
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
-2203 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
-00065 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 社会福祉法人びわこ学園 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2203 (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
-00107 草津市 ～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
-2203 (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
-00100 草津市 ～59歳 月収 191,800 ～ 242,500 △精神保健福祉士

不問 夜勤有 ・ 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
-2203 居宅介護支援事業 1名 随時
-00099 草津市追分南1-8-34 ～59歳 月収 230,000 ～ 265,000

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
-2203 訪問介護 1名 随時 ○介護職員基礎研修
-00093 草津市・大津市 ～59歳 月収 199,920 ～ 207,920 ○ヘルパー１級

不問 夜勤無 ・ 宿直無 △介護福祉士
2500 株式会社 ニチイ学館 サービス提供責任者 ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2203 訪問介護 1名 随時 ○介護職員基礎研修
-00086 草津市・大津市 ～59歳 月収 215,920 ～ 235,920 ○実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○ヘルパー１級
2500 ニチイケアセンター草津 介護職 ◎介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2203 通所介護 2名 随時 △介護福祉士
-00095 草津市矢倉３丁目5-20 年齢不問 時給 1,013 ～ 1,013 △実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人よつば会 相談・支援・指導員 不問 ◎普通自動車免許
-2203 (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 ～ R5.3.31
-00101 草津市 年齢不問 時給 1,089 ～ 1,280

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  
-2203 通所介護 1名 随時 △社会福祉士
-00067 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 またあした伊勢 看護職 ○看護師 ○普通自動車免許
-2203 通所介護 1名 随時 ○准看護師 ○ＡＴ限定免許  
-00066 守山市伊勢町167-1 ～68歳 月収 245,000 ～ 245,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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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
-2203 認知症対応型通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00113 守山市幸津川町1549-3 年齢不問 時給 950 ～ 1,100

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
-2203 認知症対応型通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00114 守山市洲本町1 年齢不問 時給 950 ～ 1,100

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 ○介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2203 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修了見込

-00109 栗東市 ～64歳 月収 141,900 ～ 141,900 ○介護福祉士
不問 夜勤有 ・ 宿直無 ○介護福祉士取得見込

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
-2203 居宅介護支援事業 1名 随時 ○介護支援専門員取得見込

-00108 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 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
-2203 通所介護・介護予防通所介護、他 1名 随時 ○准看護師
-00105 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 医療法人社団　真下胃腸科医院 介護職 ○介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2203 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修了見込

-00111 栗東市 年齢不問 時給 970 ～ 980 ○介護福祉士
不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○介護福祉士取得見込

2500 医療法人社団　真下胃腸科医院 介護職 ○介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2203 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修了見込

-00110 栗東市 年齢不問 時給 970 ～ 980 ○介護福祉士
不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○介護福祉士取得見込

2500 ニチイケアセンター栗東 サービス提供責任者 ○介護福祉士 不問
-2203 訪問介護 1名 随時 ○介護職員基礎研修
-00088 栗東市綣7丁目15-2ブルースカイビル2F 年齢不問 時給 1,259 ～ 1,259 ○実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○ヘルパー１級
2500 ケアホーム　大樹 相談・支援・指導員 不問 不問
-2203 (障）共同生活援助（主に知的） 1名 随時
-00080 野洲市比留田994－3 年齢不問 時給 950 ～ 950

不問 夜勤無 ・ 宿直有
2500 グループホーム湖湖 相談・支援・指導員 不問 △普通自動車免許
-2203 (障）共同生活援助（主に知的） 2名 随時
-00076 野洲市栄15-6 年齢不問 日給 13,000 ～ 13,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
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