
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 光養会 介護職 △介護福祉士 不問
-2206 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 5名 随時
-00031 高島市 ～64歳 月収 172,000 ～ 198,250

高校卒以上 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
-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  新卒のみ
-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
2500 光養会 相談・支援・指導員（施設） ○社会福祉士取得見込 不問
-2206 特別養護老人ホーム・特別養護老人ホーム、他 1名 随時 ○社会福祉主事取得見込
-00101 高島市 ～64歳 月収 170,000 ～ 196,500

不問 夜勤無 ・ 宿直有
2500 社会福祉法人　高島市社会福祉協議会 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2206 居宅介護支援事業 1名 随時
-00071 高島市 ～64歳 月収 212,250 ～ 222,500

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　高島市社会福祉協議会 看護職 ○看護師 不問
-2206 通所介護・小規模多機能型居宅介護 1名 随時 ○准看護師
-00070 高島市 ～64歳 月収 239,250 ～ 249,750

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 光養会 看護職 ○看護師 △普通自動車免許
-2206 特別養護老人ホーム・特別養護老人ホーム、他 2名 随時 ○准看護師
-00100 高島市 ～64歳 月収 195,500 ～ 258,500

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 杉山寮 栄養士 ◎栄養士 ○普通自動車免許 新卒のみ
-2205 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 ～ ○ＡＴ限定免許  
-00220 高島市今津町杉山253番地 ～49歳 月収 181,000 ～ 191,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ケアプランひより 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ○普通自動車免許
-2206 居宅介護支援事業 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00209 高島市新旭町旭1-7-1 年齢不問 月収 255,000 ～ 310,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ナースステーションひより セラピスト ○理学療法士 ○普通自動車免許
-2206 高齢者関係総合施設・訪問看護 1名 随時 ○作業療法士 ○ＡＴ限定免許  
-00214 高島市新旭町旭1-7-1 年齢不問 月収 210,000 ～ 325,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 杉山寮 栄養士 ◎栄養士 ○普通自動車免許
-2206 障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的）、他 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00066 高島市今津町杉山253番地 年齢不問 月収 181,000 ～ 201,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無

常勤（正職員以外）

常勤（正職員以外）

常勤（正職員以外）

正職員

正職員

正職員

正職員
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　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０７７（５６７）３９２５

求人番号

雇用形態
雇用期間
賃金
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
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2500 光養会 介護職 △介護福祉士 不問
-2206 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 5名 随時
-00032 高島市 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,200

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 デイサービスひより 介護職 不問 ○普通自動車免許
-2206 通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00211 高島市新旭町旭892-1 年齢不問 時給 970 ～ 1,140

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 サービス付き高齢者住宅ひより遊庵 介護職 ○介護福祉士 不問
-2206 高齢者関係総合施設・訪問介護 2名 随時 ○実務者研修
-00212 高島市新旭町北畑2-2-18 年齢不問 日給 18,000 ～ 18,000 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無 ○介護職員基礎研修
2500 ケアプランひより 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ○普通自動車免許
-2206 居宅介護支援事業 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00210 高島市新旭町旭1-7-1 年齢不問 月収 1,320 ～ 1,980

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ヘルパーステーションひより ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ○普通自動車免許
-2206 訪問介護・(障）居宅介護 1名 随時 ○介護福祉士 ○ＡＴ限定免許  
-00213 高島市新旭町旭892-1 年齢不問 時給 900 ～ 1,250 ○実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○介護職員基礎研修
2500 光養会 看護職 ○看護師 △普通自動車免許
-2206 特別養護老人ホーム・特別養護老人ホーム、他 1名 随時 ○准看護師
-00116 高島市 年齢不問 時給 1,400 ～ 1,750

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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