
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 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 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 介護老人保健施設・通所リハビリテーション 1名 随時 ○介護福祉士取得見込
-00099 大津市坂本6丁目25-3 ～59歳 月収 190,200 ～ 268,700 ○実務者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無 ○介護職員初任者研修
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 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 通所介護 1名 随時
-00105 大津市萱野浦22-67 ～64歳 月収 151,000 ～ 180,000

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 田中ケアサービス株式会社　大津支援センター 介護職 ◎介護職員初任者研修 不問 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 訪問入浴介護・訪問介護・(障）居宅介護 1名 随時 △介護福祉士
-00122 大津市鏡が浜15-41 ～59歳 月収 186,400 ～ 198,600

不問 夜勤無 ・ 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 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 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
-00134 大津市 ～69歳 月収 155,500 ～ 187,000 △介護福祉士

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 小規模多機能型居宅介護事業所まごころの家なごみ 介護職 ◎介護職員初任者研修修了見込 ◎普通自動車免許
-2206 小規模多機能型居宅介護 2名 随時 △介護職員初任者研修
-00146 大津市勧学2-4-1 ～59歳 月収 176,600 ～ 280,000 △介護福祉士

不問 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 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 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
-00156 大津市雄琴６丁目１７-１７ ～64歳 月収 200,000 ～ 270,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
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
-2206 特別養護老人ホーム 1名 随時 ○実務者研修
-00188 大津市見世一丁目１７番１号 ～59歳 月収 153,500 ～ 293,500 ○介護職員初任者研修

専門学校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 介護老人保健施設レーク・ホロニー 介護職 不問 不問 法人が7/9就職ﾌｪｱ参加

-2206 介護老人保健施設・介護医療院（介護療養型医療施設） 5名 随時
-00197 大津市大萱七丁目７-３ ～59歳 月収 180,000 ～ 226,186

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 株式会社ポラリス 介護職 ○介護福祉士 不問
-2206 通所介護・その他の老人福祉 2名 随時 ○社会福祉士
-00203 大津市大江１－５－３５ポラリスデイサービスセンター大津大江 ～64歳 月収 207,142 ～ 250,000 ○社会福祉主事

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○実務者研修
2500 アンジェス石山寺 介護職 ○介護職員初任者研修 不問
-2206 訪問介護・その他の老人福祉 1名 随時 ○実務者研修
-00205 大津市平津２丁目4-3 ～64歳 月収 204,000 ～ 244,000 ○介護福祉士

不問 夜勤有 ・ 宿直無 ○准看護師
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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 多機能型事務所　Quocare（クオケア） 相談・支援・指導員（施設） △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 (障）就労継続支援(B型)（主に知的） 1名 随時
-00104 大津市晴嵐１丁目3-21 ～64歳 月収 151,000 ～ 230,000

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 まごころ大津デイサービスセンター 相談・支援・指導員（施設） ◎介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2206 通所リハビリテーション 1名 随時
-00148 大津市皇子が丘1丁目1-30 ～59歳 月収 206,400 ～ 253,500

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ウッディ伊香立 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎普通自動車免許
-2206 (障）就労継続支援(B型)（主に精神） 1名 随時
-00155 大津市伊香立向在地町187番地1 ～35歳 月収 190,000 ～ 217,000

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ぽかぽか 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎普通自動車免許
-2206 (障）生活介護（主に知的） 1名 随時
-00166 大津市石山千町281－1 ～45歳 月収 206,512 ～ 274,698

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  
-2206 居宅介護支援事業 2名 随時
-00107 大津市 ～59歳 月収 235,000 ～ 255,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 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
-00102 大津市月輪三丁目29番4号 ～64歳 月収 170,000 ～ 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） ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎ＡＴ限定免許  
-2206 訪問介護 3名 随時 △介護福祉士
-00141 大津市 ～59歳 月収 216,700 ～ 231,100 △実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 △ヘルパー１級
2500 訪問介護つむぎ ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ○普通自動車免許
-2206 訪問介護・(障）居宅介護（主に身体）、他 2名 随時 △介護福祉士 ○ＡＴ限定免許  
-00215 大津市衣川1丁目33番23号メゾン・ヴィヴレ105 ～64歳 月収 240,000 ～ 280,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 まごころはあとヘルパーステーション サービス提供責任者 ◎介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2206 訪問介護 1名 随時
-00147 大津市桜野町1丁目17番15号 ～59歳 月収 205,700 ～ 310,500

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 滋賀病院附属介護老人保健施設 介護補助（介護助手） ○介護福祉士 △普通自動車免許 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 介護老人保健施設 2名 随時 ○実務者研修
-00185 滋賀県大津市富士見台16-1 ～50歳 月収 196,350 ～ 371,690 ○介護福祉士取得見込

専門学校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無 ○介護職員初任者研修
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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 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 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
-00133 大津市 年齢不問 月収 153,500 ～ 167,000 △介護福祉士

不問 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 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 特別養護老人ホーム・通所介護 1名 随時 ○実務者研修
-00165 大津市神出開町260-9 年齢不問 月収 198,000 ～ 218,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 唐崎やよい作業所 相談・支援・指導員（施設） 不問 ◎普通自動車免許 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 (障）生活介護（主に知的） 1名 随時
-00171 大津市弥生町15-10 年齢不問 月収 168,000 ～ 168,000

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 公益財団法人介護労働安定センター滋賀支部 コーディネーター 不問 ◎普通自動車免許 募集終了日
-2206 その他 1名 R4.7.18 ～ 2022年6月24日
-00144 大津市中央3丁目1-8大津第一生命ビル10階 年齢不問 月収 197,796 ～ 197,796

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 田中ケアサービス株式会社　大津支援センター 介護職 不問 △普通自動車免許 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 訪問介護・訪問入浴介護・(障）居宅介護 3名 随時
-00123 大津市鏡が浜15-41 年齢不問 時給 980 ～ 1,210

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 マザーレイク株式会社 介護職 不問 △普通自動車免許 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護、他 2名 随時
-00132 大津市 年齢不問 時給 930 ～ 1,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 リールホーム大津坂本 介護職 ○介護職員初任者研修 不問 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 通所介護・訪問介護・訪問リハビリテーション 2名 随時 ○介護職員初任者研修修了見込

-00204 大津市坂本1-13-8 年齢不問 時給 1,050 ～ 1,200
不問 夜勤有 ・ 宿直無

2500 アンジェス石山寺 介護職 ○介護職員初任者研修 不問
-2206 訪問介護・その他の老人福祉 1名 随時 ○実務者研修
-00206 大津市平津２丁目4-3 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,050 ○介護福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○准看護師
2500 アンジェス石山寺 介護職 ○介護職員初任者研修 不問
-2206 訪問介護・その他の老人福祉 1名 随時 ○実務者研修
-00207 大津市平津２丁目4-3 年齢不問 時給 1,319 ～ 1,319 ○介護福祉士

不問 夜勤有 ・ 宿直無 ○准看護師
2500 あろは一里山　（日中一時支援） 相談・支援・指導員（施設） △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 その他の障害者福祉共通 1名 随時
-00106 大津市一里山四丁目27-35 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,150

高校卒以上 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

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
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学歴 △希望 △希望
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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 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 訪問介護・(障）居宅介護（主に身体） 2名 随時
-00103 大津市月輪三丁目29番4号 年齢不問 時給 1,300 ～ 1,300

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 田中ケアサービス株式会社　大津支援センター ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 △普通自動車免許 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 訪問介護・訪問入浴介護・(障）居宅介護 3名 随時 △介護福祉士
-00124 大津市鏡が浜15-41 年齢不問 時給 1,340 ～ 1,920

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
-2206 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
-00142 大津市 年齢不問 時給 1,248 ～ 1,248 ○介護職員基礎研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○実務者研修
2500 訪問介護事業所たなごころ ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2206 訪問介護・(障）居宅介護・(障）重度訪問介護 2名 随時 △実務者研修
-00200 大津市苗鹿二丁目31-28アンソレイエ1001 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,500 △介護福祉士

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 マザーレイク株式会社 調理員 不問 不問 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護 2名 随時
-00131 大津市 年齢不問 時給 900 ～ 910

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 唐崎やよい作業所 運転手 不問 ◎大型自動車免許 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 (障）生活介護（主に知的） 1名 随時
-00154 大津市弥生町15-10 年齢不問 時給 1,230 ～ 1,230

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 おおつ福祉会 世話人 不問 不問 法人が6/25就職ﾌｪｱ参加

-2206 (障）共同生活援助（主に知的） 2名 随時
-00173 大津市 年齢不問 時給 940 ～ 940

不問 夜勤有 ・ 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
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