
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

2510 ケアステーションかけはし 介護職 ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2009 通所介護・訪問介護・(障）居宅介護 2名 随時 △介護福祉士
-00025 長浜市湖北町山本４２９０ ～59歳 月収 156,700 ～ 214,900 △実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 田中ケアサービス株式会社 介護職 △介護福祉士取得見込 ◎普通自動車免許
-2009 訪問介護・訪問入浴介護・(障）居宅介護 3名 随時 △実務者研修
-00094 長浜市 ～60歳 月収 181,400 ～ 215,000 △実務者研修修了見込

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ◎介護職員初任者研修
2510 近江幸楽会 介護職 ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2009 特別養護老人ホーム・通所介護・認知症対応型共同生活介護 3名 随時 ○社会福祉士
-00141 長浜市下坂中町200番地1 ～64歳 月収 156,300 ～ 178,900 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 特別養護老人ホーム奥びわこ 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2010 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 4名 随時 △介護職員初任者研修
-00057 長浜市西浅井町大浦1788-3 ～64歳 月収 188,000 ～ 265,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 北ながはま翔裕館 介護職 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2011 小規模多機能型居宅介護 2名 随時
-00013 長浜市神照町460-10 ～55歳 月収 200,000 ～ 225,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直有
2510 北ながはま翔裕館 介護職 不問 不問
-2010 認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護、他 2名 随時
-00041 長浜市神照町460-10 年齢不問 日給 160,000 ～ 176,500

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 特別養護老人ホーム奥びわこ 介護職 不問 不問
-2010 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 3名 随時
-00058 長浜市西浅井町大浦1788-3 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 特別養護老人ホームふくら 介護職 不問 不問
-2011 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00065 長浜市内保町４８０ 年齢不問 月収 160,000 ～ 172,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 浅井東診療所デイケアくさの川 介護職 ○介護福祉士 不問
-2009 通所リハビリテーション 1名 随時 ○実務者研修
-00018 長浜市野瀬町８２８番地 年齢不問 時給 900 ～ 1,100 ○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

2510 湖北タウンホーム 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2009 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 2名 随時 △介護職員初任者研修
-00022 長浜市月ヶ瀬町525番地 年齢不問 時給 870 ～ 890

不問 夜勤無 ・ 宿直無

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

正職員

正職員

常勤（正職員以外）

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０７４９（６４）５１２５

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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2510 ケアステーションかけはし 介護職 ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2009 通所介護・訪問介護・居宅介護支援事業 2名 随時
-00026 長浜市湖北町山本４２９０ 年齢不問 時給 900 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 デイサービスつどい 介護職 △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2009 居宅介護支援事業・通所介護・介護予防通所介護 2名 随時 △介護福祉士
-00076 長浜市常喜町671-1 年齢不問 時給 870 ～ 1,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 田中ケアサービス株式会社 介護職 不問 △普通自動車免許
-2009 訪問入浴介護 10名 随時
-00095 長浜市 年齢不問 時給 870 ～ 1,170

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 近江幸楽会 介護職 ○介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2009 特別養護老人ホーム・通所介護・認知症対応型共同生活介護 3名 随時 ～ R3.3.31 ○介護福祉士
-00140 長浜市下坂中町200番地1 年齢不問 時給 910 ～ 940

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 特別養護老人ホーム奥びわこ 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2010 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 2名 随時 △介護職員初任者研修
-00059 長浜市西浅井町大浦1788-3 年齢不問 日給 11,200 ～ 11,200

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 湖北タウンホーム 介護職 不問 不問
-2011 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 2名 随時 ～ R3.3.31
-00060 長浜市月ヶ瀬町525 年齢不問 時給 870 ～ 870

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 特別養護老人ホームふくら 介護職 不問 不問
-2011 特別養護老人ホーム 2名 随時
-00064 長浜市内保町480 年齢不問 時給 910 ～ 930

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 社会福祉法人　長浜市社会福祉協議会 ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ◎ＡＴ限定免許  
-2009 訪問介護・訪問入浴介護・社会福祉協議会 5名 随時 ○介護福祉士
-00046 長浜市 年齢不問 時給 1,300 ～ 1,950

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 田中ケアサービス株式会社 ホームヘルパー ○介護職員初任者研修修了見込 △普通自動車免許
-2009 訪問介護・(障）居宅介護・訪問入浴介護 10名 随時 ○介護職員初任者研修
-00130 長浜市 年齢不問 時給 1,300 ～ 1,860 ○実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○介護福祉士
2510 ニチイケアセンター虎姫 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2010 訪問介護 2名 随時
-00042 長浜市酢２６８-３　 年齢不問 時給 1,353 ～ 1,553

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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2510 ニチイケアセンター木之本 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2010 訪問介護 2名 随時
-00043 長浜市木之本町木之本1587-4 年齢不問 時給 1,353 ～ 1,553

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ニチイケアセンター浅井 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2010 訪問介護 2名 随時
-00045 長浜市内保町２５８-１ 年齢不問 時給 1,353 ～ 1,553

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ニチイケアセンター湖北 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2010 訪問介護 2名 随時
-00048 長浜市加納町字上角田886 年齢不問 時給 1,353 ～ 1,553

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ニチイケアセンター六荘 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2010 訪問介護 2名 随時
-00050 長浜市勝町452 年齢不問 時給 1,353 ～ 1,553

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ニチイケアセンター高月北 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2011 訪問介護 2名 随時
-00042 長浜市高月町高月957-1　 年齢不問 時給 1,353 ～ 1,553

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 近江幸楽会 看護職 ◎看護師 ◎普通自動車免許
-2009 特別養護老人ホーム・認知症対応型通所介護、他 1名 随時
-00142 長浜市下坂中町200番地1 年齢不問 時給 1,500 ～ 1,500

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2510 長浜里の家 世話人 △介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2010 (障）共同生活援助 1名 随時
-00088 長浜市室町28 年齢不問 時給 870 ～ 920

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 長浜かざぐるまホーム 世話人 △介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2010 (障）共同生活援助 1名 随時
-00089 長浜市室町263-5 年齢不問 時給 870 ～ 920

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 居宅介護事業所サポート逢衣 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2010 (障）居宅介護・(障）重度訪問介護、他 3名 R3.1.1 ～ △実務者研修
-00019 米原市天満１番地１ ～59歳 月収 165,000 ～ 185,000 △介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無 △看護師
2510 びわ湖高齢者マンション　悠悠の館 介護職 ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2010 有料老人ホーム・訪問介護・通所介護 1名 随時
-00060 米原市磯1729-1 ～59歳 月収 210,000 ～ 250,000

高校卒以上 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

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
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2510 びわ湖高齢者マンション　悠悠の館 介護職 △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2010 有料老人ホーム・訪問介護・通所介護 1名 随時
-00061 米原市磯1729-1 ～59歳 月収 208,000 ～ 217,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2510 ニチイケアセンター米原 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2010 訪問介護 2名 随時
-00049 米原市宇賀野206-7 年齢不問 時給 1,353 ～ 1,553

不問 夜勤無 ・ 宿直無

正職員

非常勤・パート
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