
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 青祥会 介護職 正職員 不問 △普通自動車免許
-2206 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設 10名 R5.4.1 ～ 新卒のみ
-00159 長浜市 ～59歳 月収 172,100 ～ 213,300

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2510 ケアステーションかけはし 介護職 正職員 ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2301 通所介護・訪問介護・(障）居宅介護 2名 随時 △介護福祉士
-00073 長浜市湖北町山本４２９０ ～64歳 月収 164,200 ～ 222,400 △実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 特別養護老人ホーム　けやきの杜 介護職 正職員 不問 △普通自動車免許
-2301 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00074 長浜市高月町柏原１０５５番地 ～59歳 月収 181,500 ～ 231,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 北ながはま翔裕館Ⅱ号館 介護職 正職員 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2301 小規模多機能型居宅介護 7名 随時
-00075 長浜市神照町463-1 ～64歳 月収 190,000 ～ 220,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直有
2510 北ながはま翔裕館 介護職 正職員 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2301 小規模多機能型居宅介護 7名 随時
-00076 長浜市神照町460-10 ～64歳 月収 190,000 ～ 220,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直有
2510 特別養護老人ホームふくら 介護職 正職員 △介護福祉士 不問
-2301 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00126 長浜市内保町480 ～45歳 月収 174,000 ～ 275,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 なごみ庵はる 介護職 正職員 ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2301 通所介護 1名 随時 △介護福祉士
-00102 長浜市富田町482-1 ～59歳 月収 164,000 ～ 228,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 特別養護老人ホーム奥びわこ 介護職 正職員 △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2301 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 3名 随時 △介護職員初任者研修
-00135 長浜市西浅井町大浦1788-3 ～64歳 月収 196,000 ～ 273,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 田中ケアサービス株式会社 介護職 正職員 △介護福祉士取得見込 ◎普通自動車免許
-2302 訪問介護・訪問入浴介護・(障）居宅介護 3名 随時 △実務者研修
-00098 長浜市 ～59歳 月収 186,400 ～ 198,600 △実務者研修修了見込

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ◎介護職員初任者研修
2510 近江幸楽会 介護職 正職員 ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2302 特別養護老人ホーム・通所介護・認知症対応型共同生活介護 3名 随時 ○社会福祉士
-00112 長浜市下坂中町200番地1 ～64歳 月収 156,300 ～ 208,500 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０７４９（２１）６３００

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０７４９（２１）６３００

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　湖北会 介護職 正職員 △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2302 障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）、他 2名 随時 △介護職員初任者研修
-00154 長浜市 ～45歳 月収 173,700 ～ 193,700 △社会福祉士

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2510 青祥会 介護職 正職員 不問 ◎普通自動車免許
-2303 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設 3名 随時
-00063 長浜市 ～59歳 月収 172,100 ～ 237,500

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2510 グループホームふじのみね 介護職 正職員 不問 不問
-2303 認知症対応型共同生活介護 1名 随時
-00073 長浜市醍醐町235 ～64歳 月収 174,000 ～ 174,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 株式会社スマイルフューチャー 相談・支援・指導員（施設） 正職員 ○保育士 △普通自動車免許
-2302 放課後等デイサービス 3名 随時 ○社会福祉士
-00078 長浜市・近江八幡市 ～64歳 月収 183,000 ～ 185,000 ○児童指導員

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○小・中・高教諭
2510 青祥会 相談・支援・指導員（施設） 正職員 ○社会福祉士 △普通自動車免許
-2303 特別養護老人ホーム 2名 随時 ○介護支援専門員
-00062 長浜市 ～59歳 月収 200,100 ～ 237,500

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直有
2510 ニチイケアセンター湖北 介護支援専門員 正職員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2301 居宅介護支援事業 1名 随時
-00101 長浜市加納町上角田886 ～59歳 月収 209,850 ～ 209,850

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 青祥会 介護支援専門員 正職員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2303 居宅介護支援事業 2名 随時
-00061 長浜市 ～59歳 月収 200,100 ～ 242,500

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ハートケアヘルパ－ゆとり ホームヘルパー 正職員 ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2302 訪問介護・介護予防訪問介護・(障）居宅介護（主に身体） 1名 随時 ○介護職員初任者研修
-00205 長浜市西上坂町1235番地 ～64歳 月収 190,000 ～ 205,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 アンタレスホームヘルパーステーション ホームヘルパー 正職員 ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2303 訪問介護 2名 随時
-00060 長浜市加田町3360 ～59歳 月収 191,100 ～ 253,500

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2510 チャイルドハウス 保育士 正職員 ◎保育士 △普通自動車免許
-2303 保育所 1名 随時
-00082 長浜市田村町1606 ～64歳 月収 183,144 ～ 201,552

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
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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（２１）６３００

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 ケアステーションかけはし 看護職 正職員 ○看護師 ◎普通自動車免許
-2301 通所介護・訪問介護・(障）居宅介護 1名 随時 ○准看護師
-00072 長浜市湖北町山本４２９０ ～64歳 月収 194,500 ～ 263,500

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 特別養護老人ホームふくら 看護職 正職員 ◎看護師 不問
-2301 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00127 長浜市内保町480 ～59歳 月収 204,000 ～ 305,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 特別養護老人ホーム奥びわこ 看護職 正職員 ◎看護師 ◎普通自動車免許
-2301 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 1名 随時
-00136 長浜市西浅井町大浦1788-3 ～64歳 月収 234,000 ～ 250,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 北ながはま翔裕館Ⅱ号館 看護職 正職員 ○看護師 ○普通自動車免許
-2302 有料老人ホーム・小規模多機能型居宅介護 2名 随時 ○准看護師 ○ＡＴ限定免許  
-00086 長浜市神照町463-1 ～64歳 月収 220,000 ～ 250,000

専門学校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2510 特別養護老人ホーム伊香の里 看護職 正職員 ○看護師 ◎普通自動車免許
-2302 特別養護老人ホーム 1名 随時 ○准看護師
-00107 長浜市木之本町黒田1221 ～59歳 月収 220,000 ～ 243,800

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 特別養護老人ホーム奥びわこ 介護職 常勤（正職員以外） 不問 不問
-2301 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 3名 随時
-00137 長浜市西浅井町大浦1788-3 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 特別養護老人ホームふくら 介護職 常勤（正職員以外） 不問 不問
-2302 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00109 長浜市内保町４８０ 年齢不問 月収 160,000 ～ 172,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 湖北タウンホーム 介護職 非常勤・パート △介護福祉士 △普通自動車免許
-2301 障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 1名 随時 △介護職員初任者研修
-00029 長浜市月ヶ瀬町525番地 年齢不問 時給 927 ～ 927

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 北ながはま翔裕館Ⅱ号館 介護職 非常勤・パート ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2302 有料老人ホーム 4名 随時 ○介護職員初任者研修
-00035 長浜市神照町463-1 年齢不問 時給 940 ～ 1,040 ○実務者研修

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2510 ツクイ長浜神前 介護職 非常勤・パート 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2302 通所介護 1名 随時
-00080 長浜市神前町11-25 年齢不問 時給 1,067 ～ 1,097

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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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（２１）６３００

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 なごみ庵はる 介護職 非常勤・パート ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2302 通所介護 2名 随時 △介護福祉士
-00097 長浜市富田町482-1 年齢不問 時給 950 ～ 1,150

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 通所介護施設　咲くら 介護職 非常勤・パート △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2302 通所介護 2名 随時 ◎介護職員初任者研修
-00101 長浜市富田町482-1 年齢不問 時給 950 ～ 1,150

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 社会福祉法人　長浜市社会福祉協議会 介護職 非常勤・パート 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2302 通所介護 8名 随時
-00105 長浜市 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 特別養護老人ホームふくら 介護職 非常勤・パート 不問 不問
-2302 特別養護老人ホーム 2名 随時
-00110 長浜市内保町４８０ 年齢不問 時給 970 ～ 980

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 認知症デイサービス事業所さくら番場 介護職 非常勤・パート 不問 ◎普通自動車免許
-2302 通所介護 1名 随時
-00111 長浜市高畑町207 年齢不問 時給 940 ～ 950

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 近江幸楽会 介護職 非常勤・パート ○介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2302 特別養護老人ホーム・通所介護・認知症対応型共同生活介護 3名 随時 ～ R5.3.31 ○介護福祉士
-00113 長浜市下坂中町200番地1 年齢不問 時給 946 ～ 1,246

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 湖北タウンホーム 介護職 非常勤・パート △介護福祉士 △普通自動車免許
-2302 障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護） 2名 随時 △介護職員初任者研修
-00207 長浜市月ヶ瀬町525番地 年齢不問 時給 927 ～ 927

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 田中ケアサービス株式会社　デイサービスよっといで 介護職 非常勤・パート △介護職員初任者研修 不問
-2302 通所介護 1名 随時 △介護福祉士
-00206 長浜市祇園町148-1 年齢不問 時給 930 ～ 1,200

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 田中ケアサービス株式会社 介護職 非常勤・パート 不問 △普通自動車免許
-2303 訪問入浴介護 10名 随時
-00055 長浜市 年齢不問 時給 930 ～ 1,210

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 グループホームふじのみね 介護職 非常勤・パート 不問 不問
-2303 認知症対応型共同生活介護 1名 随時
-00072 長浜市醍醐町235 年齢不問 時給 940 ～ 990

不問 夜勤有 ・ 宿直無
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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（２１）６３００

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 グループホームふじのみね 介護職 非常勤・パート 不問 不問
-2303 認知症対応型共同生活介護 1名 随時
-00074 長浜市醍醐町235 年齢不問 時給 940 ～ 990

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 近江幸楽会 介護職 非常勤・パート ○介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2303 特別養護老人ホーム・通所介護・認知症対応型共同生活介護 3名 随時 ～ R6.3.31 ○介護福祉士
-00078 長浜市下坂中町200番地1 年齢不問 時給 946 ～ 1,246

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 ケアステーションかけはし 介護職 非常勤・パート ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2303 通所介護・訪問介護・居宅介護支援事業 2名 随時 △介護福祉士
-00111 長浜市湖北町山本４２９０ 年齢不問 時給 930 ～ 1,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 株式会社スマイルフューチャー 相談・支援・指導員（施設） 非常勤・パート 不問 △普通自動車免許
-2302 放課後等デイサービス 3名 随時
-00081 長浜市・近江八幡市 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ニチイケアセンター湖北 介護支援専門員 非常勤・パート ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2301 居宅介護支援事業 1名 随時 ～ R5.3.31
-00098 長浜市加納町上角田886 年齢不問 時給 1,205 ～ 1,205

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 地域サポーターぷらすＰ ホームヘルパー 非常勤・パート ○看護師 △普通自動車免許
-2301 (障）居宅介護・(障）重度訪問介護・(障）移動支援 1名 随時 ○介護福祉士
-00088 長浜市三ツ矢元町26-6 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,450 ○実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○介護職員初任者研修
2510 ニチイケアセンター六荘 ホームヘルパー 非常勤・パート ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2301 訪問介護 2名 随時
-00090 長浜市勝町452 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木之本 ホームヘルパー 非常勤・パート ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2301 訪問介護 2名 随時
-00091 長浜市木之本町木之本1587-4 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湖北 ホームヘルパー 非常勤・パート ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2301 訪問介護 2名 随時
-00093 長浜市加納町字上角田886 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浅井 ホームヘルパー 非常勤・パート ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2301 訪問介護 2名 随時
-00094 長浜市内保町258-1 年齢不問 時給 1,353 ～ 1,553

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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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（２１）６３００

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 ニチイケアセンター虎姫 ホームヘルパー 非常勤・パート ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2301 訪問介護 2名 随時
-00095 長浜市酢２６８-３　 年齢不問 時給 1,353 ～ 1,553

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 びわこ介護ユアナース株式会社　長浜営業所 ホームヘルパー 非常勤・パート ◎介護職員初任者研修 不問
-2301 訪問介護・(障）居宅介護・(障）同行援護 2名 随時 △介護福祉士
-00144 長浜市宮前町16番11号 年齢不問 時給 1,340 ～ 2,150

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 特定非営利活動法人きーなほくほく ホームヘルパー 非常勤・パート △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2301 (障）居宅介護・(障）行動援護 2名 随時 △実務者研修
-00202 長浜市大路町945－12 年齢不問 時給 950 ～ 950 △ヘルパー１級

不問 夜勤無 ・ 宿直無 △介護福祉士
2510 社会福祉法人　長浜市社会福祉協議会 ホームヘルパー 非常勤・パート ○介護職員初任者研修 ◎ＡＴ限定免許  
-2302 訪問介護 5名 随時 ○介護福祉士
-00106 長浜市 年齢不問 時給 1,300 ～ 1,950

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ニチイケアセンター高月北 ホームヘルパー 非常勤・パート ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2302 訪問介護 2名 随時
-00151 長浜市高月町高月957-1　 年齢不問 時給 1,353 ～ 1,553

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 田中ケアサービス株式会社 ホームヘルパー 非常勤・パート ○介護職員初任者研修修了見込 △普通自動車免許
-2303 訪問介護・(障）居宅介護・訪問入浴介護 10名 随時 ○介護職員初任者研修
-00054 長浜市 年齢不問 時給 1,340 ～ 1,920 ○実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○介護福祉士
2510 チャイルドハウス 保育士 非常勤・パート ◎保育士 不問
-2303 保育所 2名 随時
-00081 長浜市田村町1606 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,130

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ケアステーションかけはし 看護職 非常勤・パート ○看護師 ◎普通自動車免許
-2301 通所介護・訪問介護・(障）居宅介護 1名 随時 ○准看護師
-00071 長浜市湖北町山本４２９０ 年齢不問 時給 1,500 ～ 1,600

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 近江幸楽会 看護職 非常勤・パート ◎看護師 ◎普通自動車免許
-2303 特別養護老人ホーム・認知症対応型通所介護、他 1名 随時 ～ R6.3.31
-00077 長浜市下坂中町200番地1 年齢不問 時給 1,500 ～ 1,500

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ツクイ長浜神前 調理員 非常勤・パート 不問 不問
-2302 通所介護 1名 随時
-00083 長浜市神前町11-25 年齢不問 時給 930 ～ 930

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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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（２１）６３００

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 チャイルドハウス 調理員 非常勤・パート ◎調理師 ◎普通自動車免許
-2303 保育所 1名 随時
-00083 長浜市田村町1606 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,070

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ツクイ長浜神前 運転手 非常勤・パート 不問 ○普通自動車免許
-2302 通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00085 長浜市神前町11-25 年齢不問 時給 977 ～ 977

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 グループホームふじのみね 介護補助（介護助手） 非常勤・パート 不問 不問
-2303 認知症対応型共同生活介護 1名 随時
-00075 長浜市醍醐町235 年齢不問 時給 930 ～ 930

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 社会福祉法人近江薫風会 介護職 正職員 不問 ◎ＡＴ限定免許  募集終了日
-2204 通所介護・認知症対応型共同生活介護、他 2名 R5.4.1 ～ 2023年3月31日
-00060 米原市 ～59歳 月収 173,000 ～ 177,000 新卒のみ

専門学校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2510 社会福祉法人ひだまり 介護職 正職員 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2301 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
-00045 米原市 ～64歳 月収 164,000 ～ 280,000

不問 夜勤有 ・ 宿直有
2510 びわ湖高齢者マンション　悠悠の館 介護職 正職員 ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2303 有料老人ホーム・訪問介護・通所介護 1名 随時
-00067 米原市磯1729-1 ～59歳 月収 238,000 ～ 278,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2510 びわ湖高齢者マンション　悠悠の館 介護職 正職員 不問 ◎普通自動車免許
-2303 有料老人ホーム・訪問介護・通所介護 1名 随時
-00068 米原市磯1729-1 ～59歳 月収 225,000 ～ 234,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2510 グループホーム　悠　楽 介護職 正職員 不問 不問
-2303 認知症対応型共同生活介護 1名 随時
-00076 米原市上野1881番地 ～64歳 月収 174,000 ～ 174,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2510 スマイルケアプランセンター 介護支援専門員 正職員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2301 通所介護・認知症対応型共同生活介護、他 1名 随時
-00039 米原市寺倉603-3（弊会スマイルデイサービスセンター内） ～59歳 月収 250,000 ～ 289,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 社会福祉法人ひだまり 介護支援専門員 正職員 ◎介護支援専門員 不問
-2302 小規模多機能型居宅介護・居宅介護支援事業 1名 随時
-00182 米原市 ～64歳 月収 190,000 ～ 300,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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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（２１）６３００

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 社会福祉法人ひだまり セラピスト 正職員 ○理学療法士 △普通自動車免許
-2301 特別養護老人ホーム・小規模多機能型居宅介護、他 1名 随時 ○作業療法士 ◎ＡＴ限定免許  
-00044 米原市 ～64歳 月収 200,000 ～ 310,000

不問 夜勤無 ・ 宿直有
2510 社会福祉法人ひだまり 看護職 正職員 ○看護師 ◎普通自動車免許
-2301 訪問看護 2名 随時 ○准看護師
-00042 米原市能登瀬  1322-1 ～64歳 月収 200,000 ～ 310,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 居宅介護事業所サポートアイ サービス提供責任者 正職員 ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2301 (障）居宅介護・(障）重度訪問介護、他 1名 R5.4.1 ～ ○実務者研修
-00200 米原市天満１番地１ ～59歳 月収 165,000 ～ 185,000 ○介護福祉士取得見込

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○実務者研修修了見込
2510 レーク伊吹農業協同組合　介護福祉センター 介護支援専門員 常勤（正職員以外） ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2303 訪問介護 2名 随時
-00053 米原市能登瀬１２８６－２ 年齢不問 時給 1,400 ～ 1,400

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 レーク伊吹農業協同組合　介護福祉センター サービス提供責任者 常勤（正職員以外） ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2301 訪問介護 1名 随時 ～ R5.3.31 ○実務者研修
-00009 米原市能登瀬１２８６－２ 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,200

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 居宅介護事業所サポートアイ 介護職 非常勤・パート 不問 ◎普通自動車免許
-2301 (障）居宅介護・(障）重度訪問介護、他 3名 R5.4.1 ～
-00184 米原市天満１番地１ 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 リハデイいそ 介護職 非常勤・パート △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2302 通所介護 1名 随時
-00108 米原市磯1703 年齢不問 時給 1,100 ～ 1,200

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2510 社会福祉法人ひだまり 介護職 非常勤・パート 不問 △普通自動車免許
-2302 特別養護老人ホーム・通所介護・小規模多機能型居宅介護 5名 随時 ～ R5.3.31
-00183 米原市一色458-1 年齢不問 時給 927 ～ 1,300

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 びわ湖高齢者マンション　悠悠の館 介護職 非常勤・パート △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2303 有料老人ホーム・訪問介護・通所介護 2名 随時
-00069 米原市磯1729-1 年齢不問 時給 1,100 ～ 1,200

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2510 びわ湖高齢者マンション　悠悠の館 介護職 非常勤・パート △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2303 有料老人ホーム・訪問介護・通所介護 1名 随時
-00070 米原市磯1729-1 年齢不問 時給 1,100 ～ 1,200

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
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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（２１）６３００

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 社会福祉法人ひだまり 介護支援専門員 非常勤・パート ◎介護支援専門員 不問
-2302 居宅介護支援事業・小規模多機能型居宅介護 1名 随時
-00181 米原市 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,500

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 ニチイケアセンター米原 ホームヘルパー 非常勤・パート ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2301 訪問介護 2名 随時
-00089 米原市宇賀野206-7 年齢不問 時給 1,353 ～ 1,553

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 社会福祉法人ひだまり 看護職 非常勤・パート ○看護師 不問
-2301 通所介護・小規模多機能型居宅介護、他 1名 随時 ○准看護師
-00043 米原市能登瀬 1322-1 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,700

不問 夜勤無 ・ 宿直無

9


