
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水茎の里 介護職 △介護職員初任者研修 △普通自動車免許 法人が2/26就職フェア参加

-2212 特別養護老人ホーム 2名 随時 △実務者研修
-00001 近江八幡市牧町1885番地 ～59歳 月収 196,800 ～ 234,400 △介護福祉士

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 ツクイ近江八幡鷹飼 相談・支援・指導員（施設） ○社会福祉士 ◎ＡＴ限定免許  
-2212 通所介護 1名 随時 ○介護福祉士
-00045 近江八幡市鷹飼町北4-21-2 ～59歳 月収 195,500 ～ 260,500 ○介護支援専門員

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○社会福祉主事
2500 株式会社スマイルフューチャー 相談・支援・指導員（施設） ○保育士 △普通自動車免許 法人が2/18就職フェア参加

-2301 放課後等デイサービス 3名 随時 ○社会福祉士
-00046 近江八幡市 ～64歳 月収 203,000 ～ 205,000 ○児童指導員

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○小・中・高教諭
2500 社会福祉法人　きぬがさ福祉会 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎普通自動車免許 法人が2/11就職フェア参加

-2301 (障）生活介護（主に知的）、他 3名 R5.4.1 ～
-00181 近江八幡市安土町下豊浦細江９０１９ ～64歳 月収 193,500 ～ 240,000

短大卒以上 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） ◎相談支援専門員 ◎普通自動車免許
-2302 (障）就労継続支援(B型) 1名 随時
-00073 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
-2302 (障）就労継続支援(B型) 2名 随時
-00074 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 就労継続支援Ａ型aoi (障）サービス管理責任者 不問 △普通自動車免許
-2212 (障）就労継続支援(A型)（主に知的）、他 1名 R5.2.1 ～
-00174 近江八幡市日吉野町775番地9 年齢不問 月収 270,000 ～ 290,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 NPO法人はちまんキッズ 学童指導員 不問 不問
-2302 学童保育 5名 随時
-00016 近江八幡市 ～64歳 月収 184,000 ～ 264,000

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） (障）サービス管理責任者 ◎サービス管理責任者 ◎普通自動車免許
-2302 (障）就労継続支援(B型) 1名 随時
-00072 近江八幡市馬淵町208番地4 ～64歳 月収 300,000 ～ 300,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 （福）近江八幡市社会福祉協議会ヘルパーステーションあづち ホームヘルパー ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2302 訪問介護 1名 随時 ○介護職員初任者研修
-00102 近江八幡市安土町上出908-1 年齢不問 月収 161,200 ～ 161,200

不問 夜勤無 ・ 宿直無

正職員

正職員

常勤（正職員以外）

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

　　　　　　　　　　　　　　　　　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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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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2500 特別養護老人ホーム水茎の里 介護職 不問 △普通自動車免許 法人が2/26就職フェア参加

-2212 特別養護老人ホーム 3名 随時
-00024 近江八幡市牧町1885番地 年齢不問 時給 930 ～ 1,250

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 訪問介護・居宅介護ヘルパーステーション おうみ 介護職 ○介護福祉士 不問
-2212 訪問介護・(障）居宅介護・(障）居宅介護（主に身体） 2名 随時 ○実務者研修
-00031 近江八幡市鷹飼町744 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,100 ○介護職員基礎研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○介護職員初任者研修
2500 ツクイ近江八幡鷹飼 介護職 ○介護福祉士 ○ＡＴ限定免許  
-2212 通所介護 1名 随時 ○実務者研修 ○普通自動車免許
-00046 近江八幡市鷹飼町北4-21-2 年齢不問 時給 1,067 ～ 1,087 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 オアシスグループホーム 介護職 不問 不問
-2212 認知症対応型共同生活介護 2名 随時
-00099 近江八幡市馬淵町６９０番地 年齢不問 時給 930 ～ 1,050

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　きぬがさ福祉会 相談・支援・指導員（施設） 不問 不問 法人が2/11就職フェア参加

-2301 (障）共同生活援助（主に知的） 5名 随時
-00182 近江八幡市 年齢不問 時給 1,250 ～ 1,250

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　きぬがさ福祉会 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎普通自動車免許 法人が2/11就職フェア参加

-2301 (障）就労継続支援(B型)（主に知的） 1名 随時
-00183 近江八幡市安土町下豊浦細江９０１９ 年齢不問 時給 1,050 ～ 1,050

高校卒以上 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
-2302 (障）就労継続支援(B型) 1名 随時
-00075 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 ヘルパーステーションあづち ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2301 訪問介護 1名 随時
-00014 近江八幡市安土町上出908-1 年齢不問 時給 1,210 ～ 1,210

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 医療法人恒仁会　近江温泉病院 介護職 ○介護福祉士 不問 法人が2/18就職フェア参加

-2301 介護医療院（介護療養型医療施設）・訪問介護・通所介護 5名 随時 ○介護福祉士取得見込
-00027 東近江市北坂町966 ～59歳 月収 204,100 ～ 239,200

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム沖野原 介護職 △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2301 特別養護老人ホーム・通所介護・短期入所生活介護 15名 随時 △実務者研修
-00174 東近江市沖野3丁目10-18 ～64歳 月収 185,000 ～ 216,000 △介護福祉士

不問 夜勤有 ・ 宿直無

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

非常勤・パート

正職員

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
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2500 養護老人ホームきぬがさ 介護職 △介護福祉士 不問 法人が2/18就職フェア参加

-2301 養護老人ホーム（一般） 2名 随時
-00118 東近江市五個荘川並町322 ～45歳 月収 174,000 ～ 275,000

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
-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 ツクイ東近江おきの 相談・支援・指導員（施設） ○社会福祉士 ○普通自動車免許
-2212 通所介護 1名 随時 ○介護福祉士 ○ＡＴ限定免許  
-00047 東近江市東沖野２丁目2-34 ～59歳 月収 196,500 ～ 261,500 ○介護支援専門員

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○社会福祉主事
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 法人が2/18就職フェア参加

-2212 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
-00106 東近江市 ～59歳 月収 210,380 ～ 230,880

専門学校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人あゆみ福祉会 相談・支援・指導員（施設） △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許 法人が2/11就職フェア参加

-2301 (障）生活介護（主に知的）、他 3名 随時 △介護福祉士
-00080 東近江市 20歳～35歳 月収 174,700 ～ 188,200 △社会福祉士

専門学校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 養護老人ホームきぬがさ 相談・支援・指導員（施設） ○介護福祉士 不問 法人が2/18就職フェア参加

-2301 養護老人ホーム（一般） 1名 随時 ○社会福祉士
-00117 東近江市五個荘川並町322 ～45歳 月収 174,000 ～ 275,000 ○介護支援専門員

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○社会福祉主事
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2/18就職フェア参加

-2212 介護老人保健施設 2名 随時 △主任介護支援専門員
-00104 東近江市 ～59歳 月収 243,380 ～ 245,880

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 あいケアステーション ホームヘルパー ○介護福祉士 ○普通自動車免許
-2302 訪問介護・(障）居宅介護・(障）重度訪問介護 2名 随時 ○介護職員初任者研修 ○ＡＴ限定免許  
-00076 東近江市蒲生堂町338-68 20歳～55歳 月収 160,000 ～ 200,000 ○看護師

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○准看護師
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 法人が2/18就職フェア参加

-2212 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
-00105 東近江市新宮町316番１ ～59歳 月収 243,380 ～ 245,880 ○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 看護職 ◎看護師 ◎普通自動車免許 法人が2/18就職フェア参加

-2212 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
-00102 東近江市 ～59歳 月収 265,880 ～ 268,380

不問 夜勤有 ・ 宿直無

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
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2500 敬愛保育園 施設長 ◎保育士 不問
-2302 保育所 1名 R5.4.1 ～
-00043 東近江市八日市東本町3番24号 ～62歳 月収 250,000 ～ 294,400

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム沖野原 介護職 △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2301 特別養護老人ホーム・通所介護・短期入所生活介護 10名 随時 △実務者研修
-00175 東近江市沖野3丁目10-18 年齢不問 月収 164,760 ～ 196,400 △介護福祉士

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム沖野原 介護職 △介護職員初任者研修 不問
-2301 特別養護老人ホーム・通所介護・短期入所生活介護 10名 随時 △実務者研修
-00176 東近江市沖野3丁目10-18 年齢不問 時給 930 ～ 1,000 △介護福祉士

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 医療法人恒仁会　近江温泉病院 介護職 ○介護福祉士 不問 法人が2/18就職フェア参加

-2301 介護医療院（介護療養型医療施設）・訪問介護・通所介護 3名 随時 ○介護福祉士取得見込
-00026 東近江市北坂町966 年齢不問 時給 1,030 ～ 1,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム玉園ハイム 介護職 △介護福祉士 不問
-2301 特別養護老人ホーム 2名 随時 △介護職員初任者研修
-00114 東近江市尻無町1170-3 年齢不問 時給 980 ～ 1,150 △介護職員初任者研修修了見込

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 いずみ介護サービスおがわ 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2301 通所介護 1名 随時 △介護職員初任者研修
-00161 滋賀県東近江市小川町３３１７番地 年齢不問 時給 930 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人あゆみ福祉会 相談・支援・指導員（施設） △実務者研修 ◎ＡＴ限定免許  法人が2/11就職フェア参加

-2301 (障）共同生活援助（主に知的） 3名 随時 △介護職員初任者研修
-00081 東近江市 年齢不問 時給 930 ～ 930

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 あゆみ作業所 相談・支援・指導員（施設） △介護職員初任者研修 ◎ＡＴ限定免許  法人が2/11就職フェア参加

-2301 (障）生活介護・(障）就労継続支援(B型) 3名 随時 △介護職員初任者研修修了見込

-00082 東近江市平田町717－1 年齢不問 時給 980 ～ 1,000
高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無

2500 医療法人恒仁会　近江温泉病院 ホームヘルパー ○介護福祉士 ◎普通自動車免許 法人が2/18就職フェア参加

-2301 介護医療院（介護療養型医療施設）・訪問介護・通所介護 2名 随時 ○介護福祉士取得見込
-00021 東近江市北坂町966 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,400 ○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

2500 あいケアステーション ホームヘルパー ○介護福祉士 不問
-2302 訪問介護・(障）居宅介護 3名 随時 ○実務者研修
-00077 東近江市蒲生堂町338-68 年齢不問 時給 1,000 ～ 2,500 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○看護師

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）

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

正職員

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　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

2500 放課後等デイサービス「きらり庵」 保育士 ○保育士 ◎普通自動車免許
-2212 放課後等デイサービス 1名 随時 ○児童指導員
-00002 東近江市上中野町397 年齢不問 時給 950 ～ 950 ○児童指導員取得見込

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 敬愛保育園 保育士 ◎保育士 不問
-2302 保育所 6名 R5.4.1 ～
-00044 東近江市八日市東本町3番24号 年齢不問 時給 1,100 ～ 1,300

不問 夜勤有 ・ 宿直無
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2/18就職フェア参加

-2212 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
-00103 東近江市 年齢不問 時給 1,400 ～ 1,500

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 日野友愛会 介護職 ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2212 特別養護老人ホーム・通所介護・短期入所生活介護 10名 随時 ○介護福祉士取得見込
-00008 日野町 ～59歳 月収 184,500 ～ 202,000 ○社会福祉主事

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 救護施設ひのたに園 介護職 △介護福祉士 不問
-2301 救護施設 1名 随時
-00119 蒲生郡日野町松尾121 ～45歳 月収 174,000 ～ 275,000

不問 夜勤無 ・ 宿直有
2500 介護老人保健施設リスタあすなろ 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2302 介護老人保健施設 2名 随時 △介護福祉士取得見込
-00063 蒲生郡日野町上野田246番地 ～49歳 月収 155,300 ～ 199,500

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 日野友愛会 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2212 特別養護老人ホーム・通所介護・短期入所生活介護 10名 随時 △介護福祉士取得見込
-00009 日野町 年齢不問 時給 930 ～ 1,000 △介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無 △実務者研修
2500 介護老人保健施設リスタあすなろ 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2302 介護老人保健施設 1名 随時 △介護福祉士取得見込
-00064 蒲生郡日野町上野田246番地 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,050

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 介護老人保健施設リスタあすなろ 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 △普通自動車免許
-2302 介護老人保健施設 1名 随時
-00065 蒲生郡日野町上野田246番地 年齢不問 時給 1,350 ～ 1,350

不問 夜勤無 ・ 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
-2301 (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
-00128 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

正職員

正職員

正職員

正職員

常勤（正職員以外）

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

5



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：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

2500 社会福祉法人竜王町社会福祉協議会 ホームヘルパー ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2301 訪問介護・(障）居宅介護・社会福祉協議会 1名 随時 ○ヘルパー１級 △普通自動車免許(二種）

-00124 蒲生郡竜王町小口4番地１ 年齢不問 日給 206,000 ～ 214,800 ○介護職員初任者研修
不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○実務者研修

2500 特別養護老人ホーム万葉の里またはショートステイ万葉の里 介護職 不問 不問
-2212 特別養護老人ホーム 2名 随時 ～ R5.3.31
-00165 蒲生郡竜王町大字山之上632番地 年齢不問 時給 930 ～ 1,030

不問 夜勤無 ・ 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
-2301 (障）生活介護（主に知的）、他 1名 随時
-00129 竜王町 年齢不問 時給 930 ～ 930

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無

常勤（正職員以外）

非常勤・パート

非常勤・パート
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