
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 近江舞子　しょうぶ苑 介護職 △介護福祉士 不問
-2003 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00003 大津市南小松90番地 18歳～59歳 月収 199,640 ～ 236,364

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 デイサービスセンター　レイクヒル琴 介護職 △介護福祉士 ◎ＡＴ限定免許  
-2003 通所介護 1名 随時 △介護職員初任者研修
-00009 大津市雄琴一丁目13-25 ～64歳 月収 174,000 ～ 189,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 琵琶湖養育院病院 介護職 ◎介護福祉士 不問
-2003 介護医療院（介護療養型医療施設） 5名 随時
-00060 大津市大萱七丁目７－２ 18歳～59歳 月収 160,000 ～ 180,186

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　洛和福祉会 介護職 △介護福祉士取得見込 不問
-2003 介護予防認知症対応型共同生活介護・居宅介護支援事業 10名 随時 △社会福祉士取得見込
-00079 大津市 18歳～59歳 月収 153,300 ～ 232,200 △介護職員初任者研修修了見込

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人真盛園 介護職 △介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2003 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設 2名 随時 △介護福祉士
-00070 大津市 18歳～59歳 月収 160,000 ～ 180,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　滋賀県障害児協会 介護職 不問 △普通自動車免許
-2004 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に身体）、他 2名 随時
-00005 大津市・守山市 18歳～59歳 月収 156,000 ～ 205,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 医療法人幸生会　琵琶湖中央病院 介護職 ◎介護福祉士 不問
-2004 訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション 3名 随時
-00017 大津市御殿浜２２番３３号 18歳～40歳 月収 160,000 ～ 200,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 グループホーム楽日荘 介護職 不問 不問
-2004 認知症対応型共同生活介護 2名 随時
-00027 大津市長等二丁目1-19 18歳～59歳 月収 185,300 ～ 215,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 株式会社 ニチイ学館 介護職 △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2004 通所介護 2名 随時 △介護福祉士
-00036 大津市 ～59歳 月収 184,920 ～ 204,920 △実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 医療法人　湖青会 介護職 不問 不問
-2004 介護老人保健施設・小規模多機能型居宅介護、他 5名 随時
-00092 大津市 18歳～59歳 月収 143,000 ～ 198,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
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2500 トータルケアライフ株式会社 介護職 ○実務者研修 不問
-2004 特定施設入居者生活介護・訪問介護 5名 随時 ○介護職員初任者研修
-00114 大津市 18歳～59歳 月収 193,680 ～ 193,680

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 トータルケアライフ株式会社 介護職 不問 不問
-2004 特定施設入居者生活介護・訪問介護 3名 随時
-00115 大津市 18歳～59歳 月収 167,200 ～ 167,200

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 トータルケアライフ株式会社 介護職 ◎介護福祉士 不問
-2004 特定施設入居者生活介護・訪問介護 5名 随時
-00113 大津市 18歳～59歳 月収 211,000 ～ 224,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 時間の奏 介護職 不問 ◎普通自動車免許
-2004 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
-00116 大津市一里山6-5-10 18歳～64歳 月収 177,000 ～ 191,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 デイサービス和（通所介護） 介護職 不問 ◎普通自動車免許
-2004 通所介護 1名 随時
-00117 大津市山百合の丘5-1 ～64歳 月収 172,000 ～ 185,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ケンセイ介護株式会社 介護職 ◎介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2004 通所介護・訪問介護・居宅介護支援事業 3名 随時 △介護福祉士 △ＡＴ限定免許  
-00145 大津市 18歳～59歳 月収 173,000 ～ 248,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人華頂会　特別養護老人ホーム　福寿荘 介護職 不問 不問
-2004 特別養護老人ホーム 3名 随時
-00160 大津市大萱七丁目7-1 18歳～59歳 月収 211,329 ～ 287,656

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 高齢者総合福祉施設　桐生園 介護職 △介護福祉士 不問
-2005 特別養護老人ホーム 2名 随時 △実務者研修
-00002 大津市桐生一丁目26番７号 18歳～59歳 月収 172,000 ～ 193,700 △介護職員初任者研修

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム風流里 介護職 △介護福祉士 不問
-2005 特別養護老人ホーム 1名 随時 △実務者研修
-00021 大津市相模町10-1 18歳～59歳 月収 161,000 ～ 321,000 △介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　近江笑生会 介護職 不問 不問
-2005 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 2名 随時
-00041 大津市 18歳～59歳 月収 172,000 ～ 178,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
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2500 特別養護老人ホーム　湖の花 介護職 ○介護福祉士 不問
-2005 特別養護老人ホーム 2名 随時 ○社会福祉士
-00048 大津市衣川2-27-1 18歳～65歳 月収 199,300 ～ 204,500

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 アクティバ琵琶 介護職 ◎介護職員初任者研修 不問
-2005 特定施設入居者生活介護・有料老人ホーム、他 2名 随時 △介護福祉士
-00107 大津市雄琴６丁目１７－１７ 18歳～64歳 月収 210,000 ～ 270,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　カーサ月の輪 介護職 ○介護福祉士 △普通自動車免許
-2005 特別養護老人ホーム 1名 随時 ○実務者研修修了見込
-00115 大津市月輪１丁目１２番８号 18歳～55歳 月収 206,000 ～ 231,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム長等の里 介護職 ○介護福祉士 △普通自動車免許
-2005 特別養護老人ホーム 2名 随時 ○実務者研修修了見込
-00116 大津市神出開町260-9 18歳～55歳 月収 206,000 ～ 231,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 マザーレイク株式会社 介護職 ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2005 認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護、他 4名 随時 △実務者研修
-00132 大津市 18歳～69歳 月収 149,000 ～ 175,000 △介護福祉士

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 株式会社 ニチイ学館 相談・支援・指導員 ○社会福祉士 △普通自動車免許
-2004 通所介護 1名 随時 ○社会福祉主事
-00031 大津市 ～59歳 月収 207,860 ～ 232,860 ○精神保健福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○介護福祉士
2500 介護老人保健施設　ケアセンター志賀 相談・支援・指導員 ○社会福祉士 ◎ＡＴ限定免許  
-2004 介護老人保健施設 1名 随時 ○社会福祉主事
-00094 大津市和邇高城260-1 ～59歳 月収 163,000 ～ 185,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 複合高齢者ケア施設レイクヒル琴 相談・支援・指導員 ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2004 通所介護 1名 随時 ○社会福祉士
-00106 大津市雄琴一丁目13-25 ～64歳 月収 189,000 ～ 243,000 ○社会福祉主事

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 美輪湖の家大津 相談・支援・指導員 △介護福祉士取得見込 ◎普通自動車免許
-2004 (障）生活介護（主に知的）・(障）共同生活援助（主に知的）、他 1名 随時 △社会福祉士取得見込
-00143 大津市中庄2-2-11 20歳～45歳 月収 191,000 ～ 230,000 △精神保健福祉士取得見込

専門学校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 美輪湖の家大津 相談・支援・指導員 不問 ◎ＡＴ限定免許  
-2004 (障）共同生活援助（主に知的） 1名 随時
-00144 大津市中庄2-2-11 18歳～45歳 月収 191,000 ～ 230,000

不問 夜勤有 ・ 宿直有
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2500 医療法人　湖青会 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 不問
-2004 介護老人保健施設・小規模多機能型居宅介護、他 1名 随時
-00093 大津市 ～59歳 月収 192,000 ～ 202,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 しみんふくし滋賀大津居宅介護支援事業所 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 不問
-2005 居宅介護支援事業 2名 随時
-00099 大津市粟津町1-18 ～64歳 月収 205,000 ～ 255,000

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社シェアリングエイド（ふれあいサポート） 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎ＡＴ限定免許  
-2005 居宅介護支援事業 2名 随時
-00108 大津市 ～59歳 月収 235,000 ～ 255,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ユースタイルラボラトリー ホームヘルパー 不問 不問
-2003 訪問介護・(障）居宅介護（主に身体）、他 5名 随時
-00012 大津市 18歳～59歳 月収 180,000 ～ 220,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 株式会社シェアリングエイド（ふれあいサポート） ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎ＡＴ限定免許  
-2003 訪問介護 3名 随時 △介護福祉士
-00037 大津市 ～59歳 月収 171,000 ～ 180,500 △実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 △ヘルパー１級
2500 あいサポートおおつ ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2003 訪問介護・介護予防訪問介護・(障）居宅介護（主に身体） 2名 随時
-00052 大津市月輪三丁目29番4号 ～64歳 月収 180,000 ～ 265,000

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社 ニチイ学館 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2004 訪問介護 2名 随時 △介護福祉士
-00033 大津市 ～59歳 月収 189,920 ～ 209,920 △実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ケアフロンティア大津ケアセンター ホームヘルパー △実務者研修 ◎普通自動車免許
-2005 訪問介護・介護予防訪問介護 1名 随時 △介護福祉士
-00065 大津市松山町６番１号 ～64歳 月収 230,000 ～ 270,000 ◎介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 大津ひかり福祉会 保育士 ◎保育士 不問
-2003 保育所 5名 随時
-00058 大津市 ～40歳 月収 203,772 ～ 203,772

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ニチイキッズ大津京町保育園 保育士 ◎保育士 不問
-2004 保育所 1名 随時
-00003 大津市京町3丁目2-10京町アークビル1階 ～59歳 月収 179,000 ～ 234,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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2500 企業内保育所おーきっず 保育士 ◎保育士 不問
-2004 その他の児童・母子福祉 1名 随時
-00004 大津市堅田二丁目1番3号 ～59歳 月収 159,000 ～ 174,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 介護老人保健施設　日和の里 セラピスト ○作業療法士 ◎普通自動車免許
-2003 介護老人保健施設・通所リハビリテーション 1名 随時 ○理学療法士
-00020 大津市坂本6丁目25-3 ～59歳 月収 209,300 ～ 284,800

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 医療法人　湖青会 セラピスト ○理学療法士 △ＡＴ限定免許  
-2004 介護老人保健施設・訪問リハビリテーション 2名 随時 ○作業療法士
-00095 大津市 ～59歳 月収 199,000 ～ 204,000 ○言語聴覚士

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 介護老人保健施設　日和の里 看護職 ○看護師 △普通自動車免許
-2003 介護老人保健施設・通所リハビリテーション 1名 随時 ○准看護師
-00019 大津市坂本6丁目25-3 18歳～59歳 月収 182,900 ～ 272,600

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 医療法人　湖青会 看護職 ○看護師 不問
-2004 介護老人保健施設・小規模多機能型居宅介護、他 2名 随時 ○准看護師
-00097 大津市 18歳～59歳 月収 204,000 ～ 209,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 あいサポートおおつ サービス提供責任者 ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2003 訪問介護・介護予防訪問介護・(障）居宅介護 2名 随時 ○実務者研修 ◎ＡＴ限定免許  
-00053 大津市月輪三丁目29番４号 ～64歳 月収 205,000 ～ 270,000 ○ヘルパー１級

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社 ニチイ学館 サービス提供責任者 ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2004 訪問介護 1名 随時 ○介護職員基礎研修
-00028 大津市 ～59歳 月収 205,920 ～ 224,920 ○実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○ヘルパー１級
2500 フォレスト真野住宅型有料老人ホーム 介護職 不問 不問
-2003 訪問介護・通所介護・有料老人ホーム 15名 随時
-00062 大津市真野6丁目6-21 18歳～ 月収 210,000 ～ 290,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 瀬田大江翔裕館 介護職 不問 不問
-2003 短期入所生活介護 4名 随時
-00069 大津市瀬田大江町32-19 18歳～ 月収 165,656 ～ 165,656

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　松の浦湯治の郷 介護職 △介護福祉士 不問
-2005 特別養護老人ホーム 3名 随時 △介護職員初任者研修
-00001 大津市大物668番地 年齢不問 月収 150,000 ～ 150,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無

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

正職員

常勤（正職員以外）

正職員

正職員

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

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０７７（５６７）３９２５　または　０７４９（６４）５１２５

求人番号

雇用形態
雇用期間
賃金
夜勤・交替制勤務

2500 高齢者総合福祉施設　桐生園 介護職 △介護福祉士 不問
-2005 特別養護老人ホーム 3名 随時 △実務者研修
-00003 大津市桐生一丁目26番７号 年齢不問 月収 179,025 ～ 195,300 △介護職員初任者研修

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　湖の花 介護職 △介護職員初任者研修 不問
-2005 特別養護老人ホーム 2名 随時 ～ R2.7.15
-00047 大津市衣川2-27-1 18歳～ 月収 175,300 ～ 185,500

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム長等の里 介護職 ○介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2005 特別養護老人ホーム・通所介護 1名 随時 ○実務者研修
-00117 大津市神出開町260-9 18歳～ 月収 191,000 ～ 206,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホームカーサ月の輪 介護職 ○介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2005 特別養護老人ホーム・通所介護 1名 随時 ○実務者研修
-00118 大津市月輪１丁目１２番８号 18歳～ 月収 191,000 ～ 206,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 マザーレイク株式会社 介護職 △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2005 認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護、他 4名 随時 △実務者研修
-00131 大津市 18歳～ 月収 149,000 ～ 167,000 △介護福祉士

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 World　of　Wing 相談・支援・指導員 ○保育士 ○普通自動車免許
-2003 放課後等デイサービス 1名 随時 ○小・中・高教諭 ○ＡＴ限定免許  
-00048 大津市石山寺四丁目20番10号 年齢不問 月収 190,000 ～ 210,000 ○養護学校教諭

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無 ○社会福祉士
2500 JAレーク大津介護事業所　湖都里 介護支援専門員 ○主任介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2004 居宅介護支援事業 1名 随時 ○介護支援専門員
-00062 大津市大萱3-7-1 年齢不問 月収 205,000 ～ 280,000

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社ＭＩＣシルバーサービス 介護職 不問 不問
-2003 通所介護 1名 随時
-00010 大津市一里山４丁目25-14 年齢不問 時給 900 ～ 950

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 デイサービスセンター　あろは 介護職 △介護職員初任者研修 ○普通自動車免許
-2003 通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00050 大津市萱野浦22-67 年齢不問 時給 970 ～ 1,120

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 デイサービスセンター真盛園 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2003 特別養護老人ホーム 1名 随時 △介護福祉士取得見込
-00071 大津市坂本5-13-1 年齢不問 時給 870 ～ 1,010 △介護職員初任者研修

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無 △介護職員初任者研修修了見込

常勤（正職員以外）

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

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）

常勤（正職員以外）
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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

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０７７（５６７）３９２５　または　０７４９（６４）５１２５

求人番号

雇用形態
雇用期間
賃金
夜勤・交替制勤務

2500 社会福祉法人真盛園 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2003 特別養護老人ホーム 2名 随時 △介護福祉士取得見込
-00072 大津市 年齢不問 時給 870 ～ 1,010 △介護職員初任者研修

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無 △介護職員初任者研修修了見込

2500 社会福祉法人真盛園 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2003 特別養護老人ホーム 2名 随時 △介護福祉士取得見込
-00073 大津市 18歳～ 時給 870 ～ 1,010 △介護職員初任者研修

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無 △介護職員初任者研修修了見込

2500 JAレーク大津デイサービスセンター　湖都里（ことり） 介護職 ◎介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2004 通所介護・介護予防通所介護 1名 随時
-00064 大津市大萱3-7-1 年齢不問 時給 1,100 ～ 1,100

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社 ニチイ学館 介護職 △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2004 通所介護 2名 随時
-00042 大津市 年齢不問 時給 1,013 ～ 1,048

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社 ニチイ学館 介護職 △介護福祉士 不問
-2004 認知症対応型共同生活介護・認知症対応型通所介護 3名 随時 △介護職員初任者研修
-00043 大津市 18歳～ 時給 978 ～ 1,013 △実務者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 医療法人　弘英会　さくらテラス 介護職 不問 ○普通自動車免許
-2004 通所介護・認知症対応型共同生活介護、他 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00049 大津市本堅田6丁目39番18号 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,200

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 高齢者総合福祉施設　桐生園 介護職 △介護福祉士 不問
-2004 特別養護老人ホーム 2名 随時 △実務者研修
-00054 大津市桐生一丁目26番７号 年齢不問 時給 900 ～ 1,000 △介護職員初任者研修

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 時間の奏 介護職 不問 ◎普通自動車免許
-2004 小規模多機能型居宅介護、他 1名 随時
-00139 大津市一里山6-5-10 年齢不問 時給 955 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 デイサービス和（通所介護） 介護職 不問 ◎普通自動車免許
-2004 通所介護 1名 随時
-00140 大津市山百合の丘5-1 年齢不問 時給 955 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　近江笑生会 介護職 不問 不問
-2004 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 2名 随時
-00061 大津市 18歳～ 時給 900 ～ 1,200

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

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０７７（５６７）３９２５　または　０７４９（６４）５１２５

求人番号

雇用形態
雇用期間
賃金
夜勤・交替制勤務

2500 医療法人　湖青会 介護職 不問 △ＡＴ限定免許  
-2004 介護老人保健施設・小規模多機能型居宅介護、他 5名 随時
-00065 大津市 年齢不問 時給 870 ～ 980

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 介護老人保健施設　日和の里 介護職 ○介護福祉士 △普通自動車免許
-2004 介護老人保健施設・通所リハビリテーション、他 1名 随時 ○実務者研修
-00154 大津市坂本6丁目25-3 年齢不問 時給 950 ～ 1,150 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム風流里 介護職 不問 不問
-2005 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00017 大津市相模町10-1 年齢不問 時給 1,008 ～ 1,329

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム　湖の花 介護職 △介護職員初任者研修 不問
-2005 特別養護老人ホーム 2名 随時 ～ R3.4.15
-00046 大津市衣川2-27-1 年齢不問 時給 915 ～ 970

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 しみんふくし滋賀　仰木台デイサービスセンター 介護職 不問 ○普通自動車免許
-2005 認知症対応型通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00098 大津市仰木の里東8丁目11-13 年齢不問 時給 1,180 ～ 1,400

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 まごころリハビリデイサービスにおの浜 介護職 ○介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2005 通所介護 1名 随時 ○介護職員初任者研修修了見込

-00120 大津市西の庄５－１７ 年齢不問 時給 900 ～ 1,200 △介護福祉士取得見込
不問 夜勤無 ・ 宿直無

2500 社会福祉法人華頂会　特別養護老人ホーム　福寿荘 介護職 △介護福祉士 不問
-2005 特別養護老人ホーム 2名 随時 △実務者研修修了見込
-00122 大津市大萱七丁目7-1 18歳～ 時給 870 ～ 1,100 △介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 World　of　Wing 相談・支援・指導員 ○保育士 ○普通自動車免許
-2003 放課後等デイサービス 5名 随時 ○小・中・高教諭 ○ＡＴ限定免許  
-00049 大津市石山寺四丁目20番10号 年齢不問 時給 900 ～ 1,000 ○養護学校教諭

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無 ○社会福祉士
2500 ゆいゆい 相談・支援・指導員 不問 不問
-2005 放課後等デイサービス 1名 随時
-00007 大津市 年齢不問 時給 1,150 ～ 1,150

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ゆいゆい 相談・支援・指導員 ○保育士 不問
-2005 放課後等デイサービス 2名 随時 ○幼稚園教諭
-00008 大津市 年齢不問 時給 1,550 ～ 1,550 ○児童指導員

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○小・中・高教諭

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

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０７７（５６７）３９２５　または　０７４９（６４）５１２５

求人番号

雇用形態
雇用期間
賃金
夜勤・交替制勤務

2500 JAレーク大津介護事業所　湖都里 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2004 居宅介護支援事業 1名 随時
-00063 大津市大萱3-7-1 年齢不問 時給 1,100 ～ 1,200

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社シェアリングエイド（ふれあいサポート） ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2003 訪問介護・居宅介護支援事業 6名 随時 ○介護福祉士 △原付免許
-00036 大津市 年齢不問 時給 1,238 ～ 1,238 ○介護職員基礎研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○実務者研修
2500 地域生活サポートセンターじゅぷ ホームヘルパー △介護職員初任者研修 不問
-2004 (障）居宅介護・(障）移動支援・(障）相談支援 3名 随時 ～ R2.12.31 △介護福祉士
-00002 大津市一里山２丁目２番８号 18歳～ 時給 1,260 ～ 1,260

不問 夜勤有 ・ 宿直有
2500 株式会社 ニチイ学館 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2004 訪問介護 3名 随時 △介護福祉士
-00039 大津市 年齢不問 時給 1,163 ～ 1,398 △実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ユースタイルラボラトリー ホームヘルパー ○介護福祉士 不問
-2005 (障）重度訪問介護（主に身体）・(障）居宅介護（主に身体）、他 10名 随時 ○実務者研修
-00010 大津市 18歳～ 時給 1,600 ～ 1,600 ○介護職員初任者研修

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無 ○准看護師
2500 ケアフロンティア大津ケアセンター ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2005 訪問介護・介護予防訪問介護 3名 随時 △実務者研修修了見込
-00064 大津市松山町６番１号 年齢不問 時給 1,232 ～ 1,568 △介護福祉士取得見込

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 医療法人　湖青会 セラピスト ○理学療法士 △ＡＴ限定免許  
-2004 介護老人保健施設・小規模多機能型居宅介護、他 2名 随時 ○作業療法士
-00096 大津市 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,200 ○言語聴覚士

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 高齢者総合福祉施設　桐生園 セラピスト ○理学療法士 不問
-2004 特別養護老人ホーム 1名 随時 ○作業療法士
-00146 大津市桐生一丁目26番７号 年齢不問 時給 1,400 ～ 1,400 ○言語聴覚士

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 デイサービスセンターあろは 看護職 ○看護師 不問
-2003 通所介護 1名 随時 ○准看護師
-00054 大津市萱野浦22-67 年齢不問 時給 1,500 ～ 1,500

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 医療法人　湖青会 看護職 ○看護師 不問
-2004 介護老人保健施設・小規模多機能型居宅介護、他 2名 随時 ○准看護師
-00098 大津市 年齢不問 時給 1,500 ～ 1,500

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

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０７７（５６７）３９２５　または　０７４９（６４）５１２５

求人番号

雇用形態
雇用期間
賃金
夜勤・交替制勤務

2500 長等の里デイサービスセンター 看護職 ◎看護師 不問
-2005 通所介護 1名 随時
-00119 大津市神出開町260-9 年齢不問 時給 1,460 ～ 1,460

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社 ニチイ学館 事務職 不問 △普通自動車免許
-2004 訪問介護・通所介護・居宅介護支援事業 1名 随時
-00038 大津市 年齢不問 時給 866 ～ 866

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 企業内保育所おーきっず 調理員 △調理師 不問
-2005 その他の児童・母子福祉 1名 随時
-00005 大津市堅田二丁目1番3号 年齢不問 時給 866 ～ 930

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
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