
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 社会福祉法人　高島市社会福祉協議会 介護職 ◎介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2302 認知症対応型共同生活介護 1名 随時
-00135 高島市 ～45歳 月収 199,250 ～ 212,650

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　高島市社会福祉協議会 介護職 ◎介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2302 小規模多機能型居宅介護 1名 随時
-00136 高島市 ～45歳 月収 199,250 ～ 212,650

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　高島市社会福祉協議会 介護職 ◎介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2302 通所介護 1名 随時
-00137 高島市 ～45歳 月収 199,250 ～ 212,650

不問 夜勤無 ・ 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 社会福祉法人虹の会 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎普通自動車免許
-2209 (障）就労継続支援(B型)・(障）相談支援・(障）移動支援 2名 R5.4.1 ～ 新卒のみ
-00171 高島市 ～59歳 月収 190,700 ～ 196,700

専門学校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　大阪自彊館 相談・支援・指導員（施設） 不問 不問
-2301 救護施設 5名 随時
-00186 高島市 ～64歳 月収 169,650 ～ 204,520

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直有
2500 社会福祉法人　高島市社会福祉協議会 ホームヘルパー ◎介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2302 訪問介護 1名 随時
-00138 高島市 ～45歳 月収 199,250 ～ 212,650

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人虹の会 看護職 ◎看護師 ◎普通自動車免許
-2301 (障）生活介護 1名 随時
-00131 高島市 ～59歳 月収 183,800 ～ 267,000

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
-2302 通所介護・小規模多機能型居宅介護 1名 随時 ○准看護師
-00139 高島市 ～64歳 月収 228,750 ～ 249,750

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
-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  新卒のみ
-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
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2500 社会福祉法人　高島市社会福祉協議会 社会福祉協議会専門員 不問 ◎普通自動車免許
-2302 社会福祉協議会 1名 R5.4.1 ～ R6.3.31
-00140 高島市新旭町北畑45番地1新旭総合福祉センターやすらぎ荘 年齢不問 月収 164,250 ～ 164,250

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
-2301 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  
-00047 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
2500 社会福祉法人虹の会 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎普通自動車免許
-2301 (障）就労継続支援(B型)（主に知的）・(障）生活介護、他 2名 随時
-00133 高島市 年齢不問 時給 950 ～ 950

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人虹の会 看護職 ◎看護師 ◎ＡＴ限定免許  
-2301 (障）生活介護 1名 随時
-00132 高島市 年齢不問 時給 1,300 ～ 1,600

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人虹の会「といろ」 世話人 不問 不問
-2301 (障）共同生活援助 2名 随時
-00134 高島市新旭町北畑962-1 年齢不問 時給 950 ～ 950

不問 夜勤有 ・ 宿直無

非常勤・パート

常勤（正職員以外）

常勤（正職員以外）

非常勤・パート

非常勤・パート
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