
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 アサヒサンクリーン在宅介護センター草津 介護職 不問 不問
-2105 訪問入浴介護 2名 随時
-00039 草津市野村7-16-15 ～59歳 月収 212,000 ～ 212,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　やわらぎ苑 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2105 特別養護老人ホーム 2名 随時 ○実務者研修
-00074 草津市南笠町891番地 ～59歳 月収 135,000 ～ 260,000 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直有
2500 ツクイ南草津 介護職 ○介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2105 通所介護 1名 随時 ○実務者研修
-00091 草津市南草津2丁目6-3 ～59歳 月収 198,000 ～ 251,000 ○介護福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　ゆうすいのさと 介護職 △介護福祉士 不問 法人が7/10オンライン参加

-2105 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 1名 随時 △介護職員初任者研修
-00139 草津市駒井沢町400-1 ～59歳 月収 176,000 ～ 329,400 △実務者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　帆の里 介護職 △介護福祉士 不問 法人が7/10オンライン参加

-2105 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 2名 随時 △介護職員初任者研修
-00145 草津市矢橋町500-1 ～59歳 月収 176,000 ～ 329,400

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　グロー 介護職 不問 不問 法人が7/10オンライン参加

-2105 養護老人ホーム（一般）・(障）生活介護・通所介護 5名 R4.4.1 ～
-00149 草津市・近江八幡市 ～59歳 月収 174,000 ～ 275,000

不問 夜勤有 ・ 宿直有
2500 パナソニック エイジフリーハウス草津野村 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2105 小規模多機能型居宅介護 1名 随時 △介護職員基礎研修
-00154 草津市野村1丁目24番10号 ～59歳 月収 212,000 ～ 233,690 △介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無 △ヘルパー１級
2500 誠光福祉会 介護職 △介護福祉士 不問
-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 法人が7/10オンライン参加

-2105 特別養護老人ホーム 3名 随時
-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7/10オンライン参加

-2105 特別養護老人ホーム 3名 随時 △実務者研修
-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
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2500 介護老人保健施設　草津ケアセンター 介護職 △介護福祉士 不問
-2105 介護老人保健施設・通所リハビリテーション 3名 随時
-00227 草津市野村2丁目13-13 ～59歳 月収 191,000 ～ 244,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　ぽぷら 介護職 不問 △普通自動車免許
-2106 特別養護老人ホーム 5名 随時
-00029 草津市上笠一丁目1-22　 ～59歳 月収 150,500 ～ 180,500

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 びわこ学園医療福祉センター草津 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2107 (障）生活介護（主に身体）・(障）療養介護（主に身体） 7名 随時 △社会福祉士
-00060 草津市笠山８丁目3-113 ～59歳 月収 175,600 ～ 186,600 △保育士

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人よつば会 相談・支援・指導員 △社会福祉士 ◎普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2106 (障）就労継続支援(B型)（主に知的）・(障）生活介護（主に知的） 1名 随時 △介護福祉士
-00099 草津市 ～59歳 月収 176,000 ～ 239,300 △精神保健福祉士

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 若竹会 相談・支援・指導員 不問 ◎普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2107 (障）生活介護・(障）就労継続支援(B型)・(障）就労移行支援 1名 随時
-00024 草津市 ～40歳 月収 174,700 ～ 206,100

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 若竹会 相談・支援・指導員 不問 ◎普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2107 (障）生活介護・(障）就労継続支援(B型)・(障）就労移行支援 1名 随時
-00043 草津市 ～40歳 月収 174,700 ～ 206,100

高校卒以上 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
-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 特別養護老人ホーム　えんゆうの郷 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2106 特別養護老人ホーム 1名 随時 △介護福祉士
-00008 草津市南山田町761 ～59歳 月収 185,900 ～ 235,900 △社会福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無 △社会福祉主事
2500 介護老人保健施設　草津ケアセンター 介護支援専門員 ◎主任介護支援専門員 ◎ＡＴ限定免許  
-2105 介護老人保健施設 1名 随時
-00228 草津市野村2丁目13番13号 ～59歳 月収 194,000 ～ 214,000

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特定非営利活動法人　あい・ビリーブ ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ◎ＡＴ限定免許  
-2105 (障）居宅介護（主に身体） 1名 随時 ○介護職員初任者研修修了見込

-00063 草津市追分3丁目22-12-201 ～64歳 月収 166,500 ～ 184,000
高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
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2500 訪問介護事業所　よかよか ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2105 訪問介護・(障）居宅介護（主に身体）、他 1名 随時
-00159 草津市駒井沢町375-33 ～74歳 月収 205,000 ～ 210,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社 ニチイ学館 ホームヘルパー ◎実務者研修 ◎普通自動車免許
-2107 訪問介護 1名 随時 △介護福祉士
-00079 草津市・大津市 ～59歳 月収 199,920 ～ 207,920

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 放課後等デイサービス　　放課後デイ　あみ・フルール 保育士 ◎保育士 不問
-2105 放課後等デイサービス 1名 随時
-00064 草津市追分3丁目22番9-102 ～64歳 月収 160,000 ～ 180,000

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 アサヒサンクリーン在宅介護センター草津 看護職 ○看護師 不問
-2105 訪問入浴介護 2名 随時 ○准看護師
-00043 草津市野村7-16-15 ～59歳 月収 247,000 ～ 247,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社　いまここ サービス提供責任者 ◎実務者研修 ○普通自動車免許
-2106 訪問介護・介護予防訪問介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00147 草津市上笠三丁目２８-２ ～59歳 月収 261,000 ～ 344,680

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社　いまここ 保育補助 不問 不問
-2107 放課後等デイサービス 2名 随時
-00108 草津市上笠三丁目２８-２ ～59歳 月収 178,000 ～ 298,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 アサヒサンクリーン在宅介護センター草津 介護職 不問 不問
-2105 訪問入浴介護 2名 随時 ～ R4.3.31
-00054 草津市野村7-16-15 年齢不問 時給 1,090 ～ 1,090

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ツクイ南草津 介護職 不問 不問
-2105 通所介護 1名 随時
-00092 草津市南草津2丁目6-3 年齢不問 時給 1,070 ～ 1,120

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 滋賀県立むれやま荘 介護職 不問 不問 法人が7/10オンライン参加

-2105 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋自立訓練（機能）（主に身体）、他 2名 随時
-00128 草津市笠山８丁目5-１３０ 年齢不問 日給 10,670 ～ 10,710

不問 夜勤無 ・ 宿直有
2500 特別養護老人ホーム　萩の里 介護職 不問 不問 法人が7/10オンライン参加

-2105 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00141 草津市野路東2丁目4-10 年齢不問 時給 1,038 ～ 1,600

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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2500 パナソニック エイジフリーハウス草津野村 介護職 不問 不問
-2105 小規模多機能型居宅介護 1名 随時
-00155 草津市野村1丁目24番10号 年齢不問 時給 1,023 ～ 1,084

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 パナソニック エイジフリー草津・デイサービス 介護職 不問 不問
-2105 通所介護・介護予防通所介護 1名 随時
-00157 草津市草津1742番1 年齢不問 時給 1,023 ～ 1,084

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 誠光福祉会 介護職 △介護福祉士 不問
-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
-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 社会福祉法人　聖優会 介護職 不問 不問 法人が7/10オンライン参加

-2105 特別養護老人ホーム 3名 随時
-00204 草津市 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,060

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　第二菖蒲の郷 介護職 不問 不問 法人が7/10オンライン参加

-2106 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00057 草津市追分南５丁目18-8 年齢不問 時給 980 ～ 1,200

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 デイサービス　りんく草津 介護職 不問 不問
-2106 通所介護 1名 随時
-00183 草津市草津3丁目10-45 年齢不問 時給 950 ～ 1,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社　調和 介護職 不問 不問
-2107 通所介護 2名 随時
-00088 草津市上笠二丁目5-8 年齢不問 時給 900 ～ 1,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 若竹会 相談・支援・指導員 不問 ◎普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2105 (障）生活介護・(障）就労継続支援(B型) 1名 随時
-00002 草津市 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ARTPOP合同会社　ウィズユー草津笠山 相談・支援・指導員 不問 不問
-2106 放課後等デイサービス 3名 随時
-00150 草津市笠山2-1-28クローバービル２F 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,150

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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2500 特別養護老人ホーム　萩の里 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 不問 法人が7/10オンライン参加

-2105 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00140 草津市野路東2丁目4-10 年齢不問 時給 1,300 ～ 1,850

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
2500 訪問介護事業所　よかよか ホームヘルパー 不問 ◎普通自動車免許
-2105 訪問介護・(障）居宅介護（主に身体）、他 5名 随時
-00160 草津市駒井沢町375-33 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,300

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ケア湖風介護サービス ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2106 (障）居宅介護 1名 随時
-00022 草津市山寺町657-1 年齢不問 時給 1,300 ～ 1,300

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特定非営利活動法人　あい・ビリーブ ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2106 (障）居宅介護・(障）重度訪問介護 2名 随時
-00163 草津市追分３丁目２２-１２-２０１ 年齢不問 時給 1,250 ～ 1,500

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社 ニチイ学館 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2107 訪問介護 3名 随時 △介護福祉士
-00071 草津市・大津市 年齢不問 時給 1,163 ～ 1,403 △実務者研修

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
-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 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
-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 アサヒサンクリーン在宅介護センター草津 看護職 ○看護師 不問
-2107 訪問入浴介護 2名 随時 ○准看護師
-00014 草津市野村7丁目16-15 年齢不問 時給 1,630 ～ 1,680

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 リハステーション草津デイサービス 運転手 不問 ○普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2106 認知症対応型通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00078 草津市下笠町338-1 年齢不問 時給 900 ～ 900

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

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
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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

　　　　　　　　　　　　　　　　　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

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

2500 特別養護老人ホーム　第二菖蒲の郷 用務員 不問 不問 法人が7/10オンライン参加

-2106 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00179 草津市追分南５丁目18-8 年齢不問 時給 870 ～ 920

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　しがそせい苑 介護職 △介護福祉士 不問
-2106 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・通所介護 3名 随時
-00035 守山市水保町2650-1 ～59歳 月収 156,000 ～ 220,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　ゆいの里 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2106 特別養護老人ホーム・認知症対応型通所介護、他 3名 随時
-00074 守山市洲本町１番地 ～59歳 月収 165,300 ～ 229,100

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 株式会社 あいむ 介護職 △介護職員初任者研修 △ＡＴ限定免許  
-2107 通所介護 1名 随時 △実務者研修
-00083 守山市 ～64歳 月収 171,000 ～ 190,000 △介護福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　湖南会 相談・支援・指導員 不問 ◎普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2106 (障）生活介護（主に知的、他 3名 R4.4.1 ～
-00089 守山市 ～59歳 月収 183,000 ～ 201,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直有
2500 社会福祉法人ひかり会 相談・支援・指導員 ○社会福祉士取得見込 ○ＡＴ限定免許  
-2106 児童養護施設・障害児相談支援 3名 随時 ○保育士取得見込 ○普通自動車免許
-00118 守山市 20歳～64歳 月収 201,200 ～ 236,200 ○社会福祉主事取得見込

短大卒以上 夜勤無 ・ 宿直無 ○児童指導員取得見込
2500 ケアサービスセンターこころ訪問介護事業所 ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 不問
-2106 訪問介護・有料老人ホーム 1名 随時 ○介護福祉士
-00013 守山市水保町1390-4 ～64歳 月収 195,000 ～ 223,000 ○実務者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 株式会社 あいむ ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎ＡＴ限定免許  
-2106 訪問介護 2名 随時 △実務者研修
-00140 守山市 ～64歳 月収 175,000 ～ 204,000 △介護福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社 あいむ 看護職 ○看護師 △ＡＴ限定免許  
-2106 通所介護・訪問看護・小規模多機能型居宅介護 1名 随時 ○准看護師
-00145 守山市 ～64歳 月収 219,900 ～ 276,800 ○保健師

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　ゆいの里 事務職 不問 ◎普通自動車免許 募集終了日
-2106 特別養護老人ホーム・認知症対応型通所介護、他 1名 随時 2021年7月10日
-00164 守山市洲本町１番地 ～35歳 月収 170,700 ～ 209,100 法人が7/10オンライン参加

専門学校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

非常勤・パート

正職員
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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

　　　　　　　　　　　　　　　　　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

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

2500 友愛 介護職 △介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2105 短期入所生活介護・認知症対応型共同生活介護、他 2名 随時
-00009 守山市 年齢不問 月収 170,000 ～ 180,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 地域密着型特別養護老人ホーム　南平の郷 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2105 特別養護老人ホーム 7名 随時 △介護福祉士取得見込
-00132 守山市横江町155番 年齢不問 時給 880 ～ 1,000 △介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無 △実務者研修
2500 特別養護老人ホーム　ゆいの里 介護職 不問 ◎普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2106 特別養護老人ホーム・認知症対応型通所介護、他 2名 随時
-00102 守山市洲本町１番地 年齢不問 月収 165,300 ～ 229,100

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 守山市地域包括支援センター 相談・支援・指導員 ○保健師 ◎普通自動車免許
-2106 市町村福祉担当課 1名 随時 ○看護師
-00092 守山市下之郷三丁目2番5号 年齢不問 月収 207,230 ～ 216,452 ○社会福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○主任介護支援専門員
2500 守山市地域包括支援センター 相談・支援・指導員 ○保健師 ◎普通自動車免許
-2106 市町村福祉担当課 1名 随時 ○看護師
-00095 守山市下之郷三丁目2番5号 年齢不問 月収 207,230 ～ 216,452 ○作業療法士

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○歯科衛生士
2500 友愛 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2105 短期入所生活介護・認知症対応型共同生活介護・通所介護 5名 随時 △介護職員初任者研修
-00010 守山市 年齢不問 時給 1,020 ～ 1,070

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　しがそせい苑 介護職 △介護職員初任者研修 不問
-2106 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・通所介護 2名 随時 ～ R4.3.31 △実務者研修
-00036 守山市水保町2650-1 年齢不問 時給 880 ～ 990 △介護福祉士

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無 △介護福祉士取得見込
2500 社会福祉法人　慈惠会 介護職 △介護福祉士 ○普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2106 認知症対応型通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00076 守山市 年齢不問 時給 870 ～ 1,050

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特定非営利活動法人　ゆうらいふ 介護職 不問 ◎普通自動車免許
-2106 認知症対応型共同生活介護・通所介護 3名 随時 ～ R4.3.15
-00082 守山市 年齢不問 時給 900 ～ 900

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社 あいむ 介護職 △介護職員初任者研修 ◎ＡＴ限定免許  
-2106 小規模多機能型居宅介護 2名 随時 △実務者研修
-00141 守山市 年齢不問 時給 890 ～ 890 △介護福祉士

不問 夜勤有 ・ 宿直無

常勤（正職員以外）

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

常勤（正職員以外）

常勤（正職員以外）

常勤（正職員以外）

常勤（正職員以外）
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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

　　　　　　　　　　　　　　　　　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

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

2500 株式会社 あいむ 介護職 △介護福祉士 ◎ＡＴ限定免許  
-2106 通所介護 2名 随時 △実務者研修
-00142 守山市 年齢不問 時給 910 ～ 1,010 △介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 湖南ホームタウン 介護職 不問 不問
-2107 (障）生活介護（主に身体） 2名 随時
-00032 守山市守山町168-1 年齢不問 時給 950 ～ 950

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 またあした伊勢 介護職 △介護福祉士 ◎ＡＴ限定免許  
-2107 通所介護 1名 随時
-00035 守山市伊勢町167-1 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 守山市地域包括支援センター 相談・支援・指導員 ○理学療法士 ◎普通自動車免許
-2106 市町村福祉担当課 1名 随時 ○作業療法士
-00096 守山市下之郷三丁目2番5号 年齢不問 月収 165,784 ～ 165,784

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ゆいの里　訪問介護ステーション ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ○普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2106 訪問介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00077 守山市洲本町１番地 年齢不問 時給 900 ～ 920

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ゆうらいふヘルパーステーション ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2106 訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2名 随時 ～ R4.3.15 ○介護福祉士
-00083 守山市立田町4135-2 年齢不問 時給 900 ～ 900

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社 あいむ ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 △ＡＴ限定免許  
-2106 訪問介護 2名 随時 △実務者研修
-00139 守山市 年齢不問 時給 890 ～ 1,020 △介護福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特定非営利活動法人　ゆうらいふ 保育士 ◎保育士 不問
-2106 保育所 1名 随時 ～ R4.3.15
-00084 守山市 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ゆいの里訪問看護ステーション セラピスト ○理学療法士 ○普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2106 訪問看護 1名 随時 ○作業療法士 ○ＡＴ限定免許  
-00075 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 1,400 ～ 1,700

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社 あいむ 看護職 ○看護師 △ＡＴ限定免許  
-2106 通所介護・訪問看護・小規模多機能型居宅介護 1名 随時 ○准看護師
-00144 守山市 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,700 ○保健師

不問 夜勤有 ・ 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

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

8



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

　　　　　　　　　　　　　　　　　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

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

2500 守山デイサービスセンター 運転手 不問 ○普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2107 認知症対応型通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00057 守山市洲本町1 年齢不問 時給 900 ～ 900

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人よつば会 介護職 ○介護福祉士 不問 法人が7/10オンライン参加

-2105 特別養護老人ホーム・認知症対応型共同生活介護 1名 随時 ○実務者研修
-00146 栗東市 ～59歳 月収 156,000 ～ 271,000 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 医療法人社団　真下胃腸科医院 介護職 ○介護福祉士 △普通自動車免許
-2106 認知症対応型共同生活介護 2名 随時 ○介護職員初任者研修
-00124 栗東市 ～64歳 月収 141,900 ～ 141,900 ○介護職員初任者研修修了見込

不問 夜勤有 ・ 宿直無 ○介護福祉士取得見込
2500 ツクイ栗東小柿 介護職 ◎介護福祉士 ○普通自動車免許
-2106 通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00135 栗東市小柿１丁目4-14 ～59歳 月収 203,000 ～ 251,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 医療法人社団真下胃腸科医院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
-2106 居宅介護支援事業 1名 随時
-00127 栗東市霊仙寺1丁目1番52号 ～64歳 月収 230,000 ～ 235,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ニチイキッズ栗東中沢保育園 保育士 ◎保育士 不問
-2107 保育所 6名 随時
-00033 栗東市中沢二丁目11-10メゾン中沢1階 ～59歳 月収 179,000 ～ 234,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　栗東市社会福祉協議会　ゆうあい 介護職 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2106 通所介護 1名 R3.8.1 ～
-00161 栗東市小柿１丁目１０-１０ 年齢不問 月収 187,440 ～ 187,440

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人 栗東市社会福祉協議会　なごやか 看護職 ○看護師 不問
-2106 通所介護・介護予防通所介護、他 1名 随時 ○准看護師
-00130 栗東市安養寺190 年齢不問 月収 248,930 ～ 248,930

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　栗東市社会福祉協議会 学童保育員 ○社会福祉士 ◎普通自動車免許
-2105 学童保育 3名 随時 ○保育士
-00016 栗東市 年齢不問 月収 187,440 ～ 220,200 ○小・中・高教諭

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○幼稚園教諭
2500 社会福祉法人　栗東市社会福祉協議会　ゆうあい 介護職 不問 不問
-2106 通所介護 1名 随時
-00160 栗東市小柿１丁目１０-１０ 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,080

不問 夜勤無 ・ 宿直無

常勤（正職員以外）

非常勤・パート

正職員

正職員

正職員

正職員

常勤（正職員以外）

常勤（正職員以外）

非常勤・パート

正職員
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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

　　　　　　　　　　　　　　　　　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

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

2500 東和デイサービス野尻の家 介護職 ◎介護職員初任者研修 不問
-2105 通所介護 1名 随時 △介護福祉士
-00094 栗東市野尻121-2 年齢不問 時給 950 ～ 950

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 東和デイサービスの大宝の家 介護職 ◎介護職員初任者研修 不問
-2105 通所介護 1名 随時 △介護福祉士
-00095 栗東市綣八丁目19-31 年齢不問 時給 950 ～ 950

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　はなえみ 介護職 不問 不問 法人が7/10オンライン参加

-2105 特別養護老人ホーム 3名 随時
-00129 栗東市上鈎265-1 年齢不問 時給 1,024 ～ 1,217

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特定非営利活動法人ほのぼのハウスまあるい 介護職 △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2106 通所介護 1名 随時
-00009 栗東市荒張297-5 年齢不問 時給 900 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 医療法人社団　真下胃腸科医院 介護職 ○介護福祉士 △普通自動車免許
-2106 通所介護・介護予防通所介護 2名 随時 ○介護職員初任者研修
-00125 栗東市 年齢不問 時給 880 ～ 880 ○介護職員初任者研修修了見込

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 医療法人社団　真下胃腸科医院 介護職 ○介護福祉士 △普通自動車免許
-2106 認知症対応型共同生活介護 2名 随時 ○介護職員初任者研修
-00126 栗東市 年齢不問 時給 880 ～ 880 ○介護職員初任者研修修了見込

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○介護福祉士取得見込
2500 東和訪問介護ステーション ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 不問
-2105 訪問介護 1名 随時 △介護福祉士
-00096 栗東市野尻121-2又は綣8-19-31 年齢不問 時給 950 ～ 950

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 「済生会滋賀県病院」　なでしこキッズ 保育士 ◎保育士 不問
-2106 保育所 1名 随時
-00178 栗東市大橋2-4-1 年齢不問 時給 1,100 ～ 1,300

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人 栗東市社会福祉協議会　なごやか 看護職 ○看護師 不問
-2106 通所介護・介護予防通所介護・身体障害者福祉センター 1名 随時 ○准看護師
-00131 栗東市安養寺190 年齢不問 時給 1,606 ～ 1,606

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　栗東市社会福祉協議会 学童保育員 △社会福祉士 ◎普通自動車免許
-2105 学童保育 10名 随時 △保育士
-00015 栗東市 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,120 △小・中・高教諭

不問 夜勤無 ・ 宿直無 △幼稚園教諭

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

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

10



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

　　　　　　　　　　　　　　　　　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

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

2500 アサヒサンクリーン在宅介護センター野洲 介護職 不問 不問
-2105 訪問入浴介護 2名 随時
-00040 野洲市小篠原1992-7 ～59歳 月収 212,000 ～ 212,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 介護老人保健施設　寿々はうす 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2105 介護老人保健施設 2名 随時 △介護福祉士取得見込
-00080 野洲市八夫2077 ～59歳 月収 163,000 ～ 171,000 △介護職員初任者研修

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無 △介護職員初任者研修修了見込

2500 野洲篠原すみれ園 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2105 特別養護老人ホーム 5名 随時 △実務者研修
-00162 野洲市大篠原951番地1 ～59歳 月収 176,400 ～ 285,400 △介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無 △介護職員初任者研修修了見込

2500 社会福祉法人野洲慈恵会 介護職 △実務者研修 ◎普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2106 特別養護老人ホーム 3名 随時
-00001 野洲市 ～59歳 月収 167,940 ～ 197,532

不問 夜勤有 ・ 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
-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 社会福祉法人野洲慈恵会 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2106 居宅介護支援事業 2名 随時 △介護福祉士
-00065 野洲市 ～59歳 月収 209,248 ～ 230,776 △看護師

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ケアプラン スイッチオン近江 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ○普通自動車免許
-2106 居宅介護支援事業 1名 随時 △主任介護支援専門員 ○ＡＴ限定免許  
-00165 野洲市野洲964番スイッチオン近江 ～69歳 月収 230,000 ～ 270,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 アサヒサンクリーン在宅介護センター野洲 看護職 ○看護師 不問
-2105 訪問入浴介護 2名 随時 ○准看護師
-00046 野洲市小篠原1992-7 ～59歳 月収 247,000 ～ 247,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホームあやめの里 看護職 ◎看護師 ◎普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2106 特別養護老人ホーム 2名 随時
-00066 野洲市吉川3854-1 ～59歳 月収 188,352 ～ 239,652

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 介護老人保健施設　寿々はうす 介護職 △介護福祉士 不問
-2105 通所リハビリテーション・介護老人保健施設 2名 随時 △介護職員初任者研修
-00081 野洲市八夫2077 年齢不問 時給 970 ～ 1,050

不問 夜勤無 ・ 宿直無

正職員

正職員

正職員

非常勤・パート

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

11



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

　　　　　　　　　　　　　　　　　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

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

2500 社会福祉法人野洲慈恵会 介護職 不問 △普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2106 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 3名 随時 △原付免許
-00002 野洲市 年齢不問 時給 920 ～ 1,190

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 デイサービスセンターほほえみプラス 介護職 △介護福祉士 ○普通自動車免許
-2106 通所介護 2名 随時 △実務者研修 ○ＡＴ限定免許  
-00088 野洲市久野部138-7サントピアビル1-Ｃ　 年齢不問 時給 900 ～ 950 △介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 またあしたみそら 介護職 △介護福祉士 ◎ＡＴ限定免許  
-2107 通所介護 1名 随時
-00036 野洲市比江461-1 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ニチイケアセンター野洲 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 不問
-2107 認知症対応型共同生活介護 1名 随時 ～ R4.3.31
-00067 野洲市比江966番4号 年齢不問 時給 1,325 ～ 1,325

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 アサヒサンクリーン在宅介護センター野洲 看護職 ○看護師 不問
-2105 訪問入浴介護 2名 随時 ○准看護師
-00050 野洲市小篠原1992-7 年齢不問 時給 1,630 ～ 1,680

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

12


