
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 デイサービスセンターむべの里 介護職 △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2208 通所介護 1名 随時 △実務者研修
-00137 近江八幡市北之庄町1103 ～59歳 月収 170,700 ～ 195,000 △介護福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 デイサービスセンターむべの里 介護職 △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2208 通所介護 2名 随時 △実務者研修
-00138 近江八幡市北之庄町1103 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,200 △介護福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社スマイルフューチャー 相談・支援・指導員（施設） 不問 △普通自動車免許
-2208 放課後等デイサービス 1名 随時
-00148 近江八幡市 年齢不問 時給 900 ～ 920

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 デイサービスセンターむべの里 運転手 不問 ◎普通自動車免許
-2208 通所介護 1名 随時
-00140 近江八幡市北之庄町1103 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,200

不問 夜勤無 ・ 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
-2208 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設 2名 随時 △実務者研修
-00154 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 介護老人福祉施設 こぼしの家 介護職 △介護福祉士 不問
-2208 特別養護老人ホーム 2名 随時 △介護福祉士取得見込
-00156 東近江市市辺町3477 ～64歳 月収 176,000 ～ 194,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　真寿会 相談・支援・指導員（施設） △社会福祉士 ◎普通自動車免許
-2208 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
-00151 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 介護老人福祉施設 こぼしの家 相談・支援・指導員（施設） ○社会福祉主事 不問
-2208 特別養護老人ホーム 1名 随時 ○社会福祉士取得見込
-00157 東近江市市辺町3477 ～64歳 月収 163,000 ～ 178,000

高校卒以上 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
-2208 介護老人保健施設・特別養護老人ホーム 1名 随時 ○理学療法士
-00152 東近江市新宮町316番１ ～59歳 月収 238,380 ～ 240,880 ○言語聴覚士

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
-2208 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・通所介護 1名 随時 △実務者研修
-00155 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

夜勤・交替制勤務

正職員

非常勤・パート

非常勤・パート

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：０７７（５６７）３９２５

求人番号

雇用形態
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賃金

非常勤・パート

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

非常勤・パート
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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 △希望夜勤・交替制勤務

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：０７７（５６７）３９２５

求人番号

雇用形態
雇用期間
賃金

2500 社会福祉法人　真寿会 看護職 ◎看護師 ◎普通自動車免許
-2208 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・通所介護 1名 随時
-00153 東近江市 年齢不問 時給 1,400 ～ 1,500

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
-2208 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設 3名 随時
-00130 竜王町 ～59歳 月収 172,646 ～ 201,795

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 やまびこ作業所 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎普通自動車免許
-2208 (障）生活介護（主に知的）、他 3名 随時
-00144 蒲生郡竜王町鵜川476-1 ～40歳 月収 170,144 ～ 199,680

高校卒以上 夜勤無 ・ 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
-2208 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設 1名 随時
-00129 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
-2208 小規模多機能型居宅介護 2名 随時 ～ R5.3.31
-00131 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 社会福祉法人やまびこ福祉会 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎普通自動車免許
-2208 (障）生活介護（主に知的）・(障）就労継続支援(B型)（主に知的）、他 1名 随時
-00143 竜王町 年齢不問 時給 900 ～ 900

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無

非常勤・パート

非常勤・パート

正職員

正職員

正職員

常勤（正職員以外）
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