
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 彦根中央病院なかよし託児所 保育士 ◎保育士 不問
-2202 保育所 1名 随時
-00154 彦根市西今町421 ～62歳 月収 230,000 ～ 274,400

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 彦根中央病院なかよし託児所 保育士 ◎保育士 不問
-2202 保育所 1名 随時
-00155 彦根市西今町421 ～62歳 月収 200,000 ～ 244,400

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 東びわこ農業協同組合　デイサービスたかみや 介護職 ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2202 通所介護 1名 随時
-00146 彦根市高宮町1017-2 年齢不問 時給 980 ～ 980

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2510 彦根市福祉保健部医療福祉推進課 介護支援専門員 ○介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2202 市町村福祉担当課 1名 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○看護師
-00238 彦根市八坂町1900番地4 年齢不問 月収 198,432 ～ 222,812 ○保健師

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○社会福祉士
2510 東びわこ農業協同組合　デイサービスたかみや 介護職 ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2202 通所介護 1名 随時
-00148 彦根市高宮町1017-2 年齢不問 時給 980 ～ 980

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2510 社会福祉法人心暖まる会 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 ○実務者研修
-00127 彦根市三津町４４６－１特別養護老人ホームサニープレイス彦根 年齢不問 時給 950 ～ 1,400 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ツクイ彦根平田 介護職 不問 ◎ＡＴ限定免許  法人が2/19就職ﾌｪｱ参加

-2202 通所介護 1名 随時
-00170 彦根市平田町589-1 年齢不問 時給 1,050 ～ 1,070

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 小規模多機能ホーム鈴の郷 介護職 ○介護福祉士 不問 法人が2/19就職ﾌｪｱ参加

-2202 小規模多機能型居宅介護、他 1名 随時 ○実務者研修
-00241 彦根市鳥居本町670 年齢不問 時給 1,348 ～ 1,664 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無 ○介護福祉士取得見込
2510 東びわこ農業協同組合　愛あいステーション ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2202 訪問介護 1名 随時
-00147 彦根市賀田山町234-6 年齢不問 時給 1,150 ～ 2,160

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2510 彦根中央病院なかよし託児所 保育士 ◎保育士 不問
-2202 保育所 1名 随時
-00153 彦根市西今町421 18歳～ 時給 1,100 ～ 1,300

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

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

非常勤・パート

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

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　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

2510 東びわこ農業協同組合　デイサービスセンターたかみや 看護職 ○看護師 ◎普通自動車免許
-2202 通所介護 1名 随時 ○准看護師
-00149 彦根市高宮町234-6 年齢不問 時給 1,380 ～ 1,380

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2510 彦根市福祉保健部医療福祉推進課 看護職 ◎看護師 ◎普通自動車免許
-2202 市町村福祉担当課 1名 R4.4.1 ～ ◎保健師
-00240 彦根市八坂町1900番地4 年齢不問 時給 1,415 ～ 1,415

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 彦根市福祉保健部医療福祉推進課 栄養士 ◎管理栄養士 ◎普通自動車免許
-2202 市町村福祉担当課 1名 R4.4.1 ～
-00239 彦根市八坂町1900番地4 年齢不問 時給 1,415 ～ 1,415

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ツクイ彦根平田 運転手 不問 ◎ＡＴ限定免許  法人が2/19就職ﾌｪｱ参加

-2202 通所介護 1名 随時
-00171 彦根市平田町589-1 年齢不問 時給 900 ～ 900

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
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