
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 特別養護老人ホーム伊香の里 介護職 ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2202 特別養護老人ホーム 3名 R4.4.1 ～ ○介護職員初任者研修
-00132 長浜市木之本町黒田1221 ～49歳 月収 153,900 ～ 198,800

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  
-2202 小規模多機能型居宅介護 7名 随時
-00151 長浜市神照町460-10 ～55歳 月収 190,000 ～ 220,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直有
2510 ケアステーションかけはし 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2202 居宅介護支援事業 1名 随時
-00194 長浜市湖北町山本４２９０ ～64歳 月収 234,600 ～ 328,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ハートケアヘルパ－ゆとり ホームヘルパー ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2202 訪問介護・介護予防訪問介護・(障）居宅介護（主に身体） 1名 随時 ○介護職員初任者研修
-00262 長浜市加納町651番地4 ～65歳 月収 185,000 ～ 205,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 リハぷらす　デイサービスすみれ珈琲 看護職 ◎看護師 ◎普通自動車免許
-2202 通所介護 1名 随時
-00126 長浜市高月町東物部37-1 ～65歳 月収 235,000 ～ 255,000

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2510 北ながはま翔裕館Ⅰ号館 介護職 不問 ◎普通自動車免許
-2202 小規模多機能型居宅介護 2名 随時
-00150 長浜市神照町460-10 年齢不問 時給 940 ～ 1,040

高校卒以上 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  
-2202 小規模多機能型居宅介護 7名 随時
-00152 長浜市神照町460-10 年齢不問 時給 940 ～ 1,040

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ツクイ長浜神前 運転手 不問 ○普通自動車免許 法人が2/19就職ﾌｪｱ参加

-2202 通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00169 長浜市神前町11-25 年齢不問 時給 900 ～ 900

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 社会福祉法人ひだまり 介護職 不問 △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・小規模多機能型居宅介護、他 5名 随時 ◎ＡＴ限定免許  
-00242 米原市 ～64歳 月収 161,000 ～ 280,000

不問 夜勤有 ・ 宿直有
2510 やすらぎハウス 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎ＡＴ限定免許  
-2202 社会福祉協議会 1名 随時
-00137 米原市顔戸21-2やすらぎハウス ～59歳 月収 161,400 ～ 213,700

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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2510 ビジットケアあおば ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎ＡＴ限定免許  
-2202 訪問介護・社会福祉協議会 1名 随時 △介護福祉士
-00140 米原市顔戸21番地２ ～59歳 月収 153,400 ～ 205,700

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 リハビリデイサービス　ここりは 介護職 ◎介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2202 通所介護 2名 随時 ◎介護職員初任者研修
-00206 滋賀県米原市宇賀野181 年齢不問 時給 970 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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