
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 社会福祉法人一善会 介護職 ◎介護職員初任者研修 △普通自動車免許 法人が2/19就職ﾌｪｱ参加

-2202 特別養護老人ホーム 5名 随時 △介護福祉士
-00195 近江八幡市 ～59歳 月収 169,000 ～ 176,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 オアシスグループホーム 介護職 △介護福祉士 ◎ＡＴ限定免許  
-2202 認知症対応型共同生活介護 1名 随時 △介護職員初任者研修
-00175 近江八幡市馬淵町６９０番地 ～64歳 月収 164,300 ～ 224,500 △ヘルパー１級

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
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
-2202 介護老人保健施設 1名 随時 ○介護福祉士取得見込
-00222 近江八幡市大房町1002番1 ～59歳 月収 218,000 ～ 233,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人一善会 相談・支援・指導員 ○社会福祉士 ◎普通自動車免許 法人が2/19就職ﾌｪｱ参加

-2202 特別養護老人ホーム 1名 随時 ○社会福祉主事
-00198 近江八幡市 ～59歳 月収 176,000 ～ 176,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人一善会 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許 法人が2/19就職ﾌｪｱ参加

-2202 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00197 近江八幡市 ～59歳 月収 176,000 ～ 176,000

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
-2202 訪問介護 1名 随時 ○介護職員基礎研修
-00202 近江八幡市・大津市 ～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 社会福祉法人一善会 介護職 △介護職員初任者研修 不問 法人が2/19就職ﾌｪｱ参加

-2202 特別養護老人ホーム 5名 随時
-00196 近江八幡市 年齢不問 時給 896 ～ 896

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 オアシスグループホーム 介護職 不問 不問
-2202 認知症対応型共同生活介護 2名 随時
-00176 近江八幡市馬淵町６９０番地 年齢不問 時給 930 ～ 1,030

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2/19就職ﾌｪｱ参加

-2202 特別養護老人ホーム 5名 随時
-00249 東近江市 ～67歳 月収 193,600 ～ 210,400

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2/19就職ﾌｪｱ参加

-2202 特別養護老人ホーム 2名 随時 △介護福祉士取得見込
-00251 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

正職員

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

正職員

正職員
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2500 介護老人保健施設ここちの郷 介護職 不問 不問 法人が2/19就職ﾌｪｱ参加

-2202 介護老人保健施設 3名 随時
-00252 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
2500 特別養護老人ホーム清水苑 介護職 不問 不問 法人が2/19就職ﾌｪｱ参加

-2202 特別養護老人ホーム 2名 随時
-00253 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 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2/19就職ﾌｪｱ参加

-2202 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設 5名 随時 △実務者研修
-00264 東近江市 ～59歳 月収 227,880 ～ 250,380 △介護福祉士

不問 夜勤有 ・ 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2/19就職ﾌｪｱ参加

-2202 介護老人保健施設・特別養護老人ホーム 1名 随時 △社会福祉主事
-00263 東近江市 ～59歳 月収 208,380 ～ 225,880

専門学校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 恵泉会 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許 法人が2/19就職ﾌｪｱ参加

-2202 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00250 東近江市 ～67歳 月収 222,000 ～ 275,000

不問 夜勤有 ・ 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2/19就職ﾌｪｱ参加

-2202 介護老人保健施設 2名 随時 △主任介護支援専門員
-00260 東近江市 ～59歳 月収 238,380 ～ 240,880

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　真寿会 セラピスト ○作業療法士 ◎普通自動車免許 法人が2/19就職ﾌｪｱ参加

-2202 介護老人保健施設・特別養護老人ホーム 2名 随時 ○理学療法士
-00261 東近江市新宮町316番１ ～59歳 月収 238,380 ～ 240,880

専門学校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 介護老人保健施設ここちの郷 看護職 ○看護師 不問 法人が2/19就職ﾌｪｱ参加

-2202 介護老人保健施設 1名 随時 ○准看護師
-00254 東近江市五個荘山本町466 ～59歳 月収 209,000 ～ 303,700

専門学校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　真寿会 介護職 △介護職員基礎研修 ◎普通自動車免許 法人が2/19就職ﾌｪｱ参加

-2202 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・通所介護 5名 随時 △実務者研修
-00265 東近江市 年齢不問 時給 910 ～ 1,295 △介護福祉士

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
-2202 介護老人保健施設 2名 随時 △介護福祉士取得見込
-00173 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

正職員

非常勤・パート

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 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
-2202 介護老人保健施設 1名 随時 △介護福祉士取得見込
-00174 蒲生郡日野町上野田246番地 年齢不問 時給 950 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 介護老人保健施設リスタあすなろ 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 △普通自動車免許
-2202 介護老人保健施設 1名 随時
-00172 蒲生郡日野町上野田246番地 年齢不問 時給 1,350 ～ 1,350

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
-2202 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設 3名 随時
-00190 竜王町 ～59歳 月収 172,646 ～ 201,795

不問 夜勤有 ・ 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
-2202 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設 1名 随時
-00192 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
-2202 小規模多機能型居宅介護 2名 随時 ～ R5.3.31
-00191 蒲生郡竜王町鏡587-2 年齢不問 時給 1,017 ～ 1,147

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 第2デイサービス万葉の里 運転手 不問 ◎普通自動車免許
-2202 通所介護 1名 随時 ～ R5.3.31
-00189 蒲生郡竜王町山之上6068 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無

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
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