
平成 30年度     求  人  申  込  票
S 2018年4月1日

求   人   先

ふりがな じゅじゅはうす 代表者名
設立 2000年4月1日

事業所名 寿々はうす（介護老人保健施設） 田中　友二

経営主
体〒５２０－２４３３ 医療法人　周行会

所在地 滋賀県野洲市八夫２０７７
寿々は
うす職
員数

105人
〒５２０－２４３３ 滋賀県野洲市八夫２０７７

書    類 寿々はうす 法人　　　
　職員
数

電話　０７７　（５８９）　８３２０
URL http://www.konan-psy.or.jp/

300人
提出先

       E-mail   jujuhs@konan-psy.or.jp
採用担当者 川端　　　　　　　

最寄り駅 JR　びわこ線     野洲駅下車 野洲駅よりバスで10分　湖南病院前下車

業　　務 介護老人保健施設に入所中のお年寄りや、通所リハビリに通っておられる人へのリハビリ及び介護業務です。
内     容 他職種とのチームアプローチを基本理念にしています。    入所定員　100名　　　通所リハビリテーション　40名

介護職は、老健で中心的な役割を担っています。
介護のプロを育てることが、寿々はうすの第１の目標と考えております。我々と一緒に施設介護を変えていきませんか！

採  用  条  件

職　　種
賞与

年　２　回 29年度実績 計　５ ヶ月
介護職

（初年度　3.33ヶ月）
募　　集 　　2 名

随時
又は平成30年4月1人　　員

通　　勤　　
　　　手　　
当

40,000円を限度に全額支給
勤    務 寿々はうす
場　　所

入   寮　　　
　　　施　　
設

ありません
給料　　　202,000円～　　

加   入　　　
　保険等

健康保険・厚生年金・厚生年金基金・労災・
雇用・財形（内訳） その他の手当

現     行 基本給 152,000円 介護福祉士手当 5,000円/月

賃　　金 夜勤　５回 42,500円
休日手当 ５回 7,500円 家族手当 25,000円/月 勤　　務　　

　　　　　
時　　間

3交代 午前９時～午後５時１５分
　29年度の平均回数参考 （配偶者と子供2人の場合） 午後４時３０分～午前９時３０分

住宅手当 27,000円まで 変則 午前１１時４５分～午後８時００分
（　家　賃　補　助　） 労働時間 　　週　36時間15分

処遇改善手当　　　　20,000円/月 有給休暇 初年度14日、最高20日
（年３回に分けて支給　）

休　　日

日曜・祝日・盆休（3日）・年末年始（6日）　　
　　　　　　　週休2日制（変則制）・ストッ
ク休暇年収（2年目） 約340万円 （住宅手当・家族手当含まず）

応募・選考要項

提　　出　　　
　　書　　
類

　　　　　履歴書　・　成績証明書　・　健康診断書
受　　付　　　
　　　期　　
間

　　　　　随　時（ただし定員に達しましたら、締め切ります。）

施　　設　　　
　　　　　　　

　見　　学
　　　　　見学をご希望でしたら、事前に採用担当者まで電話･メール等でご連絡ください。

選　　考　　　
　　　　方　　
法

　　　　　一般教養試験・面　接

試験
面接日 　　　　　随時行います。　福祉の職場説明会でも求人を行います。

面　　接　　　
　　　　　

場　　所
　　　　　滋賀県野洲市八夫２０７７　　寿々はうす　　会議室

特　　記　　　
　　　事　　
項

　　　　　卒業生の方も応募できます。ご不明なことがありましたら、採用担当者までお問い合わせください。
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平成 31年度     求  人  申  込  票
S 2019年4月1日

求   人   先

ふりがな じゅじゅはうす 代表者名
設立 2000年4月1日

事業所名 寿々はうす（介護老人保健施設） 田中　友二

経営主
体〒５２０－２４３３ 医療法人　周行会

所在地 滋賀県野洲市八夫２０７７
寿々は
うす職
員数

105人
〒５２０－２４３３ 滋賀県野洲市八夫２０７７

書    類 寿々はうす 法人　　　
　職員
数

電話　０７７　（５８９）　８３２０
URL http://www.konan-psy.or.jp/

300人
提出先

       E-mail   jujuhs@konan-psy.or.jp
採用担当者 川端　　　　　　　

最寄り駅 JR　びわこ線     野洲駅下車 野洲駅よりバスで10分　湖南病院前下車

業　　務 介護老人保健施設に入所中のお年寄りや、通所リハビリに通っておられる人へのリハビリ及び介護業務です。
内     容 他職種とのチームアプローチを基本理念にしています。    入所定員　100名　　　通所リハビリテーション　40名

介護職は、老健で中心的な役割を担っています。
介護のプロを育てることが、寿々はうすの第１の目標と考えております。我々と一緒に施設介護を変えていきませんか！

採  用  条  件

職　　種
賞与

年　２　回 30年度実績 計　５ ヶ月
介護職

（初年度　3.33ヶ月）
募　　集 　　2 名

随時
又は平成31年4月1人　　員

通　　勤　　
　　　手　　
当

40,000円を限度に全額支給
勤    務 寿々はうす
場　　所

入   寮　　　
　　　施　　
設

ありません
給料　　　202,000円～　　

加   入　　　
　保険等

健康保険・厚生年金・厚生年金基金・労災・
雇用・財形（内訳） その他の手当

現     行 基本給 152,000円 介護福祉士手当 5,000円/月

賃　　金 夜勤　５回 42,500円
休日手当 ５回 7,500円 家族手当 25,000円/月 勤　　務　　

　　　　　
時　　間

3交代 午前９時～午後５時１５分
　29年度の平均回数参考 （配偶者と子供2人の場合） 午後４時３０分～午前９時３０分

住宅手当 27,000円まで 変則 午前１１時４５分～午後８時００分
（　家　賃　補　助　） 労働時間 　　週　36時間15分

処遇改善手当　　　　20,000円/月 有給休暇 初年度14日、最高20日
（年３回に分けて支給　）

休　　日

日曜・祝日・盆休（3日）・年末年始（6日）　　
　　　　　　　週休2日制（変則制）・ストッ
ク休暇年収（2年目） 約340万円 （住宅手当・家族手当含まず）

応募・選考要項

提　　出　　　
　　書　　
類

　　　　　履歴書　・　成績証明書　・　健康診断書
受　　付　　　
　　　期　　
間

　　　　　随　時（ただし定員に達しましたら、締め切ります。）

施　　設　　　
　　　　　　　

　見　　学
　　　　　見学をご希望でしたら、事前に採用担当者まで電話･メール等でご連絡ください。

選　　考　　　
　　　　方　　
法

　　　　　面　接

試験
面接日 　　　　　随時行います。　福祉の職場説明会でも求人を行います。

面　　接　　　
　　　　　

場　　所
　　　　　滋賀県野洲市八夫２０７７　　寿々はうす　　会議室

特　　記　　　
　　　事　　
項

　　　　　卒業生の方も応募できます。ご不明なことがありましたら、採用担当者までお問い合わせください。

1



令和 2年度     求  人  申  込  票
S 令和2年4月1日

求   人   先

ふりがな じゅじゅはうす 代表者名
設立 2000年4月1日

事業所名 寿々はうす（介護老人保健施設） 池本　明人

経営主
体〒５２０－２４３３ 医療法人　周行会

所在地 滋賀県野洲市八夫２０７７
寿々は
うす職
員数

105人
〒５２０－２４３３ 滋賀県野洲市八夫２０７７

書    類 寿々はうす 法人　　　
　職員
数

電話　０７７　（５８９）　８３２０
URL http://www.konan-psy.or.jp/

300人
提出先

       E-mail   jujuhs@konan-psy.or.jp
採用担当者 川端　　　　　　　

最寄り駅 JR　びわこ線     野洲駅下車 野洲駅よりバスで10分　湖南病院前下車

業　　務 介護老人保健施設に入所中のお年寄りや、通所リハビリに通っておられる人へのリハビリ及び介護業務です。
内     容 他職種とのチームアプローチを基本理念にしています。    入所定員　100名　　　通所リハビリテーション　40名

介護職は、老健で中心的な役割を担っています。
介護のプロを育てることが、寿々はうすの第１の目標と考えております。我々と一緒に施設介護を変えていきませんか！

採  用  条  件

職　　種
賞与

年　２　回 30年度実績 計　５ ヶ月介護職(正職）
（初年度　3.33ヶ月）

募　　集 　　2 名
随時

又は令和2年4月1人　　員
通　　勤　　
　　　手　　
当

40,000円を限度に全額支給
勤    務 寿々はうす
場　　所

入   寮　　　
　　　施　　
設

ありません
給料　　　217,000円～　　

加   入　　　
　保険等

健康保険・厚生年金・厚生年金基金・労災・
雇用・財形（内訳） その他の手当

現     行 月給 167,000円 介護福祉士手当 5,000円/月

賃　　金 （基本給　152,000円　手当15,000円）

夜勤　５回 42,500円 家族手当 25,000円/月 勤　　務　　
　　　　　

時　　間

3交代 午前９時～午後５時１５分
休日手当 ５回 7,500円 （配偶者と子供2人の場合） 午後４時３０分～午前９時３０分
　29年度の平均回数参考 住宅手当 27,000円まで 変則 午前１１時４５分～午後８時００分

（　家　賃　補　助　） 労働時間 　　週　36時間15分

処遇改善手当　　　　20,000円/月 特定処遇改善手当　勤続10年以上 有給休暇 初年度15日、最高20日
（年３回に分けて支給　） 　16,000円/月　年3回に分けて支給

休　　日

日曜・祝日・盆休（3日）・年末年始（6日）　　
　　　　　　　週休2日制（変則制）・ストッ
ク休暇年収（2年目） 約360万円 （住宅手当・家族手当含まず）

介護職（非常勤・パート） 時給970円～1,050円
入所担当　　勤務日・勤務時間相談可能

通所担当　　　　8：20～16：35　9：00～17：15

介護助手（パート） 時給870円 AM７：００～　PM12：00～　PM15：30～　2時間程度/日

応募・選考要項

提　　出　　　
　　書　　
類

　　　　　履歴書　・　成績証明書　・　健康診断書
受　　付　　　
　　　期　　
間

　　　　　随　時（ただし定員に達しましたら、締め切ります。）

施　　設　　　
　　　　　　　

　見　　学
　　　　　見学をご希望でしたら、事前に採用担当者まで電話･メール等でご連絡ください。

選　　考　　　
　　　　方　　
法

　　　　　面　接

試験
面接日 　　　　　随時行います。　福祉の職場説明会でも求人を行います。

面　　接　　　
　　　　　

場　　所
　　　　　滋賀県野洲市八夫２０７７　　寿々はうす　　会議室
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