約10分

　　　　　　　　　　「日電寮前」・「下九沢団地」にて下車 徒歩2分

　※職員送迎　・・・　ＪＲ・京王線 ”橋本駅”から 朝・夕 各3本ずつの無料送迎バス有り

　　　　　　　　　　　　　（行）7：25、7：55、8：20 (帰）18：00、18：30、19：00

　※関東圏内の80を超えるグループの病院・老健・関連施設で治療費の還付が可能

　食費補てん 昼食（お弁当）　￥260-/1食

　通勤対応 電車・バス・車（マイカー）・バイク・自転車　＊無料送迎バス有り

　※対象：本人・配偶者・ご両親（本人・配偶者）・お子様

　団体保険 有り （希望者のみ）

　賠償保険 無し（個人加入）

　還付制度 療養費見舞金還付制度　（当院規程に基づき支給）

　財形貯蓄制度 有り （希望者のみ）

福利厚生

　社会保険 雇用保険・労災・健康保険・介護保険・厚生年金

当院では”育児休業”は、女性職員だけではなく、男性職員の取得も可能です！

”夏季休暇”では、年間を通して使用できるため、気兼ねなく取る事ができます！

短時間勤務制度（育児 3歳まで・介護）　＊当院の規程に基づく勤務

　その他（短時間勤務） 短時間勤務制度（育児 3歳まで・介護）　＊当院の規程に基づく勤務

年間休日 120日のお休みのため”仕事”と”プライベート（希望休暇）”の両立が可能！

様々な休暇があるため、もしもの時の保証（サポート）も充実！

　有給休暇（勤務扱い） 有給休暇（初年度10日：2年有効）、特別休暇（慶弔休暇）、災害休暇、裁判員特別休暇

　無給休暇（勤務扱い） 産前産後休暇・育児休業、子の看護休暇、介護休業、介護休暇、生理休暇

　その他（休暇） 夏季休暇 5～7日程度（4/1～翌年3/31の年度内に取得）
休暇内容

　年間休日（公休） 年間　120日　＋　有給休暇（初年度 10日）

　※月平均の休暇日数 ： 10日程度

受 賞 授賞式 

２０１７  

「かながわベスト 

介護セレクト 20」  

受賞 
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※ ご紹介する施設により、多少

　  異なります。

　　初めての引越しの方でも

　　準備資金が少なく一人暮らし

　　が出来る環境をご提案させて

　　頂いております！

　キッチン2口（ＩＨ）

　カーテン

　机（壁付け）・椅子

　ネット環境　有り

　テレビ（20インチ程度） 　炊飯器

　洗濯機 　駐車場（個人対応）

　冷蔵庫（2段タイプ）

　電子レンジ

オートロックも完備！安心して新生活が出来る環境です。（入寮する建物により異なります）

　※ 詳細については、「求人案内」→「当院のＰＲポイント」にて”職員寮”をご紹介しております！

付属（備付け）設備 対象外 設備

　エアコン 　布団

新しい職員寮も完成しているため、タイミングによって新しい寮に入居可能になります。

　最寄り駅（通勤） 最寄り駅・病院から自転車で、15分程度

　費用 ￥20,000 ～ ￥30,000　（＊当院の規程に基づき）

　間取り 1Ｋタイプ　（冷暖房付）　＊間取り：6～8畳程度

職員寮

　入居条件 単身者用

　病児保育 保育室の規程（ルール）に応じた対応　　＊施設見学等の際にご確認ください。

 経験ある保育士さんが、お子様を大切にお預かりいたします！

　預かり保育対象年齢 生後 1歳～12歳まで

　学童保育 対応　可

　アレルギー 対応　可 （食事の対応も内容により ご相談 可）

　※1日のみの利用時 ￥1,404/日

　※ （食事代）￥262/1食　　＊おやつ代 ￥50/2食も 昼食代に含む

　利用料金 1歳～3歳 未満　　￥28,080／月、3歳 以上　￥25,920/月　　＊Ｈ29.4 料金改定

　保育室対応 24時間での保育室対応有

保育室

　使用条件 国家資格有資格者（医師・看護・介護・診療補助 等）　＊当院の規定に基づき

職  員  寮 

【参考用】 

保  育  室 

【参考用】 

福利厚生 

にて詳細を 

ご案内して 

おります。 

レオパレス 

【参考用】 



：

：サークル活動

　フットサル 月1回程度　活動中！　地域の大会等に参加もしています！

　バレーボール 月2回程度　活動中！

　※ サークル活動の詳細は「福利厚生」にてご紹介しておりますので、興味のある方はご覧ください。

【 さがリハ サークル紹介 】 

 当院のサークル活動は「くたかけ会（互助会）」から 

 支援のもと、各サークル運営が行われています。 

 規程に基づき、運動サークル活動費の補助が行われる 

 ため、職種を超えて楽しく交流を行っています！ 
 

  【公認】サークル 
  

 バレーボール 

 フットサル 
  

 

 
  

【交友】サークル 
  

 硬式テニス 

 バドミントン 

 野球 

 ＳＭＣ（トレーニング） 

 

地域の大会

にも参加し

ています！ 



施設見学（予約制） ※ 30分程度 （持参品） 筆記用具

福利厚生の説明 ※ 60分程度

　ご応募を頂く前に、事前に当院の職場の雰囲気を是非ご確認ください。

　「業務内容」・「教育体制」・「福利厚生の説明」をさせて頂いております。

1日 職場体験（予約制）

（持参品） 筆記用具、ユニフォーム（自習着）

　事前に当院の職場の雰囲気を是非ご確認ください。

　「業務体験」・「スタッフの雰囲気」・「福利厚生の説明」をさせて頂いております。

　【 その他の対応 】

車での来院 ＯＫ！ お子様の同伴 ＯＫ！ 保育室の見学 ＯＫ！

※ ここでご紹介がしきれない福利厚生（給与等）等を求人票にて、詳細のご案内をさせて頂きます。

※ 施設見学のお時間は、2時間程度をご予定ください。

※ 施設見学をご希望される場合には、下記担当者までご連絡をお願い致します。日時の調整をさせて頂きます。

履歴書（写真添付） 健康診断書（直近 6ヶ月以内に発行のもの）

成績証明書 卒業見込み証明書

（有資格者）免許証コピー 職務経歴書 （※ご用意が出来る方は）

　【 補足事項 】

お送り頂きました上記 ”提出書類の返却” について

不採用時、当院にて提出して頂きました必要書類（上記）等は、責任をもって破棄させて頂きます。

　【 事前記入内容 】　※履歴書内に記入事項

勤務希望 1日の勤務時間数（開始・終了）、1週間の勤務希望日数（固定曜日での勤務、シフト制、土・日祝祭日の勤務の有無）

扶養内・扶養外 通勤方法（車・電車・自転車 等） 保育室の利用の有無

面接 ※ 30分程度 施設見学 ※ 30分程度

適性検査 ※ 60分程度 福利厚生の説明 ※ 30分程度

作文（800文字） ※ 60分程度 （持参品） 筆記用具（鉛筆・消しゴム）

面接 ※ 30分程度 施設見学 ※ 30分程度

適性検査 ※ 60分程度 福利厚生の説明 ※ 30分程度

作文（800文字） ※ 60分程度 （持参品） 筆記用具（鉛筆・消しゴム）

　【 補足事項 】　※（中途）採用選考試験について

選考試験は、１次・２次の選考試験を行ったうえで、内定（採用）となりますので、ご理解ください。

　１次 選考試験　：　さがみリハビリテーション病院 ※集団面接の場合有り

　２次 選考試験　：　ＡＭＧ協議会（上尾中央医科グループ） ※役員面接

遠方者（関東圏外）の方は、同日に １次・２次の選考試験も行っております。

 選考試験では、”面接” を重視しております。ご自身の意欲・経験（スキル）・を積極的にアピールしてください！

※ 選考試験のお時間は、3時間程度をご予定ください。

※ 「施設見学」を事前にされた方は、”施設見学”・”福利厚生の説明”は、省略いたします。

　【 その他の対応 】

車での来院 ＯＫ！ お子様の同伴 ＯＫ！ 保育室の見学 ＯＫ！

 いきなりの応募ではなく ”施設見学” にて、当院の ”業務内容” ・ ”職場雰囲気” を 是非ご確認ください！

補足
事項

２次
選考

選考試験

１次
選考

補足
事項

書類選考

提出
書類

職場体験

【インターンシップ】

施設見学 　職場体験【インターンシップ】　※新卒のみ

　施設見学
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 ご質問点がございましたら ”お電話” ・ ”メール” にて お気軽に ご相談ください。

　担当者名 総務課　橋本（はしもと）

　連絡先 ０４２－７７３－３２１３ （総務課直通）

神奈川県相模原市中央区下九沢 ５４－２

採用担当

　郵送先 〒２５２－０２５４

　ｍａｉｌ m-hashimoto@sagami-rh.or.jp

　ホームページ http://sagami-rh.or.jp/


