
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 特別養護老人ホーム　水茎の里 介護職 △介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2105 特別養護老人ホーム 2名 随時 △実務者研修
-00017 近江八幡市牧町1885番地 ～59歳 月収 183,200 ～ 220,800 △介護福祉士

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人一善会 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許 法人が7/10オンライン参加

-2107 特別養護老人ホーム 5名 随時 ◎介護職員初任者研修
-00011 近江八幡市 ～59歳 月収 162,000 ～ 176,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 アサヒサンクリーン在宅介護センター近江八幡 介護職 不問 不問
-2107 訪問入浴介護 2名 随時
-00017 近江八幡市八木町119 ～59歳 月収 212,000 ～ 212,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ＮＰＯ法人　ユナイテッド・ケア 相談・支援・指導員 ◎社会福祉士 ◎普通自動車免許
-2105 その他 1名 随時
-00013 近江八幡市長田町１２６８-１ ～59歳 月収 200,000 ～ 260,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ツクイ近江八幡鷹飼 相談・支援・指導員 ○社会福祉士 ◎普通自動車免許
-2106 通所介護 1名 随時 ○介護福祉士
-00133 近江八幡市鷹飼町北4-21-2 ～59歳 月収 191,000 ～ 256,000 ○介護支援専門員

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○社会福祉主事
2500 おうみ作業所 相談・支援・指導員 不問 △普通自動車免許 募集終了日
-2106 (障）生活介護（主に知的） 1名 随時 2021年7月16日
-00149 近江八幡市加茂町３８１９－５ 22歳～30歳 月収 187,300 ～ 234,700

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　きぬがさ福祉会 相談・支援・指導員 不問 ◎普通自動車免許 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2106 (障）生活介護 1名 随時
-00173 近江八幡市安土町下豊浦細江9019 ～64歳 月収 169,100 ～ 189,100

短大卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　きぬがさ福祉会 相談・支援・指導員 不問 ◎ＡＴ限定免許  法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2106 (障）生活介護 2名 R4.4.1 ～
-00174 近江八幡市安土町下豊浦細江9019 ～64歳 月収 169,100 ～ 186,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ＮＰＯ法人　ユナイテッド・ケア 介護支援専門員 ◎主任介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2105 地域包括支援センター 1名 随時
-00014 近江八幡市長田町１２６８-１ ～59歳 月収 230,000 ～ 260,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ニチイケアセンター近江八幡 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2107 居宅介護支援事業・訪問介護 1名 随時 △主任介護支援専門員
-00087 近江八幡市中村町476 ～59歳 月収 209,850 ～ 219,850 △主任介護支援専門員取得見込

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　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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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 ニチイケアセンター八幡南 ホームヘルパー ◎実務者研修 ◎普通自動車免許
-2107 訪問介護 1名 随時 △介護福祉士
-00086 近江八幡市鷹飼町南4丁目1-4カルチャーコート1-C号室 ～59歳 月収 199,920 ～ 207,920

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 アサヒサンクリーン在宅介護センター近江八幡 看護職 ○看護師 不問
-2105 訪問入浴介護 2名 随時 ○准看護師
-00045 近江八幡市八木町119 ～59歳 月収 247,000 ～ 247,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ニチイケアセンター八幡南 サービス提供責任者 ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2107 訪問介護 1名 随時 ○介護職員基礎研修
-00068 近江八幡市鷹飼町南４丁目1-4カルチャーコート 1-C号室 ～59歳 月収 215,920 ～ 235,920 ○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　サルビア会 介護職 不問 不問
-2105 特別養護老人ホーム 2名 随時
-00018 近江八幡市牧町1885番地 年齢不問 月収 183,680 ～ 187,880

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 不問
-2105 居宅介護支援事業 1名 随時
-00005 近江八幡市土田町1313番地近江八幡市総合福祉センター内 年齢不問 月収 168,400 ～ 177,900

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 （福）近江八幡市社会福祉協議会ヘルパーステーションあづち ホームヘルパー ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2107 訪問介護 1名 随時 ○介護職員初任者研修
-00025 近江八幡市安土町上出908-1 年齢不問 月収 141,700 ～ 150,200

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　きぬがさ福祉会 事務職 不問 ◎普通自動車免許 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2106 (障）生活介護 1名 随時
-00171 近江八幡市安土町下豊浦細江9019 年齢不問 月収 169,100 ～ 186,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 アサヒサンクリーン在宅介護センター近江八幡 介護職 不問 不問
-2105 訪問入浴介護 2名 随時 ～ R4.3.31
-00055 近江八幡市八木町119 年齢不問 時給 1,090 ～ 1,090

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ツクイ近江八幡鷹飼 介護職 ○介護職員初任者研修 ○ＡＴ限定免許  
-2106 通所介護 1名 随時 ○実務者研修 ○普通自動車免許
-00134 近江八幡市鷹飼町北4-21-2 年齢不問 時給 1,040 ～ 1,060

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ほのぼの会 介護職 不問 不問 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2106 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・通所介護 1名 R3.7.17 ～
-00155 近江八幡市上田町1315-1 年齢不問 時給 900 ～ 1,210

不問 夜勤無 ・ 宿直無

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）

常勤（正職員以外）

常勤（正職員以外）

非常勤・パート

正職員

正職員
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2500 社会福祉法人　サルビア会 介護職 不問 不問
-2106 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00182 近江八幡市牧町1885番地 年齢不問 時給 900 ～ 1,250

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　きぬがさ福祉会 相談・支援・指導員 不問 ◎ＡＴ限定免許  法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2106 (障）生活介護 1名 随時
-00172 近江八幡市安土町下豊浦細江9019 年齢不問 時給 1,020 ～ 1,020

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ヘルパーステーションあづち ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2106 訪問介護 1名 随時
-00016 近江八幡市安土町上出908-1 年齢不問 時給 1,210 ～ 1,210

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 訪問介護・居宅介護ヘルパーステーション おうみ ホームヘルパー ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2106 訪問介護・(障）居宅介護（主に身体）、他 2名 随時 ○実務者研修
-00177 近江八幡市鷹飼町744 年齢不問 時給 900 ～ 1,000 ○介護職員基礎研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○介護職員初任者研修
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
-2107 訪問介護 3名 随時 △介護福祉士
-00076 近江八幡市・大津市 年齢不問 時給 1,163 ～ 1,403 △実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 アサヒサンクリーン在宅介護センター近江八幡 看護職 ○看護師 不問
-2105 訪問入浴介護 2名 随時 ○准看護師
-00048 近江八幡市八木町119 年齢不問 時給 1,630 ～ 1,680

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　きぬがさ福祉会 世話人 不問 不問 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2106 (障）共同生活援助 5名 随時
-00170 近江八幡市安土町下豊浦細江9019 年齢不問 時給 4,000 ～ 13,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　真寿会 介護職 △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2105 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設 3名 随時
-00082 東近江市 ～59歳 月収 227,880 ～ 250,380

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 ツクイ東近江おきの 介護職 ○介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2105 通所介護 1名 随時 ○実務者研修
-00090 東近江市東沖野2丁目2-34 ～59歳 月収 197,000 ～ 250,000 ○介護福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 介護老人保健施設ここちの郷 介護職 不問 不問 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2105 介護老人保健施設 2名 随時 法人が7/10オンライン参加

-00151 東近江市五個荘山本町466 ～59歳 月収 178,100 ～ 222,900
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

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

非常勤・パート
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2500 特別養護老人ホーム清水苑 介護職 不問 不問 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2105 特別養護老人ホーム 1名 随時 法人が7/10オンライン参加

-00152 東近江市五個荘川並町268番地 ～59歳 月収 178,600 ～ 226,400
不問 夜勤有 ・ 宿直無

2500 地域密着型特別養護老人ホームきいと 介護職 △介護福祉士 不問 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2105 特別養護老人ホーム 2名 随時 △介護福祉士取得見込 法人が7/10オンライン参加

-00153 東近江市五個荘山本町447番地34 ～59歳 月収 178,600 ～ 226,400
不問 夜勤有 ・ 宿直無

2500 社会福祉法人　布引会 介護職 △介護福祉士取得見込 不問
-2106 特別養護老人ホーム 1名 随時 △介護職員初任者研修修了見込

-00045 東近江市尻無町1170-3 ～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 ○介護福祉士 不問 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2107 介護医療院（介護療養型医療施設）・訪問介護・通所介護 5名 随時 ○介護福祉士取得見込
-00027 東近江市北坂町966 ～59歳 月収 204,100 ～ 239,200

不問 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 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2107 介護医療院（介護療養型医療施設）・訪問介護・通所介護 5名 随時
-00031 東近江市北坂町966 ～59歳 月収 181,200 ～ 189,600

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 恵泉会 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2107 特別養護老人ホーム 5名 随時
-00063 東近江市 ～64歳 月収 193,600 ～ 210,400

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　八身福祉会 相談・支援・指導員 不問 〇普通自動車免許
-2105 (障）就労移行支援・(障）就労継続支援(B型)・(障）生活介護 1名 随時 〇ＡＴ限定免許  
-00072 東近江市林田町1895 20歳～40歳 月収 164,300 ～ 251,400

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　真寿会 相談・支援・指導員 △社会福祉士 ◎普通自動車免許 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2105 介護老人保健施設・特別養護老人ホーム 1名 随時
-00084 東近江市 ～59歳 月収 208,380 ～ 218,880

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 就労継続支援B型事業所　大楽 相談・支援・指導員 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2105 (障）就労継続支援(B型)（主に知的） 1名 随時
-00150 東近江市百済寺本町1543-1 ～64歳 月収 157,800 ～ 269,500

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 支援センター太陽 相談・支援・指導員 ○社会福祉士 ◎普通自動車免許
-2106 (障）相談支援（主に精神） 1名 随時 ○精神保健福祉士
-00059 東近江市八日市本町3-14 ～59歳 月収 180,000 ～ 220,100

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 ツクイ東近江おきの 相談・支援・指導員 ○社会福祉士 ○普通自動車免許
-2106 通所介護 1名 随時 ○介護福祉士 ○ＡＴ限定免許  
-00132 東近江市東沖野２丁目2-34 ～59歳 月収 192,000 ～ 257,000 ○介護支援専門員

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○社会福祉主事
2500 蒲生野会 相談・支援・指導員 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2107 （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
-00034 東近江市小脇町2089番地 ～49歳 月収 163,800 ～ 312,900

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 菊水園デイサービスセンター 相談・支援・指導員 ○介護福祉士 不問 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2107 特別養護老人ホーム・通所介護 1名 随時 ○社会福祉主事
-00064 東近江市下里町789番地 ～64歳 月収 215,000 ～ 235,000 ○社会福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直有
2500 恵泉会　菊水園 相談・支援・指導員 ○介護福祉士 不問 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2107 特別養護老人ホーム 1名 随時 ○社会福祉主事
-00065 東近江市下里町789番地 ～64歳 月収 215,000 ～ 235,000 ○社会福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直有
2500 社会福祉法人　真寿会 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2105 介護老人保健施設 1名 随時 △主任介護支援専門員
-00085 東近江市 ～59歳 月収 238,380 ～ 240,880

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 地域密着型特別養護老人ホーム菊水ビラ 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2107 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00062 東近江市下里町789番地 ～64歳 月収 212,000 ～ 245,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　真寿会 看護職 ◎看護師 ◎普通自動車免許 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2105 介護老人保健施設・特別養護老人ホーム・通所介護 1名 随時
-00083 東近江市 ～59歳 月収 265,880 ～ 268,380

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 恵泉会　菊水園 看護職 ○看護師 ◎普通自動車免許 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2107 特別養護老人ホーム 2名 随時 ○准看護師
-00061 東近江市下里町789番地 ～64歳 月収 226,000 ～ 319,800

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会 相談・支援・指導員 ○社会福祉士 ◎普通自動車免許 募集終了日
-2106 社会福祉協議会・通所介護 1名 R3.10.1 ～ R4.9.30 ○介護福祉士 2021年8月4日
-00176 東近江市今崎町２１番地１ 年齢不問 月収 148,600 ～ 180,700 ○介護支援専門員

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無 ○社会福祉主事
2500 社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許 募集終了日
-2106 社会福祉協議会・訪問介護 1名 R3.10.1 ～ R4.9.30 △介護福祉士 2021年8月4日
-00175 東近江市今崎町２１番地１ 年齢不問 月収 148,600 ～ 180,700

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無

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

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 社会福祉法人　真寿会 介護職 不問 ◎普通自動車免許 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2105 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・通所介護 3名 随時
-00099 東近江市 年齢不問 時給 910 ～ 1,295

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ツクイ東近江おきの 介護職 ○介護職員初任者研修 不問
-2105 通所介護 1名 随時 ○実務者研修
-00093 東近江市東沖野2丁目2-34 年齢不問 時給 1,050 ～ 1,070 ○介護福祉士

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
-2106 特別養護老人ホーム 2名 随時 △介護職員初任者研修
-00046 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 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2107 介護医療院（介護療養型医療施設）・訪問介護・通所介護 3名 随時 ○介護福祉士取得見込
-00026 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 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2107 介護医療院（介護療養型医療施設）・訪問介護・通所介護 3名 随時
-00029 東近江市北坂町966 年齢不問 時給 920 ～ 920

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 東近江市社会福祉協議会デイサービスセンターハートピア 介護職 不問 △普通自動車免許
-2107 通所介護 1名 随時
-00037 東近江市今崎町２１番地１ 年齢不問 時給 950 ～ 1,050

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 東近江市社会福祉協議会デイサービスセンターゆうあいの家 介護職 不問 △普通自動車免許
-2107 通所介護 1名 随時
-00038 東近江市永源寺高野町437 年齢不問 時給 950 ～ 1,050

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 東近江市社会福祉協議デイサービスセンターあさひの 介護職 不問 △普通自動車免許
-2107 通所介護 1名 随時
-00039 東近江市鋳物師町708-1 年齢不問 時給 950 ～ 1,050

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 東近江市社会福祉協議会デイサービスセンターじゅぴあ 介護職 不問 △普通自動車免許
-2107 通所介護 1名 随時
-00040 東近江市妹町29番地 年齢不問 時給 950 ～ 1,050

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　真寿会 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2105 介護老人保健施設 2名 随時 △主任介護支援専門員
-00086 東近江市 年齢不問 時給 1,100 ～ 1,271

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 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 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2107 介護医療院（介護療養型医療施設）・訪問介護・通所介護 2名 随時 ○介護福祉士取得見込
-00028 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　真寿会 看護職 ◎看護師 ◎普通自動車免許 法人が7/17就職ﾌｪｱ参加

-2105 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・通所介護 2名 随時
-00087 東近江市 年齢不問 時給 1,400 ～ 1,500

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 介護老人保健施設リスタあすなろ 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2105 介護老人保健施設 2名 随時 △介護福祉士取得見込
-00176 蒲生郡日野町上野田246番地 ～49歳 月収 148,300 ～ 192,500

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
-2106 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
-00067 日野町 ～59歳 月収 184,500 ～ 202,000 ○社会福祉主事

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 わたむきの里（第1、第2、エコドーム、第4）作業所 相談・支援・指導員 不問 ◎普通自動車免許
-2106 (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
-00058 蒲生郡日野町上野田８０５ ～59歳 月収 180,000 ～ 220,100

専門学校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 放課後クラブともだち 相談・支援・指導員 ○保育士 ◎普通自動車免許
-2106 放課後等デイサービス 1名 随時 ○小・中・高教諭
-00060 蒲生郡日野町中之郷428-14 ～59歳 月収 180,000 ～ 228,100

専門学校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ヘルパーステーションＹＯＵ－’Ｓ ホームヘルパー ◎介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2106 (障）居宅介護・(障）重度訪問介護・(障）行動援護 1名 随時
-00061 蒲生郡日野町上野田８０５ ～59歳 月収 180,000 ～ 220,100

専門学校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 訪問介護ほほえみ ホームヘルパー 不問 ○普通自動車免許
-2106 訪問介護 3名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00098 蒲生郡日野町大窪541 ～64歳 月収 155,000 ～ 260,000

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
-2106 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
-00068 日野町 年齢不問 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 介護老人保健施設リスタあすなろ 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2105 介護老人保健施設 1名 随時 △介護福祉士取得見込
-00175 蒲生郡日野町上野田246番地 年齢不問 時給 900 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無

正職員

正職員

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

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 介護老人保健施設リスタあすなろ 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 △普通自動車免許
-2105 介護老人保健施設 1名 随時
-00174 蒲生郡日野町上野田246番地 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,200

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　雪野会 介護職 不問 △普通自動車免許
-2105 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設 3名 随時
-00078 竜王町 ～59歳 月収 172,646 ～ 201,795

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特定非営利活動法人りゅうおう 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2106 認知症対応型共同生活介護・認知症対応型通所介護 2名 随時 △介護職員初任者研修
-00156 竜王町 ～64歳 月収 160,000 ～ 190,000 △実務者研修

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 創作ヴィレッジこるり村 相談・支援・指導員 不問 ◎普通自動車免許
-2105 (障）生活介護（主に知的）・(障）就労継続支援(B型)（主に知的）、他 1名 随時
-00066 蒲生郡竜王町山之上2376 ～35歳 月収 170,144 ～ 199,680

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　雪野会 看護職 ◎看護師 △普通自動車免許
-2105 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設 1名 随時
-00079 竜王町 ～59歳 月収 205,310 ～ 221,150

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 小規模多機能山かがみ 介護職 △介護職員初任者研修修了見込 ◎普通自動車免許
-2105 小規模多機能型居宅介護 2名 随時 ～ R4.3.31
-00076 蒲生郡竜王町鏡587-2 年齢不問 時給 987 ～ 1,147

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム万葉の里またはショートステイ万葉の里 介護職 不問 不問
-2105 特別養護老人ホーム 2名 随時 ～ R4.3.31
-00077 蒲生郡竜王町大字山之上632番地 年齢不問 時給 987 ～ 1,147

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特定非営利活動法人りゅうおう 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2106 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
-00157 竜王町 年齢不問 時給 870 ～ 1,020 △実務者研修

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特定非営利活動法人りゅうおう 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2106 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
-00158 竜王町 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,000 △実務者研修

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無

非常勤・パート

正職員

正職員

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

正職員
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