
中伊豆リハビリテーションセンターは医療・福祉・介護の総合リハビリテーションセンターとして、入院から在宅ま

で継ぎ目のないリハビリテーションサービスを実践しております。 

募集職種：医師、看護師、訪問看護師、薬剤師、臨床検査技士、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 

介護職員・生活支援員・介護職員・生活支援員（有期契約職員）、通所介護・介護職員（有期契約職員） 

登録ホームヘルパー 

 

 

 

医師【募集中】  

  

１．募集内容  
内科（総合内科、循環器内科）、脳神経外科、神経内科、整形外科 

リハビリテーション科、後期研修医（専攻医） 

２．年齢 不問（経験２年以上を希望します） 

３．待遇  
委細面談／年齢・経験等を考慮の上、当法人規程により優遇いたします。 

退職金制度、職員住宅（単身用・世帯用）、託児所完備 

４．勤務時間  通常勤務：８：２５～１７：１０（当直：月４～５回あり）  

５．勤務場所  
中伊豆リハビリテーションセンター【伊豆市冷川】 

回復期リハビリテーション病棟 

６．休日/休暇  
週休２日制、祝日、季節休暇、年末年始休暇、 

有給休暇、時間有給休暇 

７．保険等  健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、団体定期生命保険 

８．お問合せ  センター長、経営管理部長もしくは総務課長までご連絡ください。 

 

  



看護師【募集中】  

  

１．募集人員  若干名 

２．応募条件 
2021年 3月に看護師資格・保健師資格を取得見込の方 

看護師資格・保健師資格を持っている方 

３．待遇  

委細面談／年齢・経験等を考慮の上、当法人規程により優遇いたします。 

賞与年２回、退職金制度、交通費支給、夜勤手当 

     職員住宅（単身用・世帯用）、（賃貸）住宅手当、託児所完備 

４．勤務時間  

通常勤務：８：２５～１７：１０（内休憩１時間） 

交代勤務：（早）７：００～１５：４５（内休憩１時間） 

        （遅）１０：４５～１９：３０（内休憩１時間） 

        （夜）１６：３０～翌日９：００（内休憩２時間）  

５．勤務場所  

中伊豆リハビリテーションセンター【伊豆市冷川】 

（医療）回復期リハビリテーション病棟 

（福祉）障害者支援施設医務室 

６．休日/休暇  

週休２日制、祝日 ＊休日勤務の場合は平日に振替休日 

季節休暇（５日）、年末年始（６日）、慶弔・産休・育児休暇・介護休暇 

有給休暇（初年度１１日、２年目１５日、３年目２０日）、時間有給休暇 

７．保険等  健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、団体定期生命保険 

８．応募手続き  

電話連絡の上、応募書類を送付ください。 

（新卒者）履歴書・健康診断書・成績証明書・卒業見込み証明書 

（既卒者）履歴書・健康診断書・資格免許証写 

※随時受付中 

９．採用試験 
試験内容：適性検査、一般常識問題、作文、面接 

※採用試験日は後日連絡させていただきます。 

10．その他 施設見学、就職説明は随時対応します。詳細はお問い合わせ下さい。 

 
  



訪問看護師【募集中】  

  

１．募集人員  若干名 

２．応募条件 年齢・経験不問 

３．待遇  

基本給：２２４，８００円～３５７，０００円 

委細面談／年齢・経験等を考慮の上、当法人規程により優遇いたします。 

賞与年２回、退職金制度、交通費支給、夜勤手当 

      職員住宅（単身用・世帯用）、（賃貸）住宅手当、託児所完備 

４．勤務時間  
通常勤務：８：２５～１７：１０（内休憩１時間） 

時間外月平均：１０時間  

５．勤務場所  
訪問看護ステーションあおぞら【駿東郡長泉町】 

訪問看護ステーションそよかぜ【伊東市岡】 

６．休日/休暇  

週休２日制、祝日 ＊休日勤務の場合は平日に振替休日 

季節休暇（５日）、年末年始（６日）、慶弔・産休・育児休暇・介護休暇 

有給休暇（初年度１１日、２年目１５日、３年目２０日）、時間有給休暇 

７．保険等  健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、団体定期生命保険 

８．応募手続き  

電話連絡の上、応募書類を送付ください。 

履歴書・健康診断書・資格免許証写 

※随時受付中 

９．採用試験 
試験内容：適性検査、一般常識問題、作文、面接 

※採用試験日は後日連絡させていただきます。 

10．その他 施設見学、就職説明は随時対応します。詳細はお問い合わせ下さい。 

 

  



薬剤師【募集中】  

  

１．募集人員  若干名 

２．応募条件 
2021年 4月に薬剤師資格を取得見込の方 

薬剤師資格を持っている方 

３．待遇  

委細面談／年齢・経験等を考慮の上、当法人規程により優遇いたします。 

賞与年２回、退職金制度、交通費支給、夜勤手当 

     職員住宅（単身用・世帯用）、（賃貸）住宅手当、託児所完備 

４．勤務時間  通常勤務：８：２５～１７：１０（内休憩１時間） 

５．勤務場所  
中伊豆リハビリテーションセンター【伊豆市冷川】 

回復期リハビリテーション病棟 

６．休日/休暇  

週休２日制、祝日 ＊休日勤務の場合は平日に振替休日 

季節休暇（５日）、年末年始（６日）、慶弔・産休・育児休暇・介護休暇 

有給休暇（初年度１１日、２年目１５日、３年目２０日）、時間有給休暇 

７．保険等  健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、団体定期生命保険 

８．応募手続き  

電話連絡の上、応募書類を送付ください。 

履歴書・健康診断書・資格免許証写 

※随時受付中 

９．採用試験 
試験内容：適性検査、一般常識問題、作文、面接 

※採用試験日は後日連絡させていただきます。 

10．その他 施設見学、就職説明は随時対応します。詳細はお問い合わせ下さい。 

 

  



臨床検査技師【募集中】  

  

１．募集人員  若干名 

２．応募条件 
2021年 4月に臨床検査技師資格を取得見込の方 

臨床検査技師資格を持っている方（40歳以下） 

３．待遇  
委細面談／年齢・経験等を考慮の上、当法人規程により優遇いたします。 

賞与年２回、退職金制度、交通費支給、（賃貸）住宅手当、託児所完備 

４．勤務時間  通常勤務：８：２５～１７：１０（内休憩１時間） 

５．勤務場所  
中伊豆リハビリテーションセンター【伊豆市冷川】 

回復期リハビリテーション病棟 

６．休日/休暇  

週休２日制、祝日 ＊休日勤務の場合は平日に振替休日 

季節休暇（５日）、年末年始（６日）、慶弔・産休・育児休暇・介護休暇 

有給休暇（初年度１１日、２年目１５日、３年目２０日）、時間有給休暇 

７．保険等  健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、団体定期生命保険 

８．応募手続き  

電話連絡の上、応募書類を送付ください。 

履歴書・健康診断書・資格免許証写 

※随時受付中 

９．採用試験 
試験内容：適性検査、一般常識問題、作文、面接 

※採用試験日は後日連絡させていただきます。 

10．その他 施設見学、就職説明は随時対応します。詳細はお問い合わせ下さい。 

 

  



理学療法士・作業療法士・言語聴覚士【募集中】  

  

１．募集人員  

理学療法士 ３～４名 

作業療法士  若干名 

言語聴覚士  若干名 

２．応募条件 
2021年 4月に理学療法士・作業療法士・言語聴覚士資格を取得見込の方 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士資格を持っている方 

３．待遇  

委細面談／年齢・経験等を考慮の上、当法人規程により優遇いたします。 

賞与年２回、退職金制度、交通費支給 

     職員住宅（単身用・世帯用）、（賃貸）住宅手当、託児所完備 

４．勤務時間  
通常勤務：８：２５～１７：１０（内休憩１時間） 

※土曜・日曜・祝日についてはローテーション勤務 

５．勤務場所  

中伊豆リハビリテーションセンター【伊豆市冷川】 

回復期リハビリテーション病棟 

※併設施設として、障害者支援施設・訪問看護（リハビリ）・通所介護あり 

６．休日/休暇  

週休２日制、祝日 ＊休日勤務の場合は平日に振替休日 

季節休暇（５日）、年末年始（６日）、慶弔・産休・育児休暇・介護休暇 

有給休暇（初年度１１日、２年目１５日、３年目２０日）、時間有給休暇 

７．保険等  健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、団体定期生命保険 

８．応募手続き  

電話連絡の上、応募書類を送付ください。 

（新卒者）履歴書・健康診断書・成績証明書・卒業見込み証明書 

（既卒者）履歴書・健康診断書・資格免許証写 

※随時受付中 

９．採用試験 
試験内容：適性検査、一般常識問題、作文、面接 

※採用試験日は後日連絡させていただきます。 

10．その他 施設見学、就職説明は随時対応します。詳細はお問い合わせ下さい。 

 

  



介護職員・生活支援員【募集中】  

  

１．募集人員  ３～４名 

２．応募条件 
新卒者・既卒者 

初任者研修修了者以上（無資格・未経験でも可） 

３．待遇  
委細面談／資格・年齢・経験等を考慮の上、当法人規程により優遇いたします。 

     技術手当、処遇改善手当（障害者支援施設）（賃貸）住宅手当、 

４．勤務時間  

通常勤務：８：２５～１７：１０（内休憩１時間） 

交代勤務：（早）７：００～１５：４５（内休憩１時間） 

        （遅）１０：４５～１９：３０（内休憩１時間） 

        （夜）１６：３０～翌日９：００（内休憩２時間）  

５．勤務場所  

中伊豆リハビリテーションセンター【伊豆市冷川】 

（医療）回復期リハビリテーション病棟 

（福祉）障害者支援施設 

６．休日/休暇  

週休２日制、祝日 ＊休日勤務の場合は平日に振替休日 

季節休暇（５日）、年末年始（６日）、慶弔・産休・育児休暇・介護休暇 

有給休暇（初年度１１日、２年目１５日、３年目２０日）、時間有給休暇 

７．保険等  健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、団体定期生命保険 

８．応募手続き  

電話連絡の上、応募書類を送付または持参ください。 

（新卒者）履歴書・成績証明書・卒業見込み証明書 

（既卒者）履歴書・資格免許証写 

９．その他 施設見学、就職説明は随時対応します。詳細はお問い合わせ下さい。 

 
  



介護職員・生活支援員（有期契約職員）【募集中】  

  

１．募集人員  ３～４名 

２．応募条件 
新卒者・既卒者 

初任者研修修了者以上（無資格・未経験でも可） 

３．待遇  

資格・年齢・経験等を考慮の上、当法人規程により優遇いたします。 

〇時給 （１）介護福祉士：1,050～1,230円 

     （２）初任者研修以上：950～1,130円 

     （３）無資格：900～1,060円 

〇その他 賞与年２回、退職金制度、交通費支給、夜勤手当 

処遇改善手当（障害者支援施設） 

４．勤務時間  

勤務時間・日数、シフトは要応談 

通常勤務：８：２５～１７：１０（内休憩１時間） 

交代勤務：（早）７：００～１５：４５（内休憩１時間） 

        （遅）１０：４５～１９：３０（内休憩１時間） 

        （夜）１６：３０～翌日９：００（内休憩２時間）  

５．勤務場所  

中伊豆リハビリテーションセンター【伊豆市冷川】 

（医療）回復期リハビリテーション病棟 

（福祉）障害者支援施設 

中伊豆リハビリテーションセンター伊東の丘【伊東市岡】 

（福祉）障害者支援施設 

６．休日/休暇  
慶弔・産休・育児休暇・介護休暇 

有給休暇、時間有給休暇 

７．保険等  健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、団体定期生命保険 

８．応募手続き  

電話連絡の上、応募書類を送付または持参ください。 

（新卒者）履歴書・成績証明書・卒業見込み証明書 

（既卒者）履歴書・資格免許証写 

９．その他 施設見学、就職説明は随時対応します。詳細はお問い合わせ下さい。 

 
  



通所介護・介護職員（有期契約職員）【募集中】  

  

１．募集人員  若干名 

２．応募条件 
初任者研修修了者以上（無資格・未経験でも可） 

要普通運転免許 

３．待遇  

資格・年齢・経験等を考慮の上、当法人規程により優遇いたします。 

〇時給 （１）介護福祉士：1,110～1,290円 

     （２）初任者研修以上：1,110～1,190円 

     （３）無資格：960～1,120円 

〇その他 賞与年２回、退職金制度、交通費支給、処遇改善手当 

４．勤務時間  

勤務時間・日数、シフトは要応談 

通常勤務：８：２５～１７：１０（内休憩１時間） 

※送迎により、早出・遅出あり 

５．勤務場所  
中伊豆リハビリテーションセンター伊東の丘【伊東市岡】 

通所介護伊東の丘きらめき 

６．休日/休暇  有給休暇、時間有給休暇 

７．保険等  健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、団体定期生命保険 

８．応募手続き  
電話連絡の上、応募書類を送付または持参ください。 

履歴書・資格免許証写 

９．その他 施設見学、就職説明は随時対応します。詳細はお問い合わせ下さい。 

 
  



登録ホームヘルパー【募集中】  

  

１．募集人員  若干名 

２．応募条件 
初任者研修修了者・ホームヘルパー２級以上 

要普通自動車免許 

３．待遇  

時給１，４００円（処遇改善手当３００円含む） 

特定処遇改善手当（資格により３２～１２８円） 

交通費支給、移動時間給支給、事務費支給 

夜間・早朝の訪問は２５％アップ 

４．勤務時間  
６：００～２２：００の中で勤務可能な時間 

※土曜・日曜・夜間に勤務できる方歓迎  

５．勤務場所  伊東の丘ヘルパーステーション【伊東市岡】 

６．休日/休暇  有給休暇、時間有給休暇 

７．保険等  社会保険完備（勤務形態による）、年１回の健康診断（無料）あり 

８．応募手続き  
電話連絡の上、応募書類を送付または持参ください。 

履歴書・資格免許証写 

９．その他 施設見学、就職説明は随時対応します。詳細はお問い合わせ下さい。 

 
 
 

●申込先 

〒 410-2507  

   静岡県伊豆市冷川 1523-108 

   社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター 

   担当：事務部 総務課 服部浩司、杉村慶明 

       ＴＥＬ 0558-83-2111（代表） ＦＡＸ 0558-83-2370 
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