
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 社会福祉法人湖青福祉会　ケアタウンからさき 介護職 △介護福祉士 不問
-2104 特別養護老人ホーム 1名 随時 △実務者研修
-00101 大津市見世一丁目１７番１号 ～59歳 月収 148,200 ～ 243,500 △介護職員初任者研修

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
-2104 介護予防認知症対応型共同生活介護・居宅介護支援事業 2名 随時 △社会福祉士取得見込
-00116 大津市 ～59歳 月収 143,300 ～ 176,500 △介護職員初任者研修修了見込

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
-2104 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
-00122 大津市御殿浜２２番３３号 ～40歳 月収 160,000 ～ 200,000

不問 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
-2104 特定施設入居者生活介護・訪問介護 3名 随時
-00124 大津市 ～59歳 月収 211,000 ～ 234,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 株式会社クオリード 相談・支援・指導員 △社会福祉士 不問
-2104 (障）就労継続支援(A型)・(障）就労継続支援(B型) 5名 随時
-00107 大津市 ～59歳 月収 250,000 ～ 350,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人湖青福祉会　ケアタウンからさき セラピスト ○理学療法士 不問
-2104 通所介護 1名 随時 ○作業療法士
-00102 大津市見世一丁目１７番１号 ～59歳 月収 175,000 ～ 222,500 ○柔道整復師

不問 夜勤無 ・ 宿直無 〇あんまマッサージ指圧師、鍼灸師

2500 社会福祉法人湖青福祉会　ケアタウンからさき 看護職 ○看護師 不問
-2104 特別養護老人ホーム・通所介護・短期入所生活介護 1名 随時 ○准看護師
-00103 大津市見世一丁目１７番１号 ～59歳 月収 164,000 ～ 259,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社六匠 事務職 不問 ◎普通自動車免許
-2104 法人本部 1名 随時
-00125 大津市大萱三丁目6-35 ～64歳 月収 150,000 ～ 161,000

不問 夜勤無 ・ 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
-2104 特別養護老人ホーム・通所介護 2名 随時 ○実務者研修
-00098 大津市神出開町260-9 年齢不問 月収 191,000 ～ 211,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 カーサ月の輪デイサービス 介護職 不問 不問
-2104 通所介護 1名 随時
-00100 大津市月輪1-12-8 年齢不問 時給 970 ～ 1,020

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無

正職員

正職員

常勤（正職員以外）

非常勤・パート

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員
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2500 特別養護老人ホーム長等の里 介護職 不問 不問
-2104 通所介護 2名 随時
-00099 大津市神出開町260-9 年齢不問 時給 970 ～ 1,020

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 医療法人くろづ外科医院 介護職 △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2104 通所リハビリテーション 2名 随時
-00119 大津市黒津2-15-22 年齢不問 時給 967 ～ 1,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　洛和福祉会 ホームヘルパー ○介護福祉士 △原付免許
-2104 訪問介護 5名 随時 ○実務者研修
-00117 大津市 年齢不問 時給 1,350 ～ 1,400 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 宅老所　心 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2104 小規模多機能型居宅介護 2名 随時 △介護職員初任者研修
-00104 草津市南山田町960-5 ～65歳 月収 187,500 ～ 222,500

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 発達支援ルーム　ガーベラの園 相談・支援・指導員 ○理学療法士 ◎普通自動車免許
-2104 放課後等デイサービス 1名 随時 ○作業療法士
-00108 守山市播磨田町110-1ソレイユ千 202号 ～74歳 月収 230,000 ～ 280,000 ○心理指導担当職員 

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 守山デイサービスセンター 運転手 不問 ○普通自動車免許
-2104 認知症対応型通所介護 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00121 守山市洲本町1 年齢不問 時給 900 ～ 900

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 近江ちいろば会 介護職 ○介護福祉士 不問
-2104 認知症対応型共同生活介護 2名 随時 ○介護職員初任者研修
-00109 湖南市菩提寺327-4 ～64歳 月収 177,000 ～ 260,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 近江ちいろば会 介護職 ○介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2104 通所介護 1名 随時 ○介護福祉士
-00110 湖南市 ～64歳 月収 177,000 ～ 260,000

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 小規模多機能居宅介護事業所「ぼだいじみんなの家」 介護職 ○介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2104 小規模多機能型居宅介護 1名 随時 ○介護福祉士
-00111 湖南市菩提寺327-4 ～64歳 月収 177,000 ～ 260,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 落穂寮 相談・支援・指導員 △介護福祉士 不問
-2104 （障）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 △社会福祉士
-00105 湖南市東寺二丁目2-2 ～30歳 月収 170,709 ～ 187,989 △保育士

不問 夜勤有 ・ 宿直無 △介護職員初任者研修

正職員

正職員

非常勤・パート

正職員

正職員

非常勤・パート

正職員

正職員

非常勤・パート

非常勤・パート
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2500 落穂寮 ホームヘルパー ○介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2104 （障）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 ○実務者研修
-00106 湖南市東寺二丁目2-2 ～40歳 月収 167,548 ～ 184,508 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 近江ちいろば会 介護職 不問 ◎普通自動車免許
-2104 通所介護 2名 随時
-00112 湖南市 年齢不問 時給 900 ～ 1,000

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 近江ちいろば会 介護職 不問 ◎普通自動車免許
-2104 認知症対応型共同生活介護 2名 随時
-00113 湖南市 年齢不問 時給 900 ～ 1,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 グループホームぼだいじ 介護職 不問 ◎普通自動車免許
-2104 認知症対応型共同生活介護 2名 随時
-00114 湖南市菩提寺327-4 年齢不問 時給 18,000 ～ 18,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会 セラピスト ◎理学療法士 ◎普通自動車免許
-2104 訪問看護 1名 随時
-00127 甲賀市 年齢不問 時給 1,450 ～ 1,450

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 創作ヴィレッジこるり村 相談・支援・指導員 不問 ◎普通自動車免許
-2104 (障）生活介護（主に知的）・(障）就労継続支援(B型)（主に知的）、他 2名 随時
-00115 蒲生郡竜王町山之上2376 ～35歳 月収 170,144 ～ 199,680

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2510 しらゆり園 保育士 ◎保育士 不問
-2104 保育所 1名 随時
-00123 犬上郡豊郷町八目32-7 ～62歳 月収 170,000 ～ 214,500

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2510 社会福祉法人近江薫風会 介護職 不問 ◎普通自動車免許
-2104 通所介護・認知症対応型共同生活介護・特別養護老人ホーム 1名 随時
-00095 米原市 ～59歳 月収 173,000 ～ 217,000

高校卒以上 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 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2104 通所介護・認知症対応型共同生活介護・特別養護老人ホーム 1名 随時
-00094 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 240,000 ～ 250,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無

非常勤・パート

正職員

正職員

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
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