
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 株式会社　調和 介護職 ○介護福祉士 △普通自動車免許
-2110 通所介護・介護予防通所介護 2名 随時 ○介護福祉士取得見込
-00122 草津市上笠二丁目5-8 ～59歳 月収 185,000 ～ 300,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 イリーゼ草津 介護職 ○介護福祉士 不問
-2110 有料老人ホーム・訪問介護 3名 随時 ○実務者研修
-00140 草津市野村6丁目17-36 ～64歳 月収 183,750 ～ 217,750 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 医療法人　芙蓉会　ケアタウン南草津 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許 法人が11/7就職フェア参加

-2110 介護老人保健施設・認知症対応型共同生活介護・訪問介護 3名 随時
-00146 草津市矢橋町621 ～45歳 月収 130,000 ～ 151,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 グループホーム常輝の里 介護職 ◎介護職員初任者研修 不問
-2110 認知症対応型共同生活介護 1名 随時 △実務者研修
-00159 草津市志那中町25番地 ～59歳 月収 168,200 ～ 210,400 △介護福祉士

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 株式会社スカイ 相談・支援・指導員 ○児童指導員 △普通自動車免許
-2110 放課後等デイサービス 2名 随時 ○保育士
-00127 草津市 ～59歳 月収 235,000 ～ 285,000 ○小・中・高教諭

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○幼稚園教諭
2500 株式会社　調和 介護支援専門員 ○介護支援専門員 不問
-2110 居宅介護支援事業 2名 随時 ○主任介護支援専門員
-00124 草津市上笠二丁目5-8 ～59歳 月収 250,000 ～ 300,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社スカイ 児童発達支援管理責任者 ◎児童発達支援管理責任者 △普通自動車免許
-2110 放課後等デイサービス 2名 随時
-00126 草津市 ～59歳 月収 275,000 ～ 355,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社　調和 介護職 不問 不問
-2110 通所介護 2名 随時
-00123 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 イリーゼ草津 介護職 ○介護福祉士 不問
-2110 有料老人ホーム 3名 随時 ○実務者研修
-00141 草津市野村6丁目17-36 年齢不問 時給 1,136 ～ 1,136 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 株式会社スカイ 相談・支援・指導員 ○児童指導員 △普通自動車免許
-2110 放課後等デイサービス 4名 随時 ○保育士
-00128 草津市 年齢不問 時給 1,150 ～ 1,200 ○小・中・高教諭

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○幼稚園教諭
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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

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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2500 パレット･ミル 相談・支援・指導員 △社会福祉士 ◎普通自動車免許
-2110 (障）就労移行支援（主に知的）、他 1名 随時 △介護福祉士
-00157 栗東市観音寺139 ～64歳 月収 206,000 ～ 206,000 △精神保健福祉士

専門学校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無

正職員
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