
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
-2204 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
-00033 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 有限会社オアフ　グループホームマハナ 介護職 不問 不問
-2204 認知症対応型共同生活介護 2名 随時
-00124 草津市青地町1248-1 ～64歳 月収 183,000 ～ 183,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　聖優会 介護職 不問 △普通自動車免許 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2205 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00001 草津市 ～59歳 月収 196,275 ～ 235,325

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 近江草津徳洲会病院 介護職 ◎介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2204 通所リハビリテーション 1名 随時
-00180 草津市東矢倉3丁目34-52 ～40歳 月収 202,542 ～ 228,432

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 宅老所　心 介護職 △介護福祉士 不問
-2204 小規模多機能型居宅介護 3名 随時 △介護職員初任者研修
-00182 草津市 年齢不問 月収 187,500 ～ 222,500

不問 夜勤有 ・ 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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2205 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 1名 随時 △実務者研修
-00189 草津市駒井沢町400-1 ～59歳 月収 191,800 ～ 326,400 △介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　ぽぷら 介護職 △介護職員初任者研修 △普通自動車免許 募集終了日
-2205 特別養護老人ホーム 3名 随時 2022年7月31日
-00209 草津市上笠一丁目1-22　 ～64歳 月収 157,000 ～ 185,500 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

不問 夜勤有 ・ 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 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム 5名 随時 △介護職員初任者研修
-00003 草津市南山田町761 ～60歳 月収 187,400 ～ 234,400 △実務者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
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 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 通所介護 1名 随時 △実務者研修 ○ＡＴ限定免許  
-00058 草津市南草津2-6-3 ～59歳 月収 198,000 ～ 251,000 △介護福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社スカイ 相談・支援・指導員（施設） ○児童指導員 △普通自動車免許
-2204 放課後等デイサービス 2名 随時 ○保育士
-00088 草津市 ～59歳 月収 243,000 ～ 293,000 ○小・中・高教諭

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○幼稚園教諭

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

　　　　　　　　　　　　　　　　　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
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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 近江草津徳洲会病院 相談・支援・指導員（施設） ◎社会福祉士 不問
-2204 相談 1名 随時
-00186 草津市東矢倉3丁目34-52 ～40歳 月収 171,432 ～ 264,256

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 若竹会 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎普通自動車免許
-2205 (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
-00013 草津市 ～40歳 月収 174,700 ～ 206,100

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 あすこみっと 相談・支援・指導員（施設） △精神保健福祉士 ◎普通自動車免許 募集終了日
-2205 (障）就労移行支援・(障）相談支援・その他の障害者福祉共通 2名 R4.7.1 ～ △社会福祉士 2022年6月13日
-00170 草津市大路2丁目11-15 20歳～34歳 月収 183,600 ～ 230,000 △作業療法士

専門学校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人よつば会 相談・支援・指導員（施設） △社会福祉士 ◎普通自動車免許 募集終了日
-2206 (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 2022年7月31日
-00049 草津市 ～59歳 月収 191,800 ～ 242,500 △精神保健福祉士 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 株式会社　調和 介護支援専門員 ○介護支援専門員 不問
-2204 居宅介護支援事業 2名 随時 ○主任介護支援専門員
-00035 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 宅老所　心 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 不問
-2204 小規模多機能型居宅介護 2名 随時
-00181 草津市 年齢不問 月収 308,500 ～ 308,500

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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム 1名 随時 △介護福祉士
-00002 草津市南山田町761 ～60歳 月収 183,400 ～ 233,400 △社会福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無 △社会福祉主事
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6/25就職ﾌｪｱ参加

-2204 訪問介護 1名 随時 ○実務者研修
-00085 草津市岡本町1371-7フレール西鴻池205 ～59歳 月収 208,000 ～ 261,000 ○介護福祉士

不問 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 不問 ◎ＡＴ限定免許  募集終了日
-2205 社会福祉協議会 1名 R4.8.1 ～ 2022年6月24日
-00219 草津市大路2丁目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 社会福祉法人　みのり セラピスト ○作業療法士 △普通自動車免許 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2205 特別養護老人ホーム 1名 随時 ○理学療法士
-00212 草津市 ～64歳 月収 185,500 ～ 206,500 ○言語聴覚士

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

正職員

正職員
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2500 障がい者グループホーム　ラビホーム (障）サービス管理責任者 不問 ◎普通自動車免許
-2204 (障）共同生活援助 1名 随時
-00107 草津市東草津１丁目２-４１ ～64歳 月収 275,000 ～ 335,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 障がい者グループホーム　ラビホーム (障）サービス管理責任者 不問 ◎普通自動車免許
-2204 (障）共同生活援助 1名 随時
-00111 草津市東草津１丁目２-４１ ～64歳 月収 275,000 ～ 335,000

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
-2204 放課後等デイサービス 2名 随時
-00084 草津市 ～59歳 月収 275,000 ～ 355,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 草津介護センター 福祉用具専門相談員 不問 ◎普通自動車免許
-2205 福祉用具貸与・特定福祉用具販売、他 2名 随時
-00046 草津市西渋川1-15-10 20歳～30歳 月収 185,000 ～ 275,000

高校卒以上 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 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 2名 随時
-00007 草津市南山田町761 年齢不問 月収 186,800 ～ 190,800

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 セラピスト ○理学療法士 ◎普通自動車免許
-2205 訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション 2名 随時 ○作業療法士
-00092 草津市追分南1-7-3 年齢不問 時給 1,600 ～ 1,600

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　第二菖蒲の郷 調理員 △調理師 不問 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2204 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00158 草津市追分南５丁目18-8 年齢不問 月収 185,480 ～ 215,480

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社　調和 介護職 不問 不問
-2204 通所介護 2名 随時
-00034 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 地域密着型通所介護事業所　心のほとり 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2204 通所介護 1名 随時 △介護職員初任者研修
-00101 草津市駒井沢町337番地の1 年齢不問 時給 950 ～ 1,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 寿会 常輝の里 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2204 通所介護・介護予防通所介護 1名 随時 △実務者研修
-00102 草津市志那中町25 年齢不問 時給 920 ～ 1,100 △介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無

非常勤・パート

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

非常勤・パート

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

2500 デイサービス　りんく草津 介護職 不問 不問
-2204 通所介護 1名 随時
-00113 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 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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2204 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00159 草津市追分南５丁目18-8 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,200

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 医療法人　芙蓉会 介護職 不問 不問 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2204 介護老人保健施設・認知症対応型共同生活介護、他 3名 随時
-00173 草津市 年齢不問 時給 995 ～ 1,089

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 小規模多機能型居宅介護事業所　こころね 介護職 △介護福祉士 不問
-2204 小規模多機能型居宅介護 1名 随時 ◎介護職員初任者研修
-00184 草津市南山田町960-5 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,200

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 小規模多機能型居宅介護事業所　心 介護職 △介護福祉士 不問
-2204 小規模多機能型居宅介護 1名 随時 △介護職員初任者研修
-00183 草津市駒井沢町246番地の1 年齢不問 時給 950 ～ 1,100

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 △介護職員初任者研修 不問 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2205 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、他 1名 ～ R5.3.31 △介護福祉士
-00200 草津市駒井沢町400-1 年齢不問 時給 1,089 ～ 1,294

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 誠光福祉会 介護職 △介護福祉士 不問 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム・認知症対応型共同生活介護・通所介護 3名 随時 △介護職員初任者研修
-00004 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 ツクイ南草津 介護職 不問 不問 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 通所介護 1名 随時
-00059 草津市南草津2-6-3 年齢不問 時給 1,050 ～ 1,150

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人にぎやか会　にぎやか塾 相談・支援・指導員（施設） 不問 不問
-2204 (障）生活介護（主に知的）・(障）生活介護（主に身体） 2名 随時
-00051 草津市山寺町1215-3 年齢不問 時給 900 ～ 900

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社スカイ 相談・支援・指導員（施設） ○児童指導員 △普通自動車免許
-2204 放課後等デイサービス 4名 随時 ○保育士
-00087 草津市 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,250 ○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
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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（施設） 不問 ◎普通自動車免許
-2205 (障）生活介護・(障）就労継続支援(B型) 1名 随時
-00012 草津市 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 放課後等デイサービス ゆにこ青地 相談・支援・指導員（施設） △児童指導員 △普通自動車免許
-2205 放課後等デイサービス 2名 随時 △保育士
-00132 草津市青地町６６６-１　ゆにこ青地 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,400 △社会福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無 △介護福祉士
2500 社会福祉法人よつば会 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎普通自動車免許 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 (障）就労継続支援(B型)（主に知的）・(障）生活介護（主に知的） 1名 ～ R5.3.31
-00020 草津市 年齢不問 時給 1,089 ～ 1,280

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ツクイ南草津 相談・支援・指導員（施設） ○社会福祉士 ○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 ○介護福祉士 ○ＡＴ限定免許  
-00060 草津市南草津2-6-3 年齢不問 時給 1,350 ～ 1,510 ○介護支援専門員

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○社会福祉主事
2500 訪問介護事業所　よかよか ホームヘルパー △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2204 訪問介護・(障）居宅介護（主に身体）・(障）重度訪問介護（主に身体） 5名 随時 △介護職員初任者研修
-00170 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 訪問介護かえで ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2205 訪問介護 2名 随時
-00213 草津市追分南1丁目7-3 年齢不問 時給 1,250 ～ 1,500

不問 夜勤有 ・ 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
-2206 (障）居宅介護 1名 随時
-00017 草津市山寺町657-1 年齢不問 時給 1,500 ～ 1,500

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6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 訪問介護 1名 随時 ○実務者研修
-00046 草津市岡本町1371-7フレール西鴻池205 年齢不問 時給 1,280 ～ 1,280 ○介護福祉士

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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2204 認知症対応型通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00122 草津市下笠町338-1 年齢不問 時給 1,020 ～ 1,020

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ツクイ南草津 運転手 不問 ◎ＡＴ限定免許  法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 通所介護 1名 随時
-00064 草津市南草津2-6-3 年齢不問 時給 950 ～ 1,100

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

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 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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2204 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
-00043 守山市 ～59歳 月収 156,000 ～ 205,000

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  法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2204 小規模多機能型居宅介護 1名 随時 △実務者研修
-00097 守山市 ～64歳 月収 193,000 ～ 227,000 △介護福祉士

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  法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2204 通所介護 1名 随時 △実務者研修
-00099 守山市 ～64歳 月収 171,500 ～ 195,500 △介護福祉士

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 不問 不問
-2204 特別養護老人ホーム 3名 随時
-00185 守山市横江町字南平155番 ～64歳 月収 183,500 ～ 214,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 ツクイ守山今宿 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

-2205 通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00117 守山市今宿2-8-18 ～59歳 月収 202,250 ～ 250,250

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特定非営利活動法人またあした 介護職 △介護福祉士 ○ＡＴ限定免許  
-2205 通所介護 3名 随時 △介護福祉士取得見込 ○普通自動車免許
-00172 守山市 ～68歳 月収 173,256 ～ 188,256

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 △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 特別養護老人ホーム・認知症対応型通所介護、他 2名 随時
-00037 守山市洲本町１番地 ～59歳 月収 169,800 ～ 229,600

不問 夜勤有 ・ 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 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 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
-00069 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 ビッグライフ介護ステーション守山 介護職 ◎介護職員初任者研修 不問
-2206 訪問介護 1名 随時
-00073 守山市守山６丁目９番４１号 ～64歳 月収 183,000 ～ 229,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 守山はぐくみ共同作業所 相談・支援・指導員（施設） △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2205 (障）生活介護・(障）就労継続支援(B型)（主に知的） 1名 随時 △社会福祉士
-00059 守山市播磨田町1003-2 ～45歳 月収 177,000 ～ 221,000

不問 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

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 ゆいの里守山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 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2205 居宅介護支援事業 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00008 守山市洲本町１番地 ～59歳 月収 196,900 ～ 278,600

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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2204 訪問介護 1名 随時 △実務者研修
-00093 守山市 ～64歳 月収 183,000 ～ 212,000 △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 1名 随時 ○介護福祉士
-00025 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 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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2205 訪問看護 1名 随時 ○作業療法士 ○ＡＴ限定免許  
-00007 守山市守山6丁目11-51リハステーション守山2F ～59歳 月収 216,100 ～ 272,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ゆいの里訪問看護ステーション 看護職 ◎看護師 ○普通自動車免許 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2204 訪問看護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00052 守山市守山6丁目11-51リハステーション守山2F ～59歳 月収 216,100 ～ 269,100

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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2204 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
-00095 守山市 ～64歳 月収 219,900 ～ 276,800 ○保健師

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 ツクイ守山今宿 看護職 ○看護師 不問 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2205 通所介護 1名 随時 ○准看護師
-00114 守山市今宿2-8-18 ～59歳 月収 221,250 ～ 274,250

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　ゆいの里 看護職 ◎看護師 ○ＡＴ限定免許  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 ○普通自動車免許
-00038 守山市洲本町１番地 ～59歳 月収 232,600 ～ 273,600

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 栄養士 ◎管理栄養士 △普通自動車免許 法人が7/2就職ﾌｪｱ参加

-2204 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00172 守山市横江町字南平155番 ～64歳 月収 197,000 ～ 217,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 友愛 介護職 △介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2205 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
-00027 守山市 年齢不問 月収 181,600 ～ 181,600

不問 夜勤無 ・ 宿直無

正職員

正職員

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
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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 湖南ホームタウン 介護職 不問 不問 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2204 (障）生活介護（主に身体） 2名 随時
-00044 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 株式会社 あいむ 介護職 △介護福祉士 ◎ＡＴ限定免許  法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2204 通所介護 1名 随時 △実務者研修
-00100 守山市 年齢不問 時給 1,002 ～ 1,102 △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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2204 小規模多機能型居宅介護 1名 随時 △実務者研修
-00098 守山市 年齢不問 時給 1,017 ～ 1,117 △介護福祉士

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 ビッグライフ介護ステーション守山 介護職 ◎介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2204 訪問介護 1名 随時
-00156 守山市守山６丁目９番４１号 年齢不問 時給 900 ～ 950

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 不問 不問 法人が7/2就職ﾌｪｱ参加

-2204 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00171 守山市横江町字南平155番 年齢不問 時給 910 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ツクイ守山今宿 介護職 不問 ◎ＡＴ限定免許  法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2205 通所介護 1名 随時
-00116 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 リハステーション守山　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
-00034 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 950 ～ 1,000

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 不問 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム・認知症対応型通所介護、他 2名 随時
-00036 守山市洲本町１番地 年齢不問 時給 950 ～ 1,020

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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 認知症対応型通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00039 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 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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 認知症対応型通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00040 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

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 はぐくみホーム 相談・支援・指導員（施設） 不問 不問
-2205 (障）共同生活援助（主に知的） 2名 R4.5.16 ～
-00057 守山市十二里町154-2 年齢不問 時給 930 ～ 970

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 はぐくみホーム 相談・支援・指導員（施設） 不問 不問
-2205 (障）共同生活援助（主に知的） 1名 R4.5.16 ～
-00058 守山市十二里町154-2 年齢不問 時給 930 ～ 970

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ツクイ守山今宿 相談・支援・指導員（施設） ○社会福祉士 ◎ＡＴ限定免許  法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 通所介護 1名 随時 ○介護福祉士
-00063 守山市今宿2-8-18 年齢不問 時給 1,380 ～ 1,540 ○介護支援専門員

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○社会福祉主事
2500 ゆいの里守山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 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2205 居宅介護支援事業 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00009 守山市洲本町１番地 年齢不問 時給 1,250 ～ 1,250

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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2204 訪問介護 1名 随時 △実務者研修
-00094 守山市 年齢不問 時給 1,057 ～ 1,177 △介護福祉士

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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2205 訪問介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00005 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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2205 訪問介護 2名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00010 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 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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2205 訪問看護 1名 随時 ○作業療法士 ○ＡＴ限定免許  
-00006 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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2204 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
-00096 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 はぐくみホーム 看護職 ◎看護師 不問
-2205 (障）共同生活援助（主に知的） 3名 R4.5.16 ～
-00055 守山市十二里町154-2 年齢不問 時給 1,300 ～ 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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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 ツクイ守山今宿 看護職 ○看護師 不問 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2205 通所介護 1名 随時 ○准看護師
-00113 守山市今宿2-8-18 年齢不問 時給 1,500 ～ 1,500

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ツクイ守山今宿 運転手 不問 ◎ＡＴ限定免許  法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2205 通所介護 1名 随時
-00115 守山市今宿2-8-18 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 幸津川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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2205 通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00217 守山市幸津川町1549-3 年齢不問 時給 1,020 ～ 1,020

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 はぐくみホーム 世話人 不問 不問
-2205 (障）共同生活援助（主に知的） 1名 R4.5.16 ～
-00056 守山市十二里町154-2 年齢不問 時給 930 ～ 970

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム淡海荘 介護職 不問 不問
-2205 特別養護老人ホーム・通所介護・訪問介護 5名 随時
-00182 栗東市出庭697-1 ～59歳 月収 176,100 ～ 348,100

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホームはなえみ 介護職 ◎介護福祉士 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
-00024 栗東市上鈎265-1 ～59歳 月収 209,000 ～ 339,200

不問 夜勤有 ・ 宿直無
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6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00044 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 「済生会滋賀県病院」　なでしこキッズ 保育士 ◎保育士 不問
-2206 保育所 1名 随時
-00054 栗東市大橋2-4-1 ～62歳 月収 200,000 ～ 294,600

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 しが健康医療生活協同組合 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2205 居宅介護支援事業 2名 随時
-00204 栗東市・草津市 年齢不問 時給 1,520 ～ 1,520

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 しが健康医療生活協同組合 ホームヘルパー ◎介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2206 訪問介護 1名 随時
-00028 栗東市小平井3-2-27　1F 年齢不問 時給 900 ～ 1,250

不問 夜勤無 ・ 宿直無

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

非常勤・パート

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 栗東市社会福祉協議会　なごやか 看護職 ○看護師 不問
-2206 通所介護・介護予防通所介護、他 1名 随時 ○准看護師
-00008 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　なごやか 看護職 ○看護師 不問
-2206 通所介護・介護予防通所介護、他 1名 随時 ○准看護師
-00027 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 介護職 不問 不問
-2205 通所介護 2名 随時
-00045 栗東市 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,080

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ツクイ栗東小柿 介護職 不問 ◎ＡＴ限定免許  法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 通所介護 1名 随時
-00061 栗東市小柿4-14 年齢不問 時給 1,050 ～ 1,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ツクイ栗東小柿 相談・支援・指導員（施設） ○社会福祉士 ◎ＡＴ限定免許  法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 通所介護 1名 随時 ○介護福祉士
-00062 栗東市小柿4-14 年齢不問 時給 1,380 ～ 1,500 ○介護支援専門員

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○社会福祉主事
2500 済生会滋賀県病院「なでしこキッズ」 保育士 ◎保育士 不問
-2205 保育所 1名 随時
-00054 栗東市大橋2-4-1 年齢不問 時給 1,100 ～ 1,300

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　栗東市社会福祉協議会 事務職 不問 不問
-2206 社会福祉協議会 2名 随時
-00001 栗東市安養寺190 年齢不問 時給 1,037 ～ 1,037

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 運転手 不問 ○普通自動車免許
-2205 通所介護 2名 ～ R5.3.31 ○ＡＴ限定免許  
-00044 栗東市 年齢不問 時給 950 ～ 950

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ツクイ栗東小柿 運転手 不問 ◎ＡＴ限定免許  法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 通所介護 1名 随時
-00065 栗東市小柿4-14 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社湖光ケア 福祉用具専門相談員 不問 不問
-2205 その他の老人福祉 1名 ～ R4.9.30
-00214 栗東市手原７丁目６－４ 年齢不問 時給 900 ～ 950

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無

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）

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）
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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7/9就職ﾌｪｱ参加

-2204 特別養護老人ホーム 3名 随時
-00149 野洲市 ～59歳 月収 167,940 ～ 197,532

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 グループホームやすの憩 介護職 △介護職員初任者研修 不問
-2205 認知症対応型共同生活介護 1名 随時
-00040 野洲市行畑881 ～64歳 月収 197,833 ～ 239,833

不問 夜勤有 ・ 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
-2205 介護老人保健施設 2名 随時 △介護福祉士取得見込
-00094 野洲市八夫2077 ～59歳 月収 167,000 ～ 175,000 △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 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2205 特別養護老人ホーム 3名 随時 △実務者研修
-00192 野洲市大篠原951番地1 ～59歳 月収 182,400 ～ 301,400 △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 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2204 居宅介護支援事業 2名 随時 △介護福祉士
-00154 野洲市 ～59歳 月収 209,248 ～ 230,776 △看護師

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人野洲慈恵会 看護職 ○看護師 ◎普通自動車免許 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2204 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 1名 随時 ○准看護師
-00151 野洲市 ～59歳 月収 188,352 ～ 239,652

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 グループホームやすの憩 介護職 △介護職員初任者研修 不問
-2205 認知症対応型共同生活介護 1名 随時
-00042 野洲市行畑881 年齢不問 時給 1,032 ～ 1,082

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
-2205 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
-00095 野洲市八夫2077 年齢不問 時給 970 ～ 1,050

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特定非営利活動法人またあした 看護職 ○看護師 △ＡＴ限定免許  
-2205 通所介護 3名 随時 ○准看護師
-00197 野洲市・守山市 年齢不問 時給 1,424 ～ 1,424

不問 夜勤無 ・ 宿直無

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

正職員

正職員

正職員
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