
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 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 訪問入浴介護 2名 随時
-00032 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10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 特別養護老人ホーム 2名 随時 ○実務者研修
-00035 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 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
-2108 小規模多機能型居宅介護 1名 随時 △介護職員基礎研修
-00142 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 ツクイ南草津 介護職 ◎介護福祉士 ◎普通自動車免許 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 通所介護 1名 随時
-00177 草津市南草津2丁目6-3 ～59歳 月収 206,000 ～ 251,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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
-2108 介護老人保健施設・通所リハビリテーション 3名 随時
-00192 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
-2109 特別養護老人ホーム 5名 随時
-00012 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10/16就職ﾌｪｱ参加

-2109 (障）生活介護（主に身体）・(障）療養介護（主に身体） 6名 随時 △社会福祉士
-00108 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 誠光福祉会 介護職 △介護福祉士 不問 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2109 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
-00117 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　グロー 介護職 不問 不問 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2109 養護老人ホーム（一般）・(障）生活介護・通所介護 3名 R4.4.1 ～
-00135 草津市・近江八幡市 ～45歳 月収 174,000 ～ 275,000

不問 夜勤有 ・ 宿直有
2500 社会福祉法人　聖優会 介護職 不問 不問 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2109 特別養護老人ホーム 3名 随時
-00164 草津市 ～59歳 月収 190,275 ～ 229,325

不問 夜勤有 ・ 宿直無
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正職員
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　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０７７（５６７）３９２５
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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
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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
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2500 若竹会 相談・支援・指導員 不問 ◎普通自動車免許 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 (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
-00188 草津市 ～40歳 月収 174,700 ～ 206,100

高校卒以上 夜勤無 ・ 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10/16就職ﾌｪｱ参加

-2109 (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
-00157 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 高穂地域包括支援センター 相談・支援・指導員 ○社会福祉士 不問 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2109 地域包括支援センター 2名 随時 ○主任介護支援専門員
-00168 草津市山寺町837 ～59歳 月収 203,825 ～ 286,525 ○保健師

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
-2109 放課後等デイサービス 3名 随時
-00180 草津市笠山2-1-28クローバービル２F ～63歳 月収 190,000 ～ 190,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 居宅介護支援かえで 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 不問
-2108 居宅介護支援事業 2名 随時
-00069 草津市追分南1-7-3 ～59歳 月収 198,000 ～ 230,000

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 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2109 特別養護老人ホーム 1名 随時 △介護福祉士
-00104 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 特別養護老人ホーム茜の郷 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 不問 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2109 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00167 草津市下笠町733-1 ～59歳 月収 216,825 ～ 257,525

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 ◎ＡＴ限定免許  
-2108 (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

-00048 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

2500 株式会社　いまここ ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修修了見込 ◎普通自動車免許
-2109 訪問介護・介護予防訪問介護 2名 随時
-00125 草津市上笠三丁目２８-２ ～59歳 月収 180,400 ～ 334,680

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ツクイ草津 ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ◎ＡＴ限定免許  法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2109 訪問介護 1名 随時 ○実務者研修
-00178 草津市岡本町1371-7フレール西鴻池205 ～59歳 月収 198,000 ～ 251,000 ○介護福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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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
-2108 放課後等デイサービス 1名 随時
-00136 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 社会福祉法人草津市社会福祉協議会 社会福祉協議会専門員 ○社会福祉士 ◎ＡＴ限定免許  募集終了日
-2109 社会福祉協議会 1名 R4.1.4 ～ ○社会福祉関係業務経験 2021年10月29日
-00149 草津市大路2-1-35キラリエ草津４F ～59歳 月収 200,420 ～ 200,420

専門学校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 訪問看護かえで セラピスト ○理学療法士 不問
-2108 訪問看護 1名 随時 ○作業療法士受験資格
-00070 草津市追分南1-8-34 ～59歳 月収 255,500 ～ 298,500

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 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 訪問入浴介護 2名 随時 ○准看護師
-00030 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 サービス付き高齢者向け住宅かえで・介護事業所かえで 看護職 ○看護師 不問
-2108 訪問看護 1名 随時 ○准看護師受験資格
-00071 草津市追分南1-8-34 ～59歳 月収 255,500 ～ 298,500

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社シトラス 看護職 ◎看護師 △普通自動車免許 【被災者用求人】
-2109 訪問看護・通所介護 2名 R3.12.1 ～
-00096 草津市草津四丁目8番13号 ～59歳 月収 240,000 ～ 330,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム茜の郷 看護職 ◎看護師 不問 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2109 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00166 草津市下笠町733-1 ～59歳 月収 253,525 ～ 286,525

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
-2109 訪問介護・介護予防訪問介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00124 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 保育士補助 不問 不問
-2110 放課後等デイサービス 2名 随時
-00080 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 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 訪問入浴介護 2名 随時 ～ R4.3.31
-00023 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

正職員

正職員

非常勤・パート
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2500 誠光福祉会 介護職 △介護福祉士 不問 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 特別養護老人ホーム・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
-00104 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 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
-2108 小規模多機能型居宅介護 1名 随時
-00141 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 滋賀県立むれやま荘 介護職 不問 不問 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 （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
-00137 草津市笠山８丁目5-１３０ 年齢不問 日給 10,670 ～ 10,670

不問 夜勤無 ・ 宿直有
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
-2108 通所介護・介護予防通所介護 1名 随時
-00143 草津市草津町1742番１号 年齢不問 時給 1,023 ～ 1,084

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ツクイ南草津 介護職 不問 不問 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 通所介護 1名 随時
-00176 草津市南草津2丁目6-3 年齢不問 時給 1,070 ～ 1,150

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10/16就職ﾌｪｱ参加

-2109 特別養護老人ホーム 3名 随時
-00165 草津市 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,060

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 サービス付き高齢者向け住宅かえで・介護事業所かえで 介護職 ◎介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2109 訪問介護・通所介護 1名 随時
-00182 草津市追分南1丁目7-3 年齢不問 時給 1,250 ～ 1,400

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10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 (障）生活介護・(障）就労継続支援(B型) 1名 随時
-00041 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
-2109 放課後等デイサービス 3名 随時
-00179 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
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
-2108 訪問介護・(障）居宅介護（主に身体）、他 5名 随時
-00156 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

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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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
-2109 (障）居宅介護・(障）重度訪問介護 2名 随時
-00001 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 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10/16就職ﾌｪｱ参加

-2109 (障）居宅介護 1名 随時
-00011 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 ツクイ草津 ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ◎ＡＴ限定免許  法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2109 訪問介護 1名 随時 ○実務者研修
-00159 草津市岡本町1371-7フレール西鴻池205 年齢不問 時給 1,220 ～ 1,220 ○介護福祉士

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10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 通所介護 1名 随時 ○作業療法士
-00108 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 株式会社シトラス 看護職 ○看護師 △普通自動車免許
-2109 訪問看護・通所介護 1名 R3.12.1 ～ ○准看護師
-00097 草津市草津四丁目8番13号 年齢不問 時給 1,800 ～ 2,000

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  法人が10/10就職ﾌｪｱ参加

-2109 小規模多機能型居宅介護 2名 随時 △実務者研修
-00116 守山市 ～64歳 月収 190,000 ～ 219,000 △介護福祉士

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 守山デイサービスセンター 介護職 △介護福祉士 ○普通自動車免許 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2109 認知症対応型通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00150 守山市洲本町1 ～45歳 月収 165,300 ～ 225,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　滋賀県障害児協会 介護職 不問 △普通自動車免許 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2110 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に身体）、他 2名 随時
-00019 守山市 ～59歳 月収 156,000 ～ 205,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特定非営利活動法人　ゆうらいふ 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2109 認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護 1名 随時 △介護職員初任者研修
-00177 守山市 ～64歳 月収 171,200 ～ 190,200

不問 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10/16就職ﾌｪｱ参加

-2110 特別養護老人ホーム・認知症対応型通所介護、他 2名 随時
-00039 守山市洲本町１番地 ～59歳 月収 165,300 ～ 225,100

不問 夜勤有 ・ 宿直無

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

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

5



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 またあした伊勢 介護職 △介護福祉士 ◎ＡＴ限定免許  
-2110 通所介護 1名 随時 △社会福祉士
-00049 守山市伊勢町167-1 ～68歳 月収 184,806 ～ 189,806

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  法人が10/10就職ﾌｪｱ参加

-2110 通所介護 1名 随時 △実務者研修
-00071 守山市 ～64歳 月収 166,000 ～ 190,000 △介護福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 もりやま作業所 相談・支援・指導員 不問 ◎普通自動車免許
-2108 (障）就労継続支援(B型)（主に知的）、他 2名 随時
-00078 守山市十二里町560 ～59歳 月収 172,600 ～ 183,600

高校卒以上 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10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 地域包括支援センター 1名 随時 ○介護支援専門員
-00211 守山市洲本町1353-2 ～59歳 月収 183,600 ～ 249,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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  
-2109 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
-00036 守山市 ～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
-2109 訪問介護・有料老人ホーム 1名 随時 ○介護福祉士
-00014 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  法人が10/10就職ﾌｪｱ参加

-2109 訪問介護 2名 随時 △実務者研修
-00126 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  法人が10/10就職ﾌｪｱ参加

-2109 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
-00086 守山市 ～64歳 月収 219,900 ～ 276,800 ○保健師

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 またあした伊勢 看護職 ○看護師 ○普通自動車免許
-2110 通所介護 1名 随時 ○准看護師 ○ＡＴ限定免許  
-00050 守山市伊勢町167-1 ～68歳 月収 240,000 ～ 240,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 特別養護老人ホーム・認知症対応型通所介護、他 2名 随時 【ジョブトレーニング事業】

-00208 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

正職員

正職員

常勤（正職員以外）

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

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 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 短期入所生活介護・認知症対応型共同生活介護、他 1名 随時
-00212 守山市 年齢不問 月収 170,000 ～ 180,000

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 ○保健師 ◎普通自動車免許
-2109 市町村福祉担当課 1名 随時 ○看護師
-00040 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
-2109 市町村福祉担当課 1名 随時 ○看護師
-00103 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 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 短期入所生活介護・認知症対応型共同生活介護、他 5名 随時 △介護職員初任者研修
-00042 守山市 年齢不問 時給 1,020 ～ 1,070

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 グループホームゆい 介護職 不問 不問 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 認知症対応型共同生活介護 2名 随時
-00194 守山市笠原町1313-1 年齢不問 日給 9,000 ～ 9,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 ツクイ守山今宿 介護職 不問 ◎ＡＴ限定免許  法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 通所介護 1名 随時
-00203 守山市今宿2-8-18 年齢不問 時給 1,040 ～ 1,080

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社 あいむ 介護職 △介護福祉士 ◎ＡＴ限定免許  法人が10/10就職ﾌｪｱ参加

-2109 通所介護 1名 随時 △実務者研修
-00084 守山市 年齢不問 時給 940 ～ 1,040 △介護職員初任者研修

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  法人が10/10就職ﾌｪｱ参加

-2109 小規模多機能型居宅介護 1名 随時 △実務者研修
-00085 守山市 年齢不問 時給 920 ～ 920 △介護福祉士

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 ゆいの里幸津川デイサービスセンター 介護職 △介護福祉士 ○普通自動車免許 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2109 認知症対応型通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00069 守山市幸津川町1549-3 年齢不問 時給 900 ～ 950

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 守山デイサービスセンター 介護職 △介護福祉士 ○普通自動車免許 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2109 認知症対応型通所介護 2名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00068 守山市洲本町1 年齢不問 時給 900 ～ 950

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

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 特別養護老人ホーム　ゆいの里 介護職 不問 不問 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2109 特別養護老人ホーム・認知症対応型通所介護、他 2名 随時
-00152 守山市洲本町１番地 年齢不問 時給 900 ～ 970

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 湖南ホームタウン 介護職 不問 不問 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2110 (障）生活介護（主に身体） 2名 随時
-00020 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 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
-2109 市町村福祉担当課 1名 随時 ○作業療法士
-00039 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　（定時型） 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10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 訪問介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00185 守山市洲本町１番地 年齢不問 時給 900 ～ 1,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ゆいの里　訪問介護ステーション　（直行直帰型） 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10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 訪問介護 2名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00186 守山市洲本町１番地 年齢不問 時給 1,450 ～ 1,900

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  法人が10/10就職ﾌｪｱ参加

-2109 訪問介護 2名 随時 △実務者研修
-00127 守山市 年齢不問 時給 940 ～ 1,040 △介護福祉士

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10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 訪問看護 1名 随時 ○作業療法士 ○ＡＴ限定免許  
-00207 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  法人が10/10就職ﾌｪｱ参加

-2109 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
-00087 守山市 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,700 ○保健師

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 守山デイサービスセンター 看護職 ○看護師 ○普通自動車免許 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2109 認知症対応型通所介護 1名 随時 ○准看護師 ○ＡＴ限定免許  
-00151 守山市洲本町1 年齢不問 時給 1,300 ～ 1,400

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10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 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
-00169 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

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

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 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
-2109 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
-00018 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 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2109 通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00034 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
-2109 居宅介護支援事業 1名 随時
-00017 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 パレット･ミル 相談・支援・指導員 不問 ◎普通自動車免許 【ジョブトレーニング事業】

-2109 (障）就労継続支援(B型)（主に知的）、他 1名 随時
-00081 栗東市観音寺139 年齢不問 月収 164,000 ～ 164,000

専門学校卒以上 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
-2109 通所介護・介護予防通所介護、他 1名 随時 ○准看護師
-00121 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
-2109 学童保育 3名 随時 ○保育士
-00122 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 ツクイ栗東小柿 介護職 不問 ○ＡＴ限定免許  法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 通所介護 1名 随時 ○普通自動車免許
-00204 栗東市小柿1丁目4-14 年齢不問 時給 1,050 ～ 1,100

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
-2109 通所介護 1名 随時
-00181 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 なでしこキッズ 保育士 ◎保育士 不問
-2108 保育所 1名 随時
-00187 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 「済生会滋賀県病院」　なでしこキッズ 保育士 ◎保育士 不問
-2109 保育所 1名 随時
-00007 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

非常勤・パート

非常勤・パート

非常勤・パート

正職員

正職員

常勤（正職員以外）

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 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
-2109 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
-00120 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
-2109 学童保育 10名 随時 △保育士
-00123 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
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 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 訪問入浴介護 2名 随時
-00031 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
-2108 介護老人保健施設 2名 随時 △介護福祉士取得見込
-00183 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 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11/7就職ﾌｪｱ参加

-2109 特別養護老人ホーム 3名 随時
-00022 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 ◎普通自動車免許
-2108 （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

-00184 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11/7就職ﾌｪｱ参加

-2109 居宅介護支援事業 2名 随時 △介護福祉士
-00023 野洲市 ～59歳 月収 209,248 ～ 230,776 △看護師

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 またあしたみそら 看護職 ○看護師 ○普通自動車免許
-2108 通所介護 1名 随時 ○准看護師 ○ＡＴ限定免許  
-00201 野洲市比江461-1 ～68歳 月収 240,000 ～ 240,000

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11/7就職ﾌｪｱ参加

-2109 特別養護老人ホーム 2名 随時 ○准看護師
-00024 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
-2108 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
-00182 野洲市八夫2077 年齢不問 時給 970 ～ 1,050

不問 夜勤無 ・ 宿直無

非常勤・パート

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

非常勤・パート

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 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11/7就職ﾌｪｱ参加

-2109 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
-00153 野洲市 年齢不問 時給 920 ～ 1,190

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 法人が10/16就職ﾌｪｱ参加

-2108 訪問入浴介護 2名 随時 ○准看護師
-00026 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
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