
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 介護老人保健施設エスペラル近江八幡 介護職 ◎介護福祉士 不問
-2007 介護老人保健施設 2名 随時 ◎介護福祉士取得見込
-00136 近江八幡市大房町1002番1 18歳～59歳 月収 218,000 ～ 233,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 しみんふくし滋賀　材久さん 介護職 △介護福祉士 ○普通自動車免許
-2008 小規模多機能型居宅介護 1名 随時 △実務者研修 ○ＡＴ限定免許  
-00052 近江八幡市博労町上1 18歳～64歳 月収 175,000 ～ 200,000 △介護職員初任者研修

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直有
2500 株式会社 ニチイ学館 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2007 訪問介護 2名 随時 △介護福祉士
-00097 近江八幡市・大津市 ～59歳 月収 189,920 ～ 209,920 △実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ニチイキッズ近江八幡保育園 保育士 ◎保育士 不問
-2008 保育所 1名 随時
-00003 近江八幡市鷹飼町1535東洋マンション1階 ～59歳 月収 179,000 ～ 234,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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
-2007 訪問介護 1名 随時 ○介護職員基礎研修
-00104 近江八幡市・大津市 ～59歳 月収 205,920 ～ 224,920 ○実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○ヘルパー１級
2500 しみんふくし滋賀　材久さん 介護職 不問 ○普通自動車免許
-2008 小規模多機能型居宅介護 3名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00055 近江八幡市博労町上1 18歳～ 時給 1,180 ～ 1,400

不問 夜勤有 ・ 宿直有
2500 株式会社 ニチイ学館 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2007 訪問介護 3名 随時 △介護福祉士
-00092 近江八幡市・大津市 年齢不問 時給 1,393 ～ 1,628 △実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 しみんふくし滋賀 ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ○普通自動車免許
-2008 訪問介護 5名 随時 ○介護福祉士 ○ＡＴ限定免許  
-00053 近江八幡市 18歳～ 時給 1,180 ～ 2,356 ○実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○ヘルパー１級
2500 社会福祉法人　布引会 介護職 △介護福祉士取得見込 不問
-2006 特別養護老人ホーム 2名 随時 △介護職員初任者研修修了見込

-00028 東近江市尻無町１１７０-３ 18歳～59歳 月収 182,800 ～ 223,300
高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無

2500 医療法人恒仁会　近江温泉病院 介護職 不問 不問
-2007 介護医療院（介護療養型医療施設）・訪問介護、他 5名 随時
-00020 東近江市北坂町966 18歳～59歳 月収 161,200 ～ 161,200

不問 夜勤有 ・ 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
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2500 医療法人恒仁会　近江温泉病院 介護職 ○介護福祉士 不問
-2007 介護医療院（介護療養型医療施設）・訪問介護、他 5名 随時 ○介護福祉士取得見込
-00021 東近江市北坂町966 18歳～59歳 月収 184,100 ～ 208,200

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人あゆみ福祉会 相談・支援・指導員 △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2006 (障）生活介護（主に知的）・(障）就労継続支援(B型)（主に知的）、他 4名 随時 △介護福祉士受験資格
-00002 東近江市 20歳～35歳 月収 170,700 ～ 230,000 △社会福祉士受験資格

専門学校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 蒲生野会 相談・支援・指導員 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2007 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的）、他 10名 随時
-00046 東近江市小脇町2089番地 18歳～49歳 月収 163,800 ～ 312,900

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　布引会 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2007 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00049 東近江市尻無町１１７０-３ ～59歳 月収 205,100 ～ 226,400

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 近江温泉病院 ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2007 介護医療院（介護療養型医療施設）・訪問介護、他 1名 随時 ○介護職員初任者研修修了見込

-00016 東近江市北坂町966 ～59歳 月収 191,200 ～ 191,200
不問 夜勤無 ・ 宿直無

2500 医療法人恒仁会　近江温泉病院 ホームヘルパー ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2007 介護医療院（介護療養型医療施設）・訪問介護、他 1名 随時 ○介護福祉士取得見込
-00018 東近江市北坂町966 ～59歳 月収 214,100 ～ 238,200

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 近江温泉病院 ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2007 介護医療院（介護療養型医療施設）・訪問介護、他 1名 随時 ○介護職員初任者研修修了見込

-00072 東近江市北坂町966 ～59歳 月収 191,200 ～ 191,200
不問 夜勤無 ・ 宿直無

2500 社会福祉法人　布引会 介護職 △介護福祉士 不問
-2006 特別養護老人ホーム 1名 随時 △介護職員初任者研修
-00029 東近江市尻無町１１７０-３ 年齢不問 時給 950 ～ 1,160 △介護職員初任者研修修了見込

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 医療法人恒仁会　近江温泉病院 介護職 ○介護福祉士 不問
-2007 介護医療院（介護療養型医療施設）・訪問介護、他 3名 随時 ○介護福祉士取得見込
-00019 東近江市北坂町966 年齢不問 時給 1,020 ～ 1,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 医療法人恒仁会　近江温泉病院 介護職 不問 不問
-2007 介護医療院（介護療養型医療施設）・訪問介護、他 3名 随時
-00022 東近江市北坂町966 年齢不問 時給 920 ～ 920

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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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

正職員

正職員
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2500 あゆみ作業所 相談・支援・指導員 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2006 (障）生活介護・(障）就労継続支援(B型) 2名 随時
-00001 東近江市平田町717－1 年齢不問 時給 950 ～ 950

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人あゆみ福祉会 相談・支援・指導員 △ヘルパー１級 ◎ＡＴ限定免許  
-2006 (障）共同生活援助（主に知的） 5名 随時 △介護職員初任者研修
-00008 東近江市 18歳～ 時給 870 ～ 1,100

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 近江温泉病院 ホームヘルパー ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2007 介護医療院（介護療養型医療施設）・訪問介護、他 2名 随時 ○介護福祉士取得見込
-00017 東近江市北坂町966 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,400 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○介護職員初任者研修修了見込

2500 社会福祉法人　布引会 看護職 ○看護師 不問
-2007 特別養護老人ホーム 1名 随時 ○准看護師
-00050 東近江市尻無町１１７０-３ 年齢不問 時給 1,500 ～ 1,700

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 日野友愛会 介護職 ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2006 特別養護老人ホーム・通所介護・短期入所生活介護 10名 随時 ○介護福祉士取得見込
-00097 日野町 18歳～59歳 月収 184,500 ～ 202,000 ○社会福祉主事

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 日野友愛会 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2006 特別養護老人ホーム・通所介護・短期入所生活介護 10名 随時 △介護福祉士取得見込
-00110 日野町 18歳～ 時給 880 ～ 1,000 △介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無 △実務者研修
2500 竜王町保健センター 相談・支援・指導員 ○精神保健福祉士 ◎ＡＴ限定免許  
-2006 市町村福祉担当課 1名 随時 ～ R3.3.31 ○精神保健福祉士取得見込

-00101 蒲生郡竜王町大字小口５番地１ 年齢不問 月収 154,900 ～ 201,200
不問 夜勤無 ・ 宿直無

2500 竜王町役場 相談・支援・指導員 △社会福祉士 ○普通自動車免許
-2006 (障）相談支援（主に知的）・(障）相談支援（主に身体） 1名 随時 △社会福祉主事取得見込 ○ＡＴ限定免許  
-00102 蒲生郡竜王町大字小口３番地 年齢不問 月収 195,500 ～ 223,800

不問 夜勤無 ・ 宿直無

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

正職員

常勤（正職員以外）

常勤（正職員以外）

非常勤・パート
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