2019

総合病院水戸協同病院
水戸市宮町 3-2-7

JA 茨城県厚生連リクルート 2019
理学療法士 募集要項

理学療法士募集施設
県北医療センター高萩協同病院

℡：029-231-2371

高萩市大字上手綱字上ヶ穂町 1006-9

JA とりで総合医療センター
取手市本郷 2-1-1

℡：0297-74-5551

℡：0293-23-1122

土浦協同病院なめがた地域医療センター
行方市井上藤田 98-8

℡：0299-56-0600

Requirements
応募資格

来春資格取得見込み者および有資格者

給与

当連合会給与規程（含退職給与規程）による

採用人数

給与実績

その他手当

若干名

※免許取得後に経験がある場合は、規程により年数換算あり

初任給（大卒） 195,540 円（第 1 調整手当含む）
月額

（専門卒）190,780 円（第 1 調整手当含む）

230,685 円（基本給、時間外手当、諸手当含む

）

※2017 年入会者平均

12,000 円

家族手当（配偶者）

家族手当（第２扶養者） 3,600 円

通勤手当（片道２㎞以上、距離に応じて当会規程により支給）

住宅手当（家賃月額 19,000 円を限度として支給、持家については 3,000 円支給）
時間外手当（労働基準法に基づき全額支給）
昇給：年１回定期昇給
福利厚生
勤務時間
休日及び休暇

社会保険

賞与：年２回支給

社内預金、財形貯蓄、厚生資金〔住宅・一般〕貸付金制度
共助会 ( 観劇・誕生祝・野球観戦等 )
当連合会就業規則による

平日 8:30 〜 17:00、土曜日 8:30 〜 12:30

日曜日、祝日、毎月第 2・4 土曜日、年末年始 6 日、週休制度

リフレッシュ休暇 5 日、年次有給休暇 20 日、産前産後休暇、育児・介護休業
特別休暇（結婚・忌引等） 他

健康保険、厚生年金、雇用保険

採用一次試験について
日程：一次 2018 年 11 月 10 日（土）※二次試験については一次試験の結果をもってお知らせいたします
会場：茨城県 JA 会館

水戸市梅香 1-1-4

種類：一次（筆記試験、適正検査、小論文）、二次（面接）
応募について
Recruit2019 サイト内のエントリーフォームに必要事項を入力・送信し、下記書類を揃えて当会まで
ご郵送ください。
新卒者：履歴書、卒業見込証明書、成績証明書

有資格者：履歴書、免許証（写）

※11 月 05 日（月）必着
※履歴書は Recruit2019 サイト内より当会指定の履歴書をダウンロードしてご使用ください

書類の提出先
〒310-0022 水戸市梅香 1-1-4

茨城県厚生農業協同組合連合会

総務部

お問い合わせ先
茨城県厚生農業協同組合連合会
℡：029-232-2263

総務部

村山・内田

受付時間 9：00 〜 16：30

E-mail：saiyou@iba-kouseiren.jp

http://www.ib-ja.or.jp/kouseiren/

※施設見学は随時おこなっておりますので、各事業所へお問い合わせ下さい

採用担当

宛

2019

総合病院水戸協同病院
水戸市宮町 3-2-7

JA 茨城県厚生連リクルート 2019
作業療法士 募集要項

土浦市おおつ野 4-1-1

℡：0293-23-1122

JA とりで総合医療センター
取手市本郷 2-1-1

℡：0297-74-5551

茨城西南医療センター病院
猿島郡境町 2190

℡：0280-87-8111

来春資格取得見込み者および有資格者

給与

当連合会給与規程（含退職給与規程）による

その他手当

高萩市大字上手綱字上ヶ穂町 1006-9

℡：029-830-3711

応募資格

給与実績

県北医療センター高萩協同病院

℡：029-231-2371

総合病院土浦協同病院

Requirements
採用人数

作業療法士募集施設

若干名

※免許取得後に経験がある場合は、規程により年数換算あり

初任給（大卒） 195,540 円（第 1 調整手当含む）
月額

（専門卒）190,780 円（第 1 調整手当含む）

230,685 円（基本給、時間外手当、諸手当含む

）

※2017 年入会者平均

12,000 円

家族手当（配偶者）

家族手当（第２扶養者） 3,600 円

通勤手当（片道２㎞以上、距離に応じて当会規程により支給）

住宅手当（家賃月額 19,000 円を限度として支給、持家については 3,000 円支給）
時間外手当（労働基準法に基づき全額支給）
昇給：年１回定期昇給
福利厚生
勤務時間
休日及び休暇

社会保険

賞与：年２回支給

社内預金、財形貯蓄、厚生資金〔住宅・一般〕貸付金制度
共助会 ( 観劇・誕生祝・野球観戦等 )
当連合会就業規則による

平日 8:30 〜 17:00、土曜日 8:30 〜 12:30

日曜日、祝日、毎月第 2・4 土曜日、年末年始 6 日、週休制度

リフレッシュ休暇 5 日、年次有給休暇 20 日、産前産後休暇、育児・介護休業
特別休暇（結婚・忌引等） 他

健康保険、厚生年金、雇用保険

採用一次試験について
日程：一次 2018 年 11 月 10 日（土）※二次試験については一次試験の結果をもってお知らせいたします
会場：茨城県 JA 会館

水戸市梅香 1-1-4

種類：一次（筆記試験、適正検査、小論文）、二次（面接）
応募について
Recruit2019 サイト内のエントリーフォームに必要事項を入力・送信し、下記書類を揃えて当会まで
ご郵送ください。
新卒者：履歴書、卒業見込証明書、成績証明書

有資格者：履歴書、免許証（写）

※11 月 05 日（月）必着
※履歴書は Recruit2019 サイト内より当会指定の履歴書をダウンロードしてご使用ください

書類の提出先
〒310-0022 水戸市梅香 1-1-4

茨城県厚生農業協同組合連合会

総務部

お問い合わせ先
茨城県厚生農業協同組合連合会
℡：029-232-2263

総務部

村山・内田

受付時間 9：00 〜 16：30

E-mail：saiyou@iba-kouseiren.jp

http://www.ib-ja.or.jp/kouseiren/

※施設見学は随時おこなっておりますので、各事業所へお問い合わせ下さい

採用担当

宛

2019

言語聴覚士募集施設
総合病院土浦協同病院
土浦市おおつ野 4-1-1

JA 茨城県厚生連リクルート 2019
言語聴覚士 募集要項

JA とりで総合医療センター

℡：029-830-3711

取手市本郷 2-1-1

℡：0297-74-5551

Requirements
応募資格

来春資格取得見込み者および有資格者

給与

当連合会給与規程（含退職給与規程）による

採用人数

給与実績

その他手当

若干名

※免許取得後に経験がある場合は、規程により年数換算あり

初任給（大卒） 195,540 円（第 1 調整手当含む）
月額

（専門卒）190,780 円（第 1 調整手当含む）

230,685 円（基本給、時間外手当、諸手当含む

）

※2017 年入会者平均

12,000 円

家族手当（配偶者）

家族手当（第２扶養者） 3,600 円

通勤手当（片道２㎞以上、距離に応じて当会規程により支給）

住宅手当（家賃月額 19,000 円を限度として支給、持家については 3,000 円支給）
時間外手当（労働基準法に基づき全額支給）
昇給：年１回定期昇給
福利厚生
勤務時間
休日及び休暇

社会保険

賞与：年２回支給

社内預金、財形貯蓄、厚生資金〔住宅・一般〕貸付金制度
共助会 ( 観劇・誕生祝・野球観戦等 )
当連合会就業規則による

平日 8:30 〜 17:00、土曜日 8:30 〜 12:30

日曜日、祝日、毎月第 2・4 土曜日、年末年始 6 日、週休制度

リフレッシュ休暇 5 日、年次有給休暇 20 日、産前産後休暇、育児・介護休業
特別休暇（結婚・忌引等） 他

健康保険、厚生年金、雇用保険

採用一次試験について
日程：一次 2018 年 11 月 10 日（土）※二次試験については一次試験の結果をもってお知らせいたします
会場：茨城県 JA 会館

水戸市梅香 1-1-4

種類：一次（筆記試験、適正検査、小論文）、二次（面接）
応募について
Recruit2019 サイト内のエントリーフォームに必要事項を入力・送信し、下記書類を揃えて当会まで
ご郵送ください。
新卒者：履歴書、卒業見込証明書、成績証明書

有資格者：履歴書、免許証（写）

※11 月 05 日（月）必着
※履歴書は Recruit2019 サイト内より当会指定の履歴書をダウンロードしてご使用ください

書類の提出先
〒310-0022 水戸市梅香 1-1-4

茨城県厚生農業協同組合連合会

総務部

お問い合わせ先
茨城県厚生農業協同組合連合会
℡：029-232-2263

総務部

村山・内田

受付時間 9：00 〜 16：30

E-mail：saiyou@iba-kouseiren.jp

http://www.ib-ja.or.jp/kouseiren/

※施設見学は随時おこなっておりますので、各事業所へお問い合わせ下さい

採用担当

宛

