
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 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 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 通所介護・介護予防通所介護 2名 随時
-00112 草津市草津1742番1 ～59歳 月収 215,280 ～ 239,510

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 ◎普通自動車免許 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 小規模多機能型居宅介護 1名 随時
-00135 草津市野村1丁目24番10号 ～59歳 月収 215,280 ～ 239,510

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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム 8名 R5.4.1 ～ 新卒のみ
-00149 草津市 ～59歳 月収 198,805 ～ 207,275

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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム 3名 随時
-00150 草津市 ～59歳 月収 196,275 ～ 235,325

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 イリーゼ草津 介護職 ○介護福祉士 不問 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 有料老人ホーム・訪問介護 3名 随時 ○実務者研修
-00186 草津市野村6丁目17-36 ～64歳 月収 189,750 ～ 223,750 ○介護職員初任者研修

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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 養護老人ホーム（一般）・(障）生活介護・通所介護 5名 R5.4.1 ～
-00199 近江八幡市 ～45歳 月収 174,000 ～ 275,000

不問 夜勤有 ・ 宿直有
2500 特定非営利活動法人ウェルメント 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎普通自動車免許
-2206 (障）就労継続支援(A型)・(障）就労継続支援(B型) 1名 随時
-00195 甲賀市 30歳～55歳 月収 260,000 ～ 260,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社シトラス 介護支援専門員 ◎主任介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2206 居宅介護支援事業 2名 R4.11.1 ～ ◎主任介護支援専門員取得見込

-00169 草津市草津四丁目8番13号 ～59歳 月収 260,000 ～ 310,000
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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00152 草津市下笠町733-1 ～59歳 月収 255,525 ～ 288,525

不問 夜勤無 ・ 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 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 通所介護・介護予防通所介護 1名 随時
-00125 草津市草津1742番1 年齢不問 時給 1,049 ～ 1,111

不問 夜勤無 ・ 宿直無

正職員

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
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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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　　　　　　　　　　　　　　　　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
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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 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 小規模多機能型居宅介護 1名 随時
-00126 草津市野村1丁目24番10号 年齢不問 時給 1,049 ～ 1,111

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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム 3名 随時
-00151 草津市 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,150

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 デイサービスオリーブ 介護職 不問 ◎普通自動車免許
-2206 通所介護 2名 随時
-00168 草津市草津四丁目8番13号 年齢不問 時給 1,100 ～ 1,300

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 エスケアザ・グランド草津 介護職 ○介護福祉士 不問
-2206 有料老人ホーム・訪問介護 1名 随時 ○実務者研修
-00178 滋賀県草津市笠山1丁目3-33 年齢不問 時給 1,100 ～ 1,900 ○ヘルパー１級

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○介護職員初任者研修
2500 イリーゼ草津 介護職 ○介護福祉士 不問 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 有料老人ホーム 2名 随時 ○実務者研修
-00187 草津市野村6丁目17-36 年齢不問 時給 1,151 ～ 1,151 ○介護職員初任者研修

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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 通所リハビリテーション 1名 随時 △健康運動指導士等
-00208 草津市下笠町338-1 年齢不問 時給 950 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 デイサービスオリーブ セラピスト ○理学療法士 ◎普通自動車免許
-2206 通所介護・訪問看護 2名 随時 ○作業療法士
-00167 草津市草津四丁目8番13号 年齢不問 時給 1,300 ～ 1,600

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム菖蒲の郷 看護職 ○看護師 不問 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム 1名 随時 ○准看護師
-00153 滋賀県草津市山寺町837 年齢不問 時給 1,500 ～ 1,600

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 △介護福祉士 ◎普通自動車免許 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 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
-00198 守山市 ～64歳 月収 176,200 ～ 196,200

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 障害者支援施設　蛍の里 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎普通自動車免許 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 (障）生活介護（主に知的）・(障）生活介護（主に知的）、他 3名 R5.4.1 ～
-00158 守山市洲本町字井関52番地 ～59歳 月収 183,000 ～ 201,000

不問 夜勤有 ・ 宿直有

非常勤・パート

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

非常勤・パート

非常勤・パート
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2500 障害者支援施設　蛍の里 相談・支援・指導員（施設） 不問 不問 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 (障）生活介護（主に知的）、他 2名 随時
-00157 守山市洲本町字井関52番地 年齢不問 時給 950 ～ 950

不問 夜勤有 ・ 宿直有
2500 またあした伊勢 介護職 △介護福祉士 ◎ＡＴ限定免許  
-2206 通所介護 1名 随時
-00175 守山市伊勢町167-1 年齢不問 時給 1,250 ～ 1,250

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 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 通所介護 1名 随時
-00202 守山市 年齢不問 時給 930 ～ 930

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 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 認知症対応型共同生活介護・通所介護 3名 随時
-00201 守山市 年齢不問 時給 930 ～ 930

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 あいむ守山訪問介護（直行直帰・登録型） ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 △ＡＴ限定免許  法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 訪問介護 1名 随時 △実務者研修
-00136 守山市守山六丁目９－２８ 年齢不問 時給 1,397 ～ 1,817 △介護福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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
-2206 訪問介護・有料老人ホーム 2名 随時 ○介護福祉士
-00196 守山市水保町1390-4 年齢不問 時給 1,050 ～ 1,150 ○実務者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 小規模多機能ホーム　志 介護職 不問 不問
-2206 小規模多機能型居宅介護 1名 随時
-00170 栗東市御園2629 年齢不問 月収 188,000 ～ 233,520

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直有
2500 エスケアザ・グランド栗東 介護職 ◎介護職員初任者研修 不問
-2206 有料老人ホーム 1名 随時 △ヘルパー１級
-00163 栗東市高野560-1 ～64歳 月収 175,000 ～ 180,000 △実務者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無 △介護福祉士
2500 エスケアザ・グランド栗東 介護職 ○介護職員初任者研修 不問
-2206 有料老人ホーム 2名 R4.7.1 ～ ○ヘルパー１級
-00164 栗東市高野560-1 年齢不問 時給 1,100 ～ 1,900 ○実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○介護福祉士
2500 またあした栗東 介護職 △介護福祉士 ◎ＡＴ限定免許  
-2206 通所介護 1名 随時
-00176 栗東市安養寺6丁目9-60 年齢不問 時給 1,250 ～ 1,250

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

正職員

常勤（正職員以外）

非常勤・パート

常勤（正職員以外）

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
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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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム 3名 随時
-00189 野洲市 ～59歳 月収 167,940 ～ 201,532

不問 夜勤有 ・ 宿直無
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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム 3名 随時
-00190 野洲市 年齢不問 時給 1,070 ～ 1,210

不問 夜勤有 ・ 宿直無
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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム 3名 随時
-00191 野洲市 年齢不問 時給 920 ～ 1,060

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 グループホーム湖湖 相談・支援・指導員（施設） 不問 △普通自動車免許
-2206 (障）共同生活援助（主に知的） 2名 随時
-00216 野洲市栄15-6 年齢不問 日給 13,000 ～ 13,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無

正職員

常勤（正職員以外）

非常勤・パート

非常勤・パート
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