
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 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
-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 新卒のみ
-00117 彦根市 ～64歳 月収 202,600 ～ 214,600

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 ～ 新卒のみ
-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 彦根中央病院 介護職 △介護福祉士 不問
-2207 介護医療院（介護療養型医療施設） 1名 随時 △介護福祉士取得見込
-00005 彦根市西今町４２１ ～59歳 月収 152,000 ～ 185,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 小規模多機能ホーム鈴の郷 介護職 ○介護福祉士 ◎ＡＴ限定免許  
-2207 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 2名 随時 ○実務者研修
-00058 彦根市鳥居本町670 ～59歳 月収 173,500 ～ 213,500 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○介護福祉士取得見込
2510 デイサービスセンターべるグリーン 介護職 ○介護福祉士 ◎ＡＴ限定免許  
-2207 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 1名 随時 ○実務者研修
-00060 彦根市田原町87-2 ～59歳 月収 176,000 ～ 214,000 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 医療法人　友仁会　介護老人保健施設　アロフェンテ彦根 介護職 不問 不問
-2208 介護老人保健施設 2名 随時
-00123 彦根市竹ヶ鼻町80番地 ～59歳 月収 176,110 ～ 196,300

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2510 湖東地域生活支援部（すこやかあんしんセンター明日香内） 介護職 △介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2208 (障）共同生活援助 1名 随時
-00126 彦根市大藪町2638 ～59歳 月収 162,000 ～ 195,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 小規模多機能型居宅介護　わいわいがやが家甘呂 介護職 ○介護福祉士 △ＡＴ限定免許  
-2208 小規模多機能型居宅介護 1名 随時 ○介護福祉士取得見込
-00132 彦根市甘呂町491 ～59歳 月収 145,830 ～ 241,330

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 株式会社アイズケア 介護職 ○介護福祉士 △ＡＴ限定免許  
-2208 認知症対応型共同生活介護 1名 随時 ○介護福祉士取得見込
-00133 彦根市 ～59歳 月収 145,830 ～ 241,330 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無 ○介護職員初任者研修修了見込

2510 仄香の郷地蔵デイサービスセンター 介護職 ○介護福祉士 △ＡＴ限定免許  
-2208 通所介護 1名 随時 ○社会福祉士
-00147 滋賀県彦根市地蔵町73-2 ～59歳 月収 156,830 ～ 241,330 ○社会福祉士取得見込

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○社会福祉主事

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

　　　　　　　　　　　　　　　　　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

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

1



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

　　　　　　　　　　　　　　　　　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

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

2510 社会福祉法人喜創会 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2209 特別養護老人ホーム・その他の老人福祉 3名 随時 △介護職員初任者研修
-00062 彦根市 ～59歳 月収 190,330 ～ 276,330

不問 夜勤有 ・ 宿直有
2510 社会福祉法人　大樹会 介護職 ○介護福祉士 不問
-2209 認知症対応型共同生活介護、他 3名 随時 ○実務者研修
-00072 彦根市 ～59歳 月収 180,000 ～ 222,000 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 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
-2209 特別養護老人ホーム 2名 随時 ○実務者研修
-00077 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 175,500 ～ 231,600 ○介護職員初任者研修

不問 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 新卒のみ

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 新卒のみ

専門学校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2510 彦根中央病院 相談・支援・指導員（施設） ○社会福祉士 不問
-2207 その他 1名 随時 ○社会福祉士取得見込
-00006 彦根市西今町４２１ ～59歳 月収 174,800 ～ 182,600

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 株式会社アイグラン 相談・支援・指導員（施設） ○保育士 不問
-2209 児童発達支援（センター） 1名 随時 ○理学療法士
-00068 彦根市西今町字北兵庫８７－１６コペルプラス南彦根教室 ～59歳 月収 220,000 ～ 220,000 ○作業療法士

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○言語聴覚士
2510 小規模多機能ホーム鈴の郷 介護支援専門員 ◎主任介護支援専門員 ◎ＡＴ限定免許  
-2207 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 1名 随時
-00057 彦根市鳥居本町670 ～59歳 月収 219,500 ～ 249,500

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 鈴木ヘルスケアサービスとりいもと 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ○普通自動車免許
-2207 居宅介護支援事業 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00059 彦根市鳥居本町６７０ ～59歳 月収 222,000 ～ 242,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ニチイケアセンター彦根 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2207 居宅介護支援事業 1名 随時
-00093 彦根市西葛籠町311-6 ～59歳 月収 209,850 ～ 209,850

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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2510 あったかケアプランセンター 介護支援専門員 ○介護支援専門員 △ＡＴ限定免許  
-2208 居宅介護支援事業 1名 随時 ○介護支援専門員取得見込

-00146 滋賀県彦根市地蔵町７３－２ ～59歳 月収 171,330 ～ 293,160
不問 夜勤無 ・ 宿直無

2510 やよい園 保育士 ◎保育士 不問
-2207 保育所 1名 随時
-00120 彦根市八坂町1882 ～62歳 月収 210,000 ～ 254,400

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
-2207 保育所 1名 随時
-00122 彦根市西今町438-4 ～62歳 月収 200,000 ～ 244,400

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 やよい園 保育士 ◎保育士 不問
-2208 保育所 1名 随時
-00173 彦根市八坂町1882 ～62歳 月収 260,000 ～ 304,400

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 彦根中央病院 看護職 ○看護師 不問
-2207 介護医療院（介護療養型医療施設） 2名 随時 ○准看護師
-00004 彦根市西今町４２１ ～59歳 月収 218,000 ～ 240,800

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 医療法人　友仁会 看護職 ◎看護師 不問
-2208 介護老人保健施設 1名 随時
-00124 彦根市竹ヶ鼻町80番地 ～59歳 月収 220,200 ～ 262,400

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2510 株式会社アイズケア 看護職 ◎看護師 ◎普通自動車免許
-2208 訪問看護 1名 随時
-00163 彦根市地蔵町73-2 ～59歳 月収 219,915 ～ 296,415

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 近江ふるさと会 看護職 ○看護師 △普通自動車免許
-2209 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護、他 1名 随時 ○准看護師
-00065 彦根市 ～64歳 月収 211,600 ～ 263,200

専門学校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2510 サニープレイス河瀬 介護職 ◎介護職員初任者研修 不問
-2207 訪問介護・通所介護 1名 随時
-00029 彦根市川瀬馬場町９７１－１ 年齢不問 時給 950 ～ 1,100

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
-2208 通所介護 1名 随時
-00082 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

正職員

正職員

正職員

正職員

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

3
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2510 認知症対応型通所介護事業所　デイホームぶどう 介護職 不問 不問
-2208 認知症対応型通所介護 2名 随時
-00179 彦根市後三条町４６８番地 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,162

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 近江ふるさと会 介護職 △介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2209 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護、他 2名 随時 △介護福祉士
-00064 彦根市 年齢不問 時給 1,010 ～ 1,110

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 社会福祉法人　大樹会 介護職 ○介護福祉士 不問
-2209 通所介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、他 5名 随時 ～ R5.3.31 ○実務者研修
-00073 彦根市 年齢不問 月収 179,150 ～ 204,270 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 すみよしクリニックデイサービスセンター 介護職 ◎介護福祉士 ◎ＡＴ限定免許  
-2207 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 1名 随時
-00139 彦根市竹ケ鼻町292-1 年齢不問 時給 1,150 ～ 1,150

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
-2208 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 1名 随時 ○実務者研修
-00013 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 ツクイ彦根平田 介護職 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2208 通所介護 1名 随時
-00029 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 社会福祉法人心暖まる会 介護職 ○介護福祉士 不問
-2208 特別養護老人ホーム 2名 随時 ○実務者研修
-00057 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 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
-2208 通所介護 1名 随時
-00084 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 株式会社アイズケア 介護職 ○介護福祉士 △ＡＴ限定免許  
-2208 小規模多機能型居宅介護・定期巡回、他 1名 随時 ～ R5.3.31 ○介護福祉士取得見込
-00134 彦根市 年齢不問 時給 1,180 ～ 1,370 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○介護職員初任者研修修了見込

2510 株式会社アイズケア 介護職 △介護職員初任者研修修了見込 不問
-2208 通所介護 1名 随時 △実務者研修修了見込
-00158 彦根市京町1丁目-4-7 年齢不問 時給 900 ～ 1,070

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

常勤（正職員以外）

常勤（正職員以外）

常勤（正職員以外）
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4



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
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2510 社会福祉法人喜創会 介護職 △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2209 特別養護老人ホーム・その他の老人福祉 2名 随時 △介護福祉士
-00061 彦根市 年齢不問 時給 1,060 ～ 1,060

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 社会福祉法人　大樹会 介護職 ○介護福祉士 不問
-2209 通所介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、他 5名 随時 ○実務者研修
-00074 彦根市 年齢不問 時給 955 ～ 1,055 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 シード 相談・支援・指導員（施設） 不問 △普通自動車免許
-2207 障害者支援施設（施設入所支援＋就労継続支援B型）（主に知的） 1名 随時
-00116 彦根市本庄町３７９９ 年齢不問 時給 1,050 ～ 1,050

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 小規模多機能ホーム鈴の郷 介護支援専門員 ◎主任介護支援専門員 ◎ＡＴ限定免許  
-2208 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 1名 随時
-00098 彦根市鳥居本町670 年齢不問 時給 1,250 ～ 1,400

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ニチイケアセンター彦根 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2207 居宅介護支援事業 1名 随時 ～ R5.3.31
-00095 彦根市西葛籠町311-6 年齢不問 時給 1,205 ～ 1,205

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ニチイケアセンター大薮 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2207 訪問介護 2名 随時
-00062 彦根市大薮町2505-1 年齢不問 時給 1,353 ～ 1,553

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ニチイケアセンター稲枝 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2207 訪問介護 2名 随時
-00092 彦根市稲部町79-3日東マンション　１F　事務所 年齢不問 時給 1,353 ～ 1,553

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ニチイケアセンター彦根駅前 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2208 訪問介護 2名 随時
-00054 彦根市旭町2-5 年齢不問 時給 1,353 ～ 1,553

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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
-2208 訪問介護 1名 随時
-00083 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 やよい園 保育士 ◎保育士 不問
-2207 保育所 1名 随時
-00159 彦根市八坂町1882 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,400

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

非常勤・パート

非常勤・パート

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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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

　　　　　　　　　　　　　　　　　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

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

2510 株式会社キッズコーポレーション 保育士 ◎保育士 不問
-2207 保育所 1名 随時 ～ R5.1.31
-00160 彦根市・豊郷町 年齢不問 時給 1,900 ～ 2,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 やよい園 保育士 ◎保育士 不問
-2208 保育所 1名 随時
-00174 彦根市八坂町1882 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,400

不問 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
-2209 保育所 1名 随時
-00063 彦根市西今町438-4 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,400

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 ニチイケアセンター大薮 看護職 ○看護師 ◎普通自動車免許
-2207 訪問看護 3名 随時 ～ R5.3.31 ○准看護師
-00068 彦根市大藪町樋之爪2505-1 年齢不問 時給 1,640 ～ 1,740

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 彦根市佐和山デイサービスセンター 看護職 ○看護師 不問
-2208 通所介護 2名 随時 ○准看護師
-00125 彦根市芹川町484-4 年齢不問 時給 1,300 ～ 1,300

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ツクイ彦根平田 運転手 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2208 通所介護 1名 随時
-00030 彦根市平田町589-1 年齢不問 時給 950 ～ 950

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ニチイケアセンター彦根 運転手 不問 ◎普通自動車免許
-2208 通所介護 1名 随時 ～ R5.3.31
-00055 彦根市西葛籠町311-6 年齢不問 時給 913 ～ 913

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 特別養護老人ホームハッピーライフゆりの郷 介護職 ○介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2207 特別養護老人ホーム 4名 随時 ○介護福祉士
-00002 愛知郡愛荘町市1509 ～59歳 月収 153,500 ～ 221,500

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2510 特別養護老人ホームハッピーライフゆりの郷 介護職 ○介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2207 特別養護老人ホーム 4名 随時 ○介護福祉士
-00003 愛知郡愛荘町市1509 ～59歳 月収 147,500 ～ 215,500

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ハーモニーハウス愛荘 介護職 △介護福祉士 不問
-2207 特定施設入居者生活介護 3名 随時 △介護職員初任者研修
-00031 愛知郡愛荘町豊満字砂川原１２９１－１ ～59歳 月収 170,000 ～ 198,000

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

正職員

正職員

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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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

　　　　　　　　　　　　　　　　　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

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

2510 ハーモニーハウス愛荘 看護職 ○看護師 △普通自動車免許
-2208 特定施設入居者生活介護 1名 随時 ○准看護師
-00049 愛知郡愛荘町豊満字砂川原１２９１－１ ～59歳 月収 237,000 ～ 272,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ハーモニーハウス愛荘 介護職 △介護福祉士 不問
-2208 特定施設入居者生活介護 3名 随時 △介護職員初任者研修
-00047 愛知郡愛荘町豊満字砂川原１２９１－１ 年齢不問 日給 23,000 ～ 23,000 △実務者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 ハーモニーハウス愛荘 看護職 ○看護師 不問
-2208 特定施設入居者生活介護 1名 随時 ○准看護師
-00048 愛知郡愛荘町豊満字砂川原１２９１－１ 年齢不問 時給 1,400 ～ 1,500

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 特別養護老人ホーム　いやしのさと 介護職 △介護福祉士取得見込 △普通自動車免許
-2208 特別養護老人ホーム 1名 随時 △介護職員初任者研修修了見込

-00046 犬上郡豊郷町沢517の4 ～59歳 月収 189,400 ～ 218,300 △介護職員基礎研修
不問 夜勤有 ・ 宿直無

2510 公益財団法人　豊郷病院　管理課 介護職 ○介護福祉士取得見込 不問
-2208 介護老人保健施設・短期入所療養介護 5名 随時 ○介護福祉士
-00078 豊郷町 ～59歳 月収 217,350 ～ 239,350 ○介護職員初任者研修

不問 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 新卒のみ
-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 新卒のみ
-00178 犬上郡豊郷町石畑３１５番地10ステツプあップ２１基幹相談支援センター ～59歳 月収 167,300 ～ 185,900

短大卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2510 公益財団法人　豊郷病院　管理課 介護支援専門員 ○介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2209 居宅介護支援事業 1名 随時 ○主任介護支援専門員
-00078 豊郷町 ～59歳 月収 202,750 ～ 222,750

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 しらゆり園 保育士 ◎保育士 不問
-2208 保育所 1名 随時
-00180 犬上郡豊郷町八目32-7 ～62歳 月収 200,000 ～ 244,500

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 介護老人保健施設　パストラールとよさと 看護職 ○看護師 不問
-2208 介護老人保健施設 2名 随時 ○准看護師
-00075 犬上郡豊郷町石畑212 ～59歳 月収 203,950 ～ 217,250

不問 夜勤有 ・ 宿直無

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員
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正職員

正職員

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
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2510 しらゆり園 保育士 ◎保育士 不問
-2207 保育所 2名 随時
-00161 犬上郡豊郷町八目32-7 年齢不問 時給 1,100 ～ 1,300

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 社会福祉法人湖東会 介護職 ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2208 特別養護老人ホーム・小規模多機能型居宅介護、他 5名 随時 ○実務者研修
-00127 多賀町・日野町 ～64歳 月収 174,300 ～ 194,600 ○介護職員初任者研修

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無

非常勤・パート

正職員
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