
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7/2就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム 5名 随時 △介護福祉士
-00137 近江八幡市 ～59歳 月収 184,500 ～ 191,500

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 水茎の里デイサービスセンター 相談・支援・指導員（施設） ○介護福祉士 ◎普通自動車免許 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム 1名 随時 ○社会福祉主事
-00098 近江八幡市牧町1885番地 ～59歳 月収 210,900 ～ 255,100 ○社会福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○介護支援専門員
2500 株式会社　近江磨輝道（ピカピカ事業所） 相談・支援・指導員（施設） ◎相談支援専門員 ◎普通自動車免許
-2206 (障）就労継続支援(B型) 1名 随時
-00193 近江八幡市馬淵町208番地4 ～64歳 月収 250,000 ～ 300,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社　近江磨輝道（ピカピカ事業所） 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎普通自動車免許
-2206 (障）就労継続支援(B型) 2名 随時
-00192 近江八幡市馬淵町208番地4 ～64歳 月収 200,000 ～ 250,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ほのぼの会 介護職 不問 不問 法人が7/2就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・通所介護 2名 随時
-00140 近江八幡市上田町1315-1 年齢不問 時給 900 ～ 1,200

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社　近江磨輝道（ピカピカ事業所） 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎普通自動車免許
-2206 (障）就労継続支援(B型) 1名 随時
-00194 近江八幡市馬淵町208番地4 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 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7/2就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム 5名 随時
-00179 東近江市 ～67歳 月収 193,600 ～ 210,400

不問 夜勤有 ・ 宿直有
2500 社会福祉法人　八身福祉会 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎普通自動車免許 新卒のみ
-2206 (障）生活介護・(障）就労移行支援・(障）就労継続支援(B型) 2名 R5.4.1
-00113 東近江市 20歳～25歳 月収 180,500 ～ 203,000

短大卒以上 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7/2就職ﾌｪｱ参加

-2206 介護老人保健施設・特別養護老人ホーム 2名 随時 △主任介護支援専門員
-00145 東近江市 ～59歳 月収 238,380 ～ 240,880

不問 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7/2就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00182 東近江市 ～67歳 月収 242,000 ～ 255,000

不問 夜勤有 ・ 宿直有
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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7/2就職ﾌｪｱ参加

-2206 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
-00121 東近江市 ～59歳 月収 265,880 ～ 268,380

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7/2就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム 5名 随時
-00180 東近江市 年齢不問 時給 1,160 ～ 1,220

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 恵泉会 介護職 不問 ◎普通自動車免許 法人が7/2就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム 5名 随時
-00181 東近江市 年齢不問 時給 950 ～ 950

不問 夜勤無 ・ 宿直無

正職員

非常勤・パート

非常勤・パート
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