
１人ひとりが
未来の看護を創り続けます
The Future of Nurse

介護施設／通所看護／訪問看護

看護師 募集要項

おもと会グループ リクルートサイト
看護職ページ

<< 詳しい内容はコチラ



【介護老人保健施設】介護老人保健施設ぎのわんおもと園／介護老人保健施設はまゆう

【特別養護老人ホーム】特別養護老人ホームおもと園／特別養護老人ホームすみれ

【通所】　　　　　　デイケアセンターあめくの杜／デイサービスセンターおもと園／デイケアセンターかみはら／

　　　　　　　　　デイサービスセンターとよみの杜／デイサービスセンターすみれ／

　　　　　　　　　通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝぎのわんおもと園／在宅総合ケアセンター上原

【訪問看護】　　　　老人訪問看護ステーションおもと園／訪問看護ステーションかみはら／訪問看護ステーションとよみの杜

【小規模ホーム】　　小規模多機能ホームすずらん／小規模多機能ホーム寄宮／小規模ホームこすもす

【グループホーム】　グループホームたんぽぽ／グループホームさくら

勤務先

応募資格 看護師の資格取得者または、資格取得見込みの者

応募手続き 下記書類を人事部宛に郵送してください。

卒業見込みの者…（１）履歴書（捺印・写真貼付）　（２）卒業見込み証明書

有資格者…………  （１）履歴書（捺印・写真貼付）　（２）資格証（写）

（３）エントリーシート

応募について

選考方法 面接試験

採用面接について

〒 900-0005　那覇市天久 1000 番地 TEL：098-862-1000 統括本部 人事部 ／ 平良・小川・渡嘉敷

問い合わせ・書類提出先

応募要項 Guideline



Treatment

休日

年次有給休暇

育児休暇制度

特別休暇

介護休暇制度

試用期間

採用条件

勤務時間

福利厚生

社会保険制度

ユニフォーム

教育

定期昇給

退職金制度

通勤手当

年１回

あり（勤続 3 年以上）

通勤距離に応じて、上限 31,600 円まで支給

９〜 10 回／１ヶ月

出産休暇：産前６週間、産後８週間

育児休暇：出産後１年間（育児短時間勤務制度あり）

介護休暇あり

採用後３ヶ月（待遇は変わりません）

（１）国家試験に合格すること　（２）心身ともに健康であること

シフト制：勤務時間は施設によって異なります

特別有給休暇・互助会制度・福利厚生倶楽部・医療費減免制度・その他あり

健康保険・雇用保険・労災保険・厚生年金

入職時支給します

クリニカルラダーによる院内・院外教育

教育研修センター・シミュレーションラボを利用した教育システム

リフレッシュ休暇（年 3 日）・結婚休暇・配偶者出産などの慶弔休暇・病気休暇

※ 基本給は経験年数に応じます。 ※ 就職支度金（150,000 円）あり（ただし、施設により異なる）

年収見込 円（通勤手当、超勤手当除く）3,540,000 〜 3,581,000

185,400 188,400専門学校卒 大学卒円 円／

円8,000

円20,000

円5,000

円258,400 円261,400〜

円 円１回：40,000 10,000（ ）概算

基本給

職務手当

資格手当

自己学習手当

合計

※夜勤手当

待遇 （例：新卒者）

賞与 年２回（夏 1.5 ヶ月／冬 2.5 ヶ月）　

※ 2 年目から４ヶ月分（１年目、4 月入職の場合 1.7 ヶ月分）

入職１ヶ月後より、毎月１日付与、６ヶ月経過後５日。
２年目、１２日。以降、１年毎に 10 日＋（勤務年数×２日）付与。
※時間単位の取得も可



04
近年の国の政策の中で、心の健康レベルを引き上げることで、企
業の活性化や生産性の向上につなげようという考え方もでてきて
おり、各事業所では、メンタルヘルス対策のより一層の強化が求
められるようになりました。おもと会においてもメンタルヘルス
対策の一層の推進を図ることとし、平成 24 年「こころと体のヘ
ルスケアセンター」を設立しました。仕事や職場での相談だけで
なく、プライベートな相談や、ただ話を聞いて欲しいと言ったご
要望にもお応えしております。

こころと体のヘルスケアセンター

おもと会の職員は一般健診で、一般料金
¥35,000 の日帰りドックが￥7,560 でご利
用いただけます。

健康診断02

01
おもと会グループの病院で受診をすること
で、医療費の減免制度を受けることができ
ます。扶養者やご家族の受診にもご利用い
ただけます。（本人は 2/3 を減免・1 親等の
ご家族は 1/2 を減免）

医療費減免制度

03
職員相互の扶助を目的とした、互助会制度
を導入しています。会員数は約 1,500 名で、
結婚、出産等に対する祝い金、病気・災害
等に対する見舞金等、様々な場面でのサ
ポート体制を整えています。

互助会制度

福利厚生

ABOUT OMOTOKAI

おもと会について
おもと会グループは医療法人、社会福祉法人、学校法人の 3 つの法人からなるグループです。

おもと会グループ 全職員数

1,946名 472
看護
職員数

名

1959
61

年

周年

おもと会の創立

今年で

141
7,712

50

売上高

県内企業売上高

億

万円

位以内

おもと会グループの看護職員

公益社団法人 日本看護協会「2019 年病院看護実態調査」（2020 年 4 月現在） 出典

看護職員

看護職員（正規）の定着率

全国

沖縄県

おもと会グループ
女性職員

名

%

%

%%

472
89.3
89.1
90.288.8

男性職員
%11.2



おもと会グループの人事評価制度では、「年功序列給」で
はなく、「経験給＋能力給」を採用しています。 一定の昇
給は残しつつも、より大きな役割を担ったり、より高い評
価を得たりした場合に、高い賃金がもらえることを実現し、
皆様 の意欲向上を図ることを目的としています。

人事評価制度

おもと会職員専用の自習スペース
自宅でも職場・学校でもない、自分にとって
心地の良い時間を過ごせる第三の場所
※ 年中無休（8:30 〜 21:00）

おもと会は50以上の事業所で、
約1,900人が働いています。

おもと会グループの全施設・事業所

スマホでチェック

おもと会グループ リクルートサイト

について
詳しく見るおもと会とは

About OMOTOKAI

0605

CONCEPT

52
2020 年 4 月現在



教育と
キャリアプラン

おもと会の病院・施設・事業所は、中規模であることの強みを活かした、フットワークの軽さとコミュニケーションの良さは、

多くのあらゆる業務の推進に役立つことを実感しています。

看護師一人ひとりに目が行き届き、個を尊重した関わりとコミュニケーションがとれるところは最たるものです。

スタッフ同士、スタッフと上司、管理者同士のいずれをとっても、コミュニケーションの良さが組織の基盤にあります。

一人ひとりを大事にし、能力を認め、職業が継続できる職場を目指して、個とともに発展し続ける組織をつくっていきたい

と考えています。

個を支援し、個の力を組織の力に。

おもと会グループ教育研修センターについて
看護技術が不安と感じている方も心配はありません
おもと会教育研修センターは、新人看護師からブランクのあるベテラン看護師まで、シミュレーターを利用しながらその方にあった
技術学習ができます。おもと会グループ全職員の研修の場としての「教育研修センター」は、専従スタッフの支援により、臨床実践
に近いトレーニング環境下で、医療・看護・介護等の技術力を高めることを目指し、自主的に研修・学習できる場として日々活用さ
れています。

おもと会は学び続ける人を支援します



本システムは、個々の看護師のキャリアアップを目的とし、看護実践を通して自らが努力し、

 主体的に能力を開発できるよう支援するものです。

看護師の臨床実践能力を評価し、教育的サポートを行う。

個人の職務上の目標を明らかにし、個人の目標に応じたキャリア開発に役立てる。

個々の看護師が自分の位置、課題を明確にすることができる。

教育目的における部署異動の参考資料とする。

将来的には人事考課の資料とする。

1

2

3

4

5

職務能力評価の目的

職務能力評価（クリニカルラダー）について

スマホでチェックおもと会グループ リクルートサイト

について詳しく見るおもと会教育システム About EDUCATION

ラダー

01
1. 基礎看護技術の習得、理論的知識と実践能力を養う　2. 社会人・職業人として責任ある行動がとれ
3. 看護チームにおける自分の役割を認識できる　4. 教育・研修に参加する

ラダー

02
1. 理論的知識と実践能力の統合　2. 自己の看護観に基づいた看護の実践ができる
3. 委員会活動で力が発揮できる　4. チームリーダーとしてチームをまとめることができる
5. プリセプターの役割がとれる　6. 実習指導者の役割がとれる

看護管理者・スペシャリスト・ジェネラリスト

ラダー

04
1. 情報・知識の統合化と発展性　2. 看護科長補佐ができる
3. 委員会活動の指導が図れる　4. 教育係、リーダー育成
5. 看護研究の指導ができる

ラダー

03

1. 身体的、社会的、心理的知識の統合と応用　2. 対象の包括的把握ができる
3. 委員会活動、委員の補佐ができる
4. チームリーダーとして部署内の人間関係や 他部署との調整ができる
5. 新プリセプターへの支援ができる　6. 実習指導者としての指導的役割がとれる



介護老人保健施設

働くあなたが尊重される職場です
初めての介護施設での勤務を経験してみませんか？
ゆったりした時間が流れる職場はきっとあなたの看護観も変わるはず。
子育て中の若いお母さんからブランクのある方まで、
幅広い年代層の方が活躍中。
安心して長く働き続けられる施設を目指してサポートします。

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設 ぎのわんおもと園

特別養護老人ホーム おもと園

〒 901-2226　沖縄県宜野湾市字嘉数 4-4-10 2F・3F

〒 900-0005　沖縄県那覇市天久 1000 4F・5F

098-898-1010

098-867-7010

夜勤２交代制

（ 担当：看護介護科 ）

（ 担当：看護介護科 ）

（ 担当：総務 ）

（ 担当：看護介護科 ）

日勤＋オンコール体制

14 名

5 名

120 床

80 床

看護体制

看護体制

看護職員数

看護職員数

ベッド数

ベッド数

01

01

介護老人保健施設 はまゆう

特別養護老人ホーム すみれ

〒 901-0215　沖縄県豊見城市渡嘉敷 150 番地 4F

〒 901-0215 沖縄県豊見城市字渡嘉敷 150 番地 3F

098-851-0102

098-851-0101

夜勤２交代制

日勤＋オンコール体制

9 名

6 名

70 床

90 床

看護体制

看護体制

看護職員数

看護職員数

ベッド数

ベッド数

02

02

＊施設見学をご希望の方は、直接下記の施設にご連絡いただくか、

　おもと会人事部（TEL：098-862-3140）までお問い合わせ下さい。



通 所

（ 担当：総務 ）

（ 担当：総務 ）

（ 担当：管理者 ）

デイサービスセンター
すみれ

〒 901-0215
沖縄県豊見城市字渡嘉敷 150 番地 2F

098-898-1010

日勤

看護体制

07

デイサービスセンター
とよみの杜

〒 901-0215
沖縄県豊見城市字渡嘉敷 150

098-851-0151

日勤

看護体制

01

デイサービスセンター
おもと園

〒 902-0067
沖縄県那覇市安里 1-7-3 1F

098-867-7435

日勤

看護体制

04

通所リハビリテーション
ぎのわんおもと園

〒 901-2226
沖縄県宜野湾市字嘉数 4-4-10 1F

098-898-1010

日勤

看護体制

02

在宅総合ケアセンター
上原

〒 901-2204
沖縄県宜野湾市上原 1-15-11 1F

098-894-0101

日勤

看護体制

05 デイサービスセンター
かみはら

〒 902-0064
沖縄県那覇市寄宮 1-9-5 2F・３F

098-855-5375

日勤

看護体制

06

デイケアセンター
あめくの杜

〒 900-0005
沖縄県那覇市天久 1000

098-866-5100

日勤

看護体制

03

スマホでチェック
おもと会グループ リクルートサイト

について詳しく見る
おもと会グループの各施設の看護部

About NURSES

おもと会グループ
各施設の看護部の情報がご覧いただけます



訪問看護

訪問看護ステーション かみはら

〒 902-0064 沖縄県那覇市寄宮 1-9-5

098-855-5378

日勤看護体制

03

老人訪問看護ステーション おもと園

〒 902-0067 沖縄県那覇市安里 1-7-3  7F

098-862-7980

日勤看護体制

01

おもと会グループには
介護施設をサポートする
医療機関があります。

医療法人おもと会 大浜第一病院 医療法人おもと会 大浜第二病院

訪問看護ステーション おもととよみの杜

〒 901-0215 沖縄県豊見城市字渡嘉敷 150 番地

098-851-0107

日勤看護体制

02

（ 担当：総務 ）

（ 担当：総務 ）

（ 担当：総務 ）



グループホーム
さくら

〒 901-2226
沖縄県宜野湾市字嘉数 4-4-10 1F

098-898-2280

日勤

看護体制

02

小規模ホーム
こすもす

〒 901-2226
沖縄県宜野湾市字嘉数 4-4-10 1F

098-897-2887

日勤

看護体制

04 小規模多機能ホーム
寄宮

〒 902-0064
沖縄県那覇市寄宮 1-16-12　2F

098-836-2525

日勤

看護体制

05

小規模ホーム・グループホーム・他

グループホーム
たんぽぽ

〒 902-0064
沖縄県那覇市寄宮 1-9-5 4F

098-855-5378

日勤

看護体制

01 小規模多機能ホーム
すずらん

〒 902-0064
沖縄県那覇市寄宮 1-9-5 4F

098-855-7100

日勤

看護体制

03

医療法人おもと会 大浜第二病院 医療法人おもと会 クリニック安里

（ 担当：総務 ） （ 担当：総務 ）




