
就業先名称 求人職種 資格 その他の資格 求人備考
事業種別 人数 ◎必須 ◎必須
住所 年齢 ○いずれか必須 ○いずれか必須

学歴 △希望 △希望

2500 誠光福祉会 介護職 △介護福祉士 不問 法人が6/19就職フェア参加

-2105 特別養護老人ホーム・認知症対応型共同生活介護 3名 随時 △介護職員初任者研修
-00177 草津市 ～59歳 月収 189,900 ～ 223,900 △実務者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　聖優会 介護職 不問 不問 新卒のみ
-2105 特別養護老人ホーム 8名 R4.4.1 ～ 法人が6/26就職フェア参加

-00202 草津市 ～59歳 月収 192,805 ～ 201,275 法人が7/10オンライン参加

専門学校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　聖優会 介護職 不問 不問 法人が6/26就職フェア参加

-2105 特別養護老人ホーム 3名 随時 法人が7/10オンライン参加

-00203 草津市 ～59歳 月収 190,275 ～ 237,025
不問 夜勤有 ・ 宿直無

2500 特別養護老人ホーム風和里 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許 法人が6/19就職フェア参加

-2105 特別養護老人ホーム 3名 随時 △実務者研修 法人が7/10オンライン参加

-00216 草津市岡本町217番地 ～59歳 月収 176,000 ～ 369,400 △介護職員初任者研修
不問 夜勤有 ・ 宿直無

2500 あおばな居宅介護支援事業所 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2105 居宅介護支援事業 1名 随時 △主任介護支援専門員
-00191 草津市山寺町441 ～66歳 月収 225,000 ～ 270,000 △主任介護支援専門員取得見込

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 誠光福祉会 介護職 △介護福祉士 不問 法人が6/19就職フェア参加

-2105 特別養護老人ホーム・通所介護・認知症対応型共同生活介護 4名 随時 △介護職員初任者研修
-00187 草津市 年齢不問 時給 900 ～ 1,100 △実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホームえんゆうの郷 介護職 △介護福祉士 不問 法人が6/19就職フェア参加

-2105 特別養護老人ホーム 1名 随時 △介護職員初任者研修
-00188 草津市南山田町761 年齢不問 時給 900 ～ 1,100 △実務者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 リハステーション草津　デイサービス 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許 法人が6/19就職フェア参加

-2105 通所リハビリテーション 1名 随時 △健康運動指導士等 法人が7/10オンライン参加

-00200 草津市下笠町338-1 年齢不問 時給 870 ～ 1,050
不問 夜勤無 ・ 宿直無

2500 社会福祉法人　聖優会 介護職 不問 不問 法人が6/26就職フェア参加

-2105 特別養護老人ホーム 3名 随時 法人が7/10オンライン参加

-00204 草津市 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,060
不問 夜勤無 ・ 宿直無

2500 あおばな居宅介護支援事業所 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2105 居宅介護支援事業 1名 随時 △主任介護支援専門員
-00217 草津市山寺町441 年齢不問 時給 1,300 ～ 1,500 △主任介護支援専門員取得見込

不問 夜勤無 ・ 宿直無

非常勤・パート

非常勤・パート

非常勤・パート

非常勤・パート

非常勤・パート

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

求 人 情 報 一 覧 表
　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせは滋賀県介護・福祉人材センターへ

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０７７（５６７）３９２５

求人番号

雇用形態
雇用期間
賃金
夜勤・交替制勤務

1



就業先名称 求人職種 資格 その他の資格 求人備考
事業種別 人数 ◎必須 ◎必須
住所 年齢 ○いずれか必須 ○いずれか必須

学歴 △希望 △希望

求 人 情 報 一 覧 表
　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせは滋賀県介護・福祉人材センターへ

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０７７（５６７）３９２５

求人番号

雇用形態
雇用期間
賃金
夜勤・交替制勤務

2500 デイサービスセンターなぎさ 看護職 ○看護師 ◎普通自動車免許 法人が6/19就職フェア参加

-2105 通所介護 1名 随時 ○准看護師
-00212 草津市集町260-1 年齢不問 時給 1,350 ～ 1,550

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 デイサービスセンターなぎさ セラピスト ○理学療法士 不問 法人が6/19就職フェア参加

-2105 通所介護 1名 随時 ○作業療法士
-00223 草津市集町260-1 年齢不問 時給 1,400 ～ 1,500

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 守山市北部地区地域包括支援センター 相談・支援・指導員 ◎社会福祉士 ◎普通自動車免許 法人が6/19就職フェア参加

-2105 地域包括支援センター 1名 随時 法人が7/10オンライン参加

-00199 守山市洲本町1353-2 ～59歳 月収 183,600 ～ 233,600
不問 夜勤無 ・ 宿直無

2500 リハステーション守山　デイサービス 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許 法人が6/19就職フェア参加

-2105 通所リハビリテーション 1名 随時 △健康運動指導士等 法人が7/10オンライン参加

-00201 守山市守山6丁目11-51リハステーション守山2F 年齢不問 時給 870 ～ 1,050
不問 夜勤無 ・ 宿直無

2500 精神障害者　生活訓練施設　樹 相談・支援・指導員 △精神保健福祉士 不問 法人が6/26就職フェア参加

-2105 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋自立訓練（生活））（主に精神）、他 2名 随時 △精神保健福祉士取得見込

-00197 滋賀県野洲市八夫1318 ～59歳 月収 177,000 ～ 199,100
専門学校卒以上 夜勤無 ・ 宿直有

2500 社会福祉法人びわこ学園 調理員 ◎調理師 不問 法人が6/26就職フェア参加

-2105 (障）療養介護（主に身体） 1名 随時 法人が7/10オンライン参加

-00189 野洲市・草津市 年齢不問 月収 190,000 ～ 190,000
不問 夜勤無 ・ 宿直無

非常勤・パート

正職員

非常勤・パート

正職員

常勤（正職員以外）

非常勤・パート
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