
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 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
-2204 (障）生活介護（主に身体）・(障）療養介護（主に身体） 5名 R5.4.1 ～ △社会福祉士 新卒のみ
-00002 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 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
-2204 (障）療養介護（主に身体）・(障）療養介護（主に知的） 7名 R5.4.1 ～ △社会福祉士 新卒のみ
-00139 草津市 ～30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　聖優会 介護職 不問 不問
-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 滋賀県立むれやま荘 介護職 △介護福祉士 不問
-2301 障害者支援施設（施設入所支援＋自立訓練（機能））（主に身体）、他 1名 随時 △社会福祉士
-00120 草津市笠山8丁目5-130 ～45歳 月収 174,000 ～ 275,000 △精神保健福祉士

不問 夜勤有 ・ 宿直有
2500 株式会社　調和 介護職 ○介護福祉士 △普通自動車免許
-2301 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
-00164 草津市上笠二丁目5-8 ～59歳 月収 215,000 ～ 270,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　えんゆうの郷 介護職 △介護福祉士 不問
-2301 特別養護老人ホーム 3名 随時 △介護職員初任者研修
-00155 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 社会福祉法人華頂会　グループホームはるか 介護職 △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2301 認知症対応型共同生活介護 1名 随時 △実務者研修
-00172 草津市新浜町153-2グループホーム　はるか ～59歳 月収 184,329 ～ 244,656 △介護福祉士

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
-2301 特別養護老人ホーム 3名 随時
-00188 草津市 ～59歳 月収 196,275 ～ 235,325

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 デイサービスオリーブ 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2302 通所介護 1名 随時
-00170 草津市草津四丁目8番13号 ～59歳 月収 230,000 ～ 280,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 淡海ふれあい病院 介護職 ◎介護福祉士 不問
-2302 介護医療院（介護療養型医療施設） 3名 随時
-00213 草津市矢橋町1629-5 ～59歳 月収 190,500 ～ 316,500

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
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正職員

正職員

正職員
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2500 医療法人　芙蓉会 介護職 不問 不問
-2302 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
-00228 草津市 ～59歳 月収 180,000 ～ 262,800

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
-2303 通所介護 1名 随時 △実務者研修 ○ＡＴ限定免許  
-00011 草津市南草津2-6-3 ～59歳 月収 202,500 ～ 255,500 △介護福祉士

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 △介護福祉士 不問
-2302 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
-00234 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　帆の里 介護職 △介護職員初任者研修 不問
-2303 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
-00079 草津市矢橋町500-1 ～59歳 月収 191,800 ～ 297,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　帆の里 介護職 ◎介護福祉士 △普通自動車免許
-2303 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 1名 随時
-00080 草津市矢橋町500-1 ～59歳 月収 216,200 ～ 326,200

不問 夜勤有 ・ 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
-2301 放課後等デイサービス 2名 随時 ○保育士
-00083 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
2500 若竹会 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎普通自動車免許
-2302 (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 180,700 ～ 212,100

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 滋賀県立むれやま荘 相談・支援・指導員（施設） △社会福祉士 ◎普通自動車免許
-2302 (障）自立訓練（機能訓練）（主に身体）、他 1名 随時 △介護福祉士
-00058 草津市笠山8-5-130 ～59歳 月収 174,000 ～ 201,000 △精神保健福祉士

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直有
2500 クロスジョブ草津 相談・支援・指導員（施設） △社会福祉士 ◎普通自動車免許
-2302 (障）就労移行支援（主に精神）・(障）就労移行支援（主に知的） 1名 随時 △精神保健福祉士
-00134 草津市大路一丁目8番1号南洋軒ビル7階 年齢不問 月収 190,000 ～ 220,000 △作業療法士

専門学校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 放課後等デイサービスあろは笠山 相談・支援・指導員（施設） △保育士 不問
-2302 放課後等デイサービス 1名 随時 △幼稚園教諭
-00165 草津市笠山三丁目10-5 ～64歳 月収 170,000 ～ 210,000 △小・中・高教諭

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
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2500 株式会社　調和 介護支援専門員 ○介護支援専門員 不問
-2301 居宅介護支援事業 2名 随時 ○主任介護支援専門員
-00162 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 特別養護老人ホーム第二菖蒲の郷 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 不問
-2301 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00187 草津市追分南5丁目18番8号 ～59歳 月収 209,025 ～ 242,025

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社ネクストライフ 介護支援専門員 ○介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2303 有料老人ホーム・訪問介護 1名 随時 ○介護支援専門員取得見込

-00110 草津市 ～64歳 月収 250,000 ～ 260,000 ○主任介護支援専門員
不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○主任介護支援専門員取得見込

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  
-2301 訪問介護 1名 随時 ○実務者研修
-00030 草津市岡本町1371-7フレール西鴻池205 ～59歳 月収 218,000 ～ 271,000 ○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 △社会福祉士 ◎ＡＴ限定免許  募集終了日
-2303 社会福祉協議会 2名 R5.5.1 ～ 2023年4月4日
-00107 草津市大路2丁目1-35キラリエ草津４F ～59歳 月収 203,720 ～ 203,720

専門学校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 宅老所　心 事務職 △社会福祉士 ◎普通自動車免許
-2302 小規模多機能型居宅介護・通所介護 1名 R5.4.1 ～ △社会福祉主事
-00208 草津市駒井沢町343番地 年齢不問 月収 180,000 ～ 200,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特定非営利活動法人　成年後見センターもだま 相談・支援員（相談支援機関等） ◎社会福祉士 ◎普通自動車免許
-2301 その他 1名 随時
-00061 草津市野村八丁目5番19号　　サニーハイツピア105号室 ～45歳 月収 185,000 ～ 185,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 淡海ふれあい病院 介護補助（介護助手） 不問 不問
-2302 介護医療院（介護療養型医療施設） 3名 随時
-00214 草津市矢橋町1629-5 ～59歳 月収 185,500 ～ 311,500

高校卒以上 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 不問 不問
-2303 特別養護老人ホーム 2名 随時
-00109 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 滋賀障害者職業センター ジョブコーチ 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2303 その他の障害者福祉共通 2名 R5.4.1 ～ R6.3.31
-00043 草津市野村2-20-5 年齢不問 月収 219,620 ～ 219,620

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無

正職員

正職員

常勤（正職員以外）

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
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2500 株式会社　調和 介護職 不問 不問
-2301 通所介護 2名 随時
-00165 草津市上笠二丁目5-8 年齢不問 時給 950 ～ 1,150

不問 夜勤無 ・ 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 ◎普通自動車免許
-2302 小規模多機能型居宅介護 1名 随時 △介護職員初任者研修
-00020 草津市駒井沢町246番地の1 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,100

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 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2302 通所リハビリテーション 1名 随時 △健康運動指導士等
-00034 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 社会福祉法人　聖優会 介護職 不問 不問
-2302 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00141 草津市 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,150

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ツクイ南草津 介護職 不問 不問
-2303 通所介護 1名 随時
-00012 草津市南草津2-6-3 年齢不問 時給 1,077 ～ 1,177

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
-2303 有料老人ホーム・訪問介護 1名 随時 ○実務者研修
-00030 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 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
-2303 通所介護 2名 随時
-00038 草津市追分南1丁目8-34 年齢不問 時給 1,150 ～ 1,200

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 誠光福祉会 介護職 △介護福祉士 不問
-2303 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
-00108 草津市 年齢不問 時給 940 ～ 1,100 △実務者研修

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
-2301 放課後等デイサービス 4名 随時 ○保育士
-00084 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
2500 山寺作業所 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎普通自動車免許
-2302 (障）生活介護 2名 随時
-00015 草津市山寺町680-1 年齢不問 時給 1,060 ～ 1,060

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 JALAN 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎普通自動車免許
-2302 (障）就労継続支援(B型) 1名 随時
-00118 草津市野村二丁目11-20 年齢不問 時給 950 ～ 950

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 放課後等デイサービスあろは笠山 相談・支援・指導員（施設） △保育士 △普通自動車免許
-2302 放課後等デイサービス 1名 随時 △幼稚園教諭
-00186 草津市笠山三丁目10-5 年齢不問 時給 1,050 ～ 1,050 △小・中・高教諭

高校卒以上 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
-2303 通所介護 1名 随時 ○介護福祉士 ○ＡＴ限定免許  
-00013 草津市南草津2-6-3 年齢不問 時給 1,377 ～ 1,537 ○介護支援専門員

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○社会福祉主事
2500 株式会社　調和 介護支援専門員 ○介護支援専門員 不問
-2301 居宅介護支援事業 2名 随時 ○主任介護支援専門員
-00163 草津市上笠二丁目5-8 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,500

不問 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
-2301 (障）居宅介護 1名 随時
-00001 草津市山寺町657-1 年齢不問 時給 1,530 ～ 1,530

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 一般社団法人no-de ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2302 (障）居宅介護（主に知的）・(障）移動支援（主に知的）、他 2名 随時
-00222 草津市草津1丁目13-12 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,600

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  
-2303 訪問介護 1名 随時 ○実務者研修
-00004 草津市岡本町1371-7フレール西鴻池205 年齢不問 時給 1,307 ～ 1,307 ○介護福祉士

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
-2301 特別養護老人ホーム 1名 随時 ○准看護師
-00189 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 ツクイ南草津 運転手 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2303 通所介護 1名 随時
-00014 草津市南草津2-6-3 年齢不問 時給 977 ～ 1,127

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 滋賀県立むれやま荘 介護補助（介護助手） △介護福祉士 不問
-2302 障害者支援施設（施設入所支援＋自立訓練（機能））、他 3名 随時 △社会福祉士
-00057 草津市笠山8-5-130 年齢不問 時給 930 ～ 1,162

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

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

2510 社会福祉法人　滋賀県障害児協会　 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2205 障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）、他 5名 R5.4.1 ～ △介護職員初任者研修 新卒のみ
-00041 守山市・長浜市 ～25歳 月収 165,000 ～ 180,000

専門学校卒以上 夜勤有 ・ 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
-2301 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
-00034 守山市 ～59歳 月収 158,000 ～ 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  
-2301 小規模多機能型居宅介護 1名 随時 △実務者研修
-00141 守山市 ～64歳 月収 200,000 ～ 229,000 △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  
-2301 通所介護 1名 随時 △実務者研修
-00143 守山市 ～64歳 月収 172,500 ～ 196,500 △介護福祉士

不問 夜勤無 ・ 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
-2302 通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00090 守山市今宿2-8-18 ～59歳 月収 206,750 ～ 254,750

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
-2303 特別養護老人ホーム・認知症対応型通所介護、他 5名 R5.4.1 ～
-00045 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　ゆいの里 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2303 特別養護老人ホーム・認知症対応型通所介護、他 5名 随時
-00047 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 社会福祉法人　慈惠会 相談・支援・指導員（施設） ○社会福祉士 ◎普通自動車免許
-2301 地域包括支援センター 1名 随時 ○介護支援専門員
-00052 守山市 ～59歳 月収 176,100 ～ 248,600 ○看護師

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○保健師
2500 特別養護老人ホーム　南平の郷 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 △普通自動車免許
-2301 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00179 守山市横江町155 ～64歳 月収 199,000 ～ 229,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 ゆいの里　訪問介護ステーション ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ○普通自動車免許
-2301 訪問介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00049 守山市洲本町１番地 ～59歳 月収 165,300 ～ 225,100

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 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  
-2301 訪問介護 1名 随時 △実務者研修
-00146 守山市 ～64歳 月収 188,000 ～ 217,000 △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
-2303 訪問介護・有料老人ホーム 1名 随時 ○介護福祉士
-00024 守山市水保町1390-4 ～64歳 月収 200,000 ～ 228,000 ○実務者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 株式会社 あいむ 看護職 ○看護師 △ＡＴ限定免許  
-2301 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
-00139 守山市 ～64歳 月収 220,000 ～ 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
-2302 通所介護 1名 随時 ○准看護師
-00087 守山市今宿2-8-18 ～59歳 月収 225,750 ～ 278,750

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ケアハウスゆい 事務職 不問 ◎普通自動車免許
-2301 ケアハウス 1名 随時
-00048 守山市笠原町1313-1 ～59歳 月収 169,800 ～ 229,600

不問 夜勤無 ・ 宿直有
2500 社会福祉法人　慈惠会 調理員 △調理師 ◎普通自動車免許
-2302 特別養護老人ホーム・認知症対応型通所介護・ケアハウス 1名 R5.3.1 ～
-00060 守山市 ～59歳 月収 170,600 ～ 229,600

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
-2302 短期入所生活介護・認知症対応型共同生活介護、他 2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
2500 放課後等デイサービス事業所ビッグライフ 相談・支援・指導員（施設） ○保育士 ◎普通自動車免許
-2302 放課後等デイサービス 2名 随時 ○理学療法士
-00164 守山市守山６丁目８番６０号 年齢不問 時給 1,050 ～ 1,200 ○作業療法士

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無 ○小・中・高教諭
2500 湖南ホームタウン 介護職 不問 不問
-2301 (障）生活介護（主に身体） 2名 随時
-00033 守山市守山町168-1 年齢不問 時給 927 ～ 1,027

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
-2301 特別養護老人ホーム・認知症対応型通所介護、他 2名 随時
-00050 守山市洲本町１番地 年齢不問 時給 970 ～ 1,020

不問 夜勤無 ・ 宿直無

非常勤・パート

非常勤・パート

正職員

正職員

正職員

正職員

常勤（正職員以外）

常勤（正職員以外）

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 株式会社 あいむ 介護職 △介護職員初任者研修 ◎ＡＴ限定免許  
-2301 小規模多機能型居宅介護 1名 随時 △実務者研修
-00142 守山市 年齢不問 時給 1,030 ～ 1,130 △介護福祉士

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 株式会社 あいむ 介護職 △介護福祉士 ◎ＡＴ限定免許  
-2301 通所介護 1名 随時 △実務者研修
-00145 守山市 年齢不問 時給 1,010 ～ 1,110 △介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 友愛 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2302 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
-00026 守山市 年齢不問 時給 1,020 ～ 1,070

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  
-2302 通所介護 1名 随時
-00091 守山市今宿2-8-18 年齢不問 時給 1,067 ～ 1,107

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 湖南ホームタウン 介護職 不問 不問
-2302 (障）生活介護（主に身体） 2名 随時
-00233 守山市守山町168-1 年齢不問 時給 927 ～ 1,027

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
-2303 特別養護老人ホーム・認知症対応型通所介護、他 2名 R5.4.1 ～
-00044 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 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
-2303 認知症対応型通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00046 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 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
-2303 通所リハビリテーション 1名 随時 △健康運動指導士等
-00048 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 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  
-2303 通所介護 1名 随時 ○介護福祉士
-00019 守山市今宿2-8-18 年齢不問 時給 1,407 ～ 1,567 ○介護支援専門員

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○社会福祉主事
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  
-2301 訪問介護 1名 随時 △実務者研修
-00148 守山市 年齢不問 時給 1,430 ～ 1,850 △介護福祉士

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 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  
-2301 訪問介護 1名 随時 △実務者研修
-00147 守山市 年齢不問 時給 1,090 ～ 1,210 △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　（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
-2302 訪問介護 2名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00062 守山市洲本町１番地 年齢不問 時給 1,500 ～ 1,950

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
-2303 訪問介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00049 守山市洲本町１番地 年齢不問 時給 950 ～ 1,150

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  
-2301 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
-00140 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 ツクイ守山今宿 看護職 ○看護師 不問
-2302 通所介護 1名 随時 ○准看護師
-00088 守山市今宿2-8-18 年齢不問 時給 1,527 ～ 1,527

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 守山デイサービスセンター 運転手 不問 ○普通自動車免許
-2301 認知症対応型通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00051 守山市洲本町1 年齢不問 時給 1,020 ～ 1,020

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
-2302 通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00061 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 ツクイ守山今宿 運転手 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2302 通所介護 1名 随時
-00092 守山市今宿2-8-18 年齢不問 時給 1,027 ～ 1,027

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　ゆいの里 介護補助（介護助手） 不問 不問
-2302 特別養護老人ホーム・認知症対応型通所介護、他 2名 随時
-00230 守山市洲本町１番地 年齢不問 時給 927 ～ 927

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 守山デイサービスセンター 介護補助（介護助手） 不問 不問
-2302 特別養護老人ホーム・認知症対応型通所介護、他 1名 随時
-00231 守山市洲本町１番地 年齢不問 時給 927 ～ 927

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 あうんデイサービス栗東 介護職 不問 ◎普通自動車免許
-2301 通所介護 2名 随時
-00166 栗東市出庭862-2 ～70歳 月収 180,400 ～ 256,640

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
-2303 通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00015 栗東市小柿１丁目4-14 ～59歳 月収 207,500 ～ 255,500

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
-2303 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

-00100 栗東市 ～64歳 月収 172,900 ～ 177,900 ○介護福祉士
不問 夜勤有 ・ 宿直無 ○介護福祉士取得見込

2500 なでしこキッズ 保育士 ◎保育士 不問
-2303 保育所 1名 随時
-00085 栗東市大橋2-4-1 ～62歳 月収 200,000 ～ 244,600

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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
-2303 有料老人ホーム・訪問介護 1名 随時 △ヘルパー１級
-00029 栗東市高野560-1 年齢不問 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 栗東市訪問介護事業所 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎ＡＴ限定免許  
-2302 訪問介護・介護予防訪問介護・(障）同行援護（主に身体） 1名 随時
-00017 栗東市小柿１丁目１０-１０ 年齢不問 月収 187,440 ～ 187,440

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
-2301 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
-00125 栗東市 年齢不問 時給 1,054 ～ 1,358 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 あうんデイサービス栗東 介護職 ◎介護職員初任者研修 不問
-2301 通所介護 2名 随時
-00159 栗東市出庭862-2 年齢不問 日給 11,000 ～ 13,050

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 あうんデイサービス栗東 介護職 不問 ◎普通自動車免許
-2301 通所介護 2名 随時
-00158 栗東市出庭862-2 年齢不問 時給 950 ～ 1,200

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 介護職 不問 不問
-2302 通所介護 2名 随時
-00018 栗東市 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,080

不問 夜勤無 ・ 宿直無

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）

非常勤・パート

非常勤・パート

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 ツクイ栗東小柿 介護職 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2303 通所介護 1名 随時
-00016 栗東市小柿4-14 年齢不問 時給 1,027 ～ 1,127

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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
-2303 有料老人ホーム・訪問介護 2名 随時 ○ヘルパー１級
-00028 栗東市高野560-1 年齢不問 時給 1,100 ～ 1,900 ○実務者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無 ○介護福祉士
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
-2303 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

-00099 栗東市 年齢不問 時給 1,050 ～ 1,080 ○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
-2303 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

-00101 栗東市 年齢不問 時給 1,050 ～ 1,080 ○介護福祉士
不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○介護福祉士取得見込

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  
-2303 通所介護 1名 随時 ○介護福祉士
-00017 栗東市小柿4-14 年齢不問 時給 1,407 ～ 1,527 ○介護支援専門員

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○社会福祉主事
2500 株式会社阿吽 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ○普通自動車免許
-2301 訪問介護 5名 随時 ○原付免許
-00157 栗東市 年齢不問 時給 1,260 ～ 1,860

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 なでしこキッズ 保育士 ◎保育士 不問
-2303 保育所 1名 随時
-00086 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 ツクイ栗東小柿 運転手 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2303 通所介護 1名 随時
-00018 栗東市小柿4-14 年齢不問 時給 1,027 ～ 1,027

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 デイサービスセンター悠々 運転手 不問 ◎普通自動車免許
-2303 通所介護・介護予防通所介護 1名 随時
-00102 滋賀県栗東市霊仙寺1-1-52 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 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
-2301 特別養護老人ホーム 3名 随時
-00056 野洲市 ～59歳 月収 172,940 ～ 202,532

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

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
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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 野洲篠原すみれ園 介護職 ○介護福祉士 △普通自動車免許
-2301 特別養護老人ホーム 3名 随時 ○実務者研修
-00059 野洲市大篠原951番地1 ～59歳 月収 188,400 ～ 287,400 ○介護職員初任者研修

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
-2302 介護老人保健施設 2名 随時 △介護福祉士取得見込
-00127 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 生活介護施設　おおきな木 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2301 (障）生活介護（主に知的） 1名 随時
-00191 野洲市北櫻920－1 ～45歳 月収 164,100 ～ 269,500

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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
-2301 居宅介護支援事業 2名 随時 △介護福祉士
-00054 野洲市 ～59歳 月収 214,248 ～ 235,776 △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
-2301 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 1名 随時
-00055 野洲市 ～59歳 月収 193,352 ～ 244,652

不問 夜勤無 ・ 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
-2301 特別養護老人ホーム 3名 随時
-00057 野洲市 年齢不問 時給 1,070 ～ 1,190

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
-2301 特別養護老人ホーム 3名 随時
-00058 野洲市 年齢不問 時給 951 ～ 1,071

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
-2302 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
-00126 野洲市八夫2077 年齢不問 時給 970 ～ 1,050 △実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ケアホーム大樹 世話人 不問 △普通自動車免許
-2301 (障）共同生活援助 2名 随時
-00190 野洲市比留田994-3 年齢不問 時給 950 ～ 950

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 合同会社カネスケ 世話人 不問 不問
-2302 (障）共同生活援助（主に知的） 5名 随時
-00159 野洲市・栗東市 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,000

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

正職員

正職員

正職員

正職員

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 合同会社カネスケ 世話人 不問 不問
-2302 (障）共同生活援助（主に知的） 5名 随時
-00160 野洲市・栗東市 年齢不問 時給 930 ～ 930

不問 夜勤無 ・ 宿直無

非常勤・パート
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