
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　カーサ月の輪 介護職 ○介護福祉士 △普通自動車免許
-2107 特別養護老人ホーム 1名 随時 ○実務者研修修了見込
-00135 大津市月輪１丁目１２番８号 ～55歳 月収 206,000 ～ 231,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 医療法人くろづ外科医院 介護職 △実務者研修 ◎普通自動車免許
-2107 通所リハビリテーション 1名 随時 △実務者研修修了見込
-00151 大津市黒津2-15-22 ～59歳 月収 165,000 ～ 209,000 △介護福祉士取得見込

不問 夜勤無 ・ 宿直無 △介護職員初任者研修
2500 株式会社クオリード 相談・支援・指導員 △社会福祉士 不問
-2107 (障）就労継続支援(A型)・(障）就労継続支援(B型) 5名 随時
-00125 大津市 ～59歳 月収 250,000 ～ 350,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 アクティバ琵琶 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 不問
-2107 特定施設入居者生活介護・有料老人ホーム、他 1名 随時 ◎介護福祉士
-00154 大津市雄琴６丁目１７-１７ ～64歳 月収 230,000 ～ 300,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社 ニチイ学館 ホームヘルパー ○実務者研修 ◎普通自動車免許
-2107 訪問介護 1名 随時 ○ヘルパー１級
-00120 大津市 ～59歳 月収 199,920 ～ 207,920 △介護福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社ケアフロンティア ホームヘルパー ○介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2107 訪問介護・介護予防訪問介護 1名 随時 ○介護福祉士
-00143 大津市 ～64歳 月収 230,000 ～ 270,000 ○実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 カーサ月の輪デイサービス 介護職 不問 不問
-2107 通所介護 1名 随時
-00127 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
2500 特別養護老人ホーム長等の里 介護職 不問 不問
-2107 通所介護 2名 随時
-00128 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
-2107 通所リハビリテーション 1名 随時
-00152 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 株式会社 ニチイ学館 介護職 △介護福祉士 不問
-2107 認知症対応型共同生活介護・認知症対応型通所介護 1名 随時 △介護職員初任者研修
-00162 大津市 年齢不問 時給 978 ～ 1,018 △実務者研修

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

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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2500 株式会社クオリード 相談・支援・指導員 △社会福祉士 不問
-2107 (障）就労継続支援(A型)・(障）就労継続支援(B型) 5名 随時
-00126 大津市 年齢不問 時給 1,700 ～ 2,500

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ニチイケアセンター唐崎 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2107 訪問介護 3名 随時 △介護福祉士
-00121 大津市蓮池町13-13ファーストビル3F 年齢不問 時給 1,163 ～ 1,403 △実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社ケアフロンティア ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2107 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
-00144 大津市 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 株式会社 ニチイ学館 看護職 ○看護師 不問
-2107 通所介護 1名 随時 ○准看護師
-00141 大津市 年齢不問 時給 1,410 ～ 1,510

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム長等の里 生活衛生員 不問 不問
-2107 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00140 大津市神出開町２６０－９ 年齢不問 時給 870 ～ 870

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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