
ご予約
お問い合せ

社会福祉法人よつば会　法人本部 特別養護老人ホームあすは 開設準備室

（特別養護老人ホームやわらぎ苑内）
〒525-0056 滋賀県草津市南笠町891 077-598-5538TEL.

経験豊富なスタッフが優しく指導します。

無資格・未経験でも
やる気があれば大歓迎！

進呈♪

ご予約するとQUOカード500円

すぐに就業できます！
採用後、他の拠点施設での勤務後、
オープニングスタッフとして
異動していただきます。

▼ホームページ

採用サイト

▼説明会お申し込み

https://428kai.or.jp/recruit/

オープニングスタッフ
大募集
特別養護老人ホーム“あすは”令和4年3月 開設につき

社会福祉法人よつば会

開
催就職説明会

8.29 9.4［土］
14:00～

［日］
14:00～8.28［土］

14:00～

9.18［土］
14:00～ 9.19［日］

14:00～ 9.26［日］
14:00～

日時

会場

※日程のご都合がつかない方は、個別に説明会を開催いたしますのでお問い合わせください。
※面接ご希望の方は、後日裏面のご希望の施設で採用面接を行います。
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特別養護老人ホーム やわらぎ苑
〒525-0056 草津市南笠町891［駐車場完備］
※治田神社、モンチ保育園を目指してお越し下さい。

特別養護老人ホームあすは

〒520-2134 滋賀県大津市瀬田

［入居90名・ショートスティ10名］
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特別養護老人ホーム

「あすは」 名神高速 瀬田西ICから車で2分
新緑苑児童公園前バス停よりすぐ

社会福祉法人よつば会本部

令和
4年3

月 開設に向けて建築中

やわらぎ苑 駐車場

道路工事による通行止めのため
矢印の道からお越しください。

つき当たりを右折

特養「やわらぎ苑」内

南笠古墳群

GoogleMAP



[正職員] 4週8休制（年間111日）

[パート]  週休シフト制（週2日~勤務OK）

※有給休暇入職6カ月後に付与
※毎年リフレッシュ休暇あり（6日間、年間休日に含む）

休日

①～③
④

⑤⑥⑦

7:00-15:30 / 8:30-17:00 / 11:30-20:00 / 16:30-翌9:30
8:00-16:30 / 8:30-17:00 / 10:30-19:00
8:30-17:00

（パート希望の方は相談に応じます）勤務時間

昇給（年1回）、社会保険完備
【正職員】
賞与（年3回 前年度実績4カ月分）／退職金共済加入
役職手当（主任手当・副主任手当・ユニットリーダー手当 など）
家族手当・通勤手当・被服手当・夜間待機手当・年末年始手当・
赴任住宅補助手当など
車通勤可
※夜勤ができない方は準職員制度もあります。（法人規程による）

待遇

〒525-0041 滋賀県草津市青地町261
TEL.077-569-6110

あおじ保育園

特別養護老人ホーム 風和里
デイサービス 風和里
〒525-0044 草津市岡本町217
TEL.077-561-7500

特別養護老人ホーム 夕凪の里
夕凪の里 居宅介護支援事業所
ヘルパーステーション 夕凪の里
〒626-0061 京都府宮津市字波路小字新町2433
TEL.0772-22-0428

老上地域包括支援センター
〒525-0066 草津市矢橋町885-1
TEL.077-561-8145

グループホーム 治田の里
〒520-3014 栗東市川辺626
TEL.077-599-5355

障害福祉サービス事業所
第二むつみ園
〒525-0042 草津市山寺町666-1
TEL.077-518-6232

特別養護老人ホーム 風流里
よつば居宅介護支援事業所　ふるさと
〒520-0816 大津市相模町10-1
TEL.077-510-7320

特別養護老人ホーム 萩の里
小規模多機能型居宅介護支援事業所 萩の里
萩の里　居宅介護支援事業所
よつばリーフ訪問看護ステーション
〒525-0058 草津市野路東2-4-10
TEL.077-567-8560

障害福祉サービス事業所
むつみ園
〒525-0042 草津市山寺町666-1
TEL.077-565-1456

特別養護老人ホーム 治田の里
〒520-3014 栗東市川辺627
TEL.077-599-5002

〒525-0042 草津市山寺町1118
TEL.077-564-8216

特別養護老人ホーム やまでら 特別養護老人ホーム ゆうすいのさと
〒525-0014 草津市駒井沢町400-1
TEL.077-568-3600

①ユニットリーダー

月給258,000円～
正職員

※夜勤4回想定・対象手当含む

⑥管理栄養士

月給175,000円～
正職員

※対象手当含む

※対象手当含む

⑤理学療法士・作業療法士

月給220,000円～
正職員

⑧宿直員

17時～8時半 9,000円～
パート

⑦事務

月給145,000円～
正職員

経験者優遇

処遇面・入職時期など、
ご遠慮なくご相談ください。

②介護福祉士

月給228,000円～
正職員

※夜勤4回想定・対象手当含む

時給1,127円～
時給1,217円～

（健康保険加入なし）

（健康保険加入）

③介護スタッフ

月給204,000円～
正職員

※夜勤4回想定・対象手当含む

時給1,024円～
時給1,084円～

（健康保険加入なし）

（健康保険加入）

月給185,000円～
准看護師

※対象手当含む

時給1,400円～
（健康保険加入）

パート

④看護スタッフ

月給210,000円～
正職員 正看護師

※対象手当含む

時給1,500円～
（健康保険加入）

パート パート パート

これまでの職歴年数が
加算されます！

特別養護老人ホーム 治田の里
〒520-3014 栗東市川辺627
TEL.077-599-5002

特別養護老人ホーム しあわせ
〒525-0056 草津市南笠町905
TEL.077-561-3755

特別養護老人ホーム やわらぎ苑
〒525-0056 草津市南笠町891
TEL.077-564-6500

特別養護老人ホーム 帆の里
〒525-0066 草津市矢橋町500-1
TEL.077-566-8620

特別養護老人ホーム はなえみ
〒520-3022 栗東市上鈎265-1
TEL.077-596-5282

介護福祉士 15,000円 ／ 社会福祉士 10,000円 ／ 精神保健福祉士 10,000円 ／ 看護師 20,000円 ／ 准看護師 10,000円 ／
介護支援専門員 10,000円 ／ 管理栄養士 10,000円 ／介護職員初任者研修 5,000円 ・ 夜勤手当 7,000円/回 ・ 処遇改善手当 26,000円/月 ・
特定処遇改善手当 5,000円～30,000円/月 ／ 理学療法士・作業療法士 20,000円

技術職
手当

県下最大級の
社会福祉法人だから安心

● 県下最大級の社会福祉法人だから安心。

● 無資格の方も大歓迎（資格取得費用法人負担）

● 職員紹介制度（１人につき最大２０万円）

● 安定して収入を得たい方。（正社員やパート等、希望される働き方が選べます）

● 将来、自分の親の介護が心配な方、仕事をしながら資格と技術を取得。

内定後に、ぜひお友達をご紹介下さい。

「働きやすい」・「続けやすい」
 職場を目指しています！

社会福祉法人よつば会


