
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　湖の花 介護職 不問 不問 法人が6/25就職フェア参加

-2204 特別養護老人ホーム 2名 R5.4.1 ～
-00077 大津市衣川二丁目２７番１号 ～28歳 月収 186,300 ～ 194,500

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 幸寿会 介護職 不問 △普通自動車免許 法人が6/25就職フェア参加

-2204 特別養護老人ホーム・通所介護・短期入所生活介護 5名 R5.4.1 ～
-00083 大津市 ～30歳 月収 218,000 ～ 218,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人真盛園 介護職 △介護福祉士取得見込 △普通自動車免許 法人が6/25就職フェア参加

-2204 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設 2名 R5.4.1 ～ △介護職員初任者研修
-00179 大津市坂本5-13-1 ～25歳 月収 167,000 ～ 187,000 △実務者研修

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 びわこ学園医療福祉センター草津 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許 法人が7/9就職フェア参加

-2204 (障）生活介護（主に身体）・(障）療養介護（主に身体） 5名 R5.4.1 ～ △社会福祉士
-00002 草津市笠山８丁目3-113 ～59歳 月収 175,600 ～ 186,600 △保育士

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人びわこ学園 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許 法人が7/9就職フェア参加

-2204 (障）療養介護（主に身体）・(障）療養介護（主に知的） 7名 R5.4.1 ～ △社会福祉士
-00139 草津市 ～30歳 月収 175,600 ～ 186,600 △保育士

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2510 社会福祉法人　滋賀県障害児協会　 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許 法人が7/9就職フェア参加

-2205 障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）、他 5名 R5.4.1 ～ △介護職員初任者研修
-00041 長浜市 ～25歳 月収 165,000 ～ 180,000

専門学校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 もみじ・あざみ 相談・支援・指導員（施設） △保育士 △普通自動車免許 法人が7/9就職フェア参加

-2204 障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 3名 R5.4.1 ～ △社会福祉士
-00037 湖南市石部が丘２丁目１－１ ～30歳 月収 179,960 ～ 194,920 △介護福祉士

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無 △精神保健福祉士
2500 一麦 相談・支援・指導員（施設） △保育士 △普通自動車免許 法人が7/9就職フェア参加

-2204 障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 3名 R5.4.1 ～ △介護福祉士
-00078 湖南市東寺2丁目2-1 ～30歳 月収 179,960 ～ 194,920 △社会福祉士

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直有 △精神保健福祉士
2500 特別養護老人ホームせせらぎ苑 介護職 不問 ◎普通自動車免許 法人が7/9就職フェア参加

-2204 特別養護老人ホーム 4名 R5.4.1 ～
-00053 甲賀市甲南町葛木８５５番地 ～59歳 月収 180,650 ～ 252,700

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 杉山寮 相談・支援・指導員（施設） △社会福祉士 △普通自動車免許 法人が6/25就職フェア参加

-2204 障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的）、他 1名 R5.4.1 ～ △精神保健福祉士 △ＡＴ限定免許  
-00003 高島市今津町杉山253番地 ～49歳 月収 171,000 ～ 215,000 △介護福祉士

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直有
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2510 近江ふるさと会 介護職 △介護福祉士取得見込 △普通自動車免許 法人が7/2就職フェア参加

-2204 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護、他 20名 R5.4.1 ～ △社会福祉士取得見込
-00117 彦根市 ～64歳 月収 172,600 ～ 184,600

専門学校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2510 社会福祉法人心暖まる会 介護職 不問 不問
-2204 特別養護老人ホーム 2名 R5.4.1 ～
-00152 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 ～64歳 月収 181,212 ～ 191,512

専門学校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2510 青い鳥会　彦根学園 相談・支援・指導員（施設） △介護福祉士 ◎普通自動車免許 募集終了日
-2204 障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 6名 R5.4.1 ～ △保育士 2023年3月31日
-00070 彦根市高宮町2671 ～59歳 月収 185,376 ～ 213,284 △社会福祉士 法人が7/9就職フェア参加

短大卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2510 かすみ会 相談・支援・指導員（施設） 不問 △普通自動車免許 募集終了日
-2204 障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的）、他 2名 R5.4.1 ～ 2023年3月31日
-00150 彦根市 ～35歳 月収 176,000 ～ 186,500 法人が7/2就職フェア参加

専門学校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2510 社会福祉法人　とよさと 相談・支援・指導員（施設） △社会福祉士取得見込 ◎普通自動車免許
-2204 (障）相談支援 1名 R5.4.1 ～ △精神保健福祉士取得見込

-00177 犬上郡豊郷町八目４９番地ステツプあップ２１ ～59歳 月収 167,300 ～ 185,900
短大卒以上 夜勤無 ・ 宿直無

2510 社会福祉法人　とよさと 　 相談・支援・指導員（施設） △社会福祉士取得見込 ◎普通自動車免許
-2204 (障）相談支援 1名 R5.4.1 ～ △精神保健福祉士取得見込

-00178 犬上郡豊郷町石畑３１５番地10 ～59歳 月収 167,300 ～ 185,900
ステツプあップ２１基幹相談支援センター 短大卒以上 夜勤無 ・ 宿直無

2510 社会福祉法人近江薫風会 介護職 不問 ◎ＡＴ限定免許  募集終了日
-2204 通所介護・認知症対応型共同生活介護、他 2名 R5.4.1 ～ 2023年3月31日
-00060 米原市 ～59歳 月収 173,000 ～ 177,000 法人が7/2就職フェア参加

専門学校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
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