
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 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  
-2208 通所介護 1名 随時 △介護職員初任者研修
-00100 大津市雄琴一丁目13-25 ～64歳 月収 196,000 ～ 225,000 △実務者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ユニット型ショートステイ　レイクヒル琴 介護職 △介護福祉士 不問
-2208 短期入所生活介護 1名 随時 △実務者研修
-00101 大津市雄琴一丁目13-25 ～64歳 月収 196,000 ～ 235,000 △介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 グループホーム　レイクヒル琴 介護職 △介護福祉士 不問
-2208 認知症対応型共同生活介護 1名 随時 △実務者研修
-00102 大津市雄琴一丁目13-25 ～64歳 月収 196,000 ～ 235,000 △介護職員初任者研修

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
-2208 特定施設入居者生活介護・有料老人ホーム、他 6名 随時 △介護福祉士
-00107 大津市雄琴６丁目１７-１７ ～64歳 月収 210,500 ～ 270,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 りんごの木株式会社 相談・支援・指導員（施設） 不問 △普通自動車免許
-2208 (障）就労継続支援(B型)・(障）共同生活援助 2名 随時
-00136 大津市 ～64歳 月収 180,000 ～ 250,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 複合高齢者ケア施設レイクヒル琴 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎ＡＴ限定免許  
-2208 居宅介護支援事業 1名 随時
-00099 大津市雄琴一丁目13-25 ～64歳 月収 223,000 ～ 245,000

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
-2208 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
-00105 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 アクティバ琵琶 看護職 ○看護師 不問
-2208 特定施設入居者生活介護・有料老人ホーム、他 1名 随時 ○准看護師
-00106 大津市雄琴６丁目１７-１７ ～64歳 月収 250,000 ～ 320,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 アクティバ琵琶 介護職 不問 不問
-2208 特定施設入居者生活介護・有料老人ホーム 2名 随時
-00108 大津市雄琴６丁目１７-１７ 年齢不問 月収 185,000 ～ 190,800

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 複合高齢者ケア施設レイクヒル琴 介護職 △介護福祉士 ◎ＡＴ限定免許  
-2208 認知症対応型共同生活介護 1名 随時 △実務者研修
-00103 大津市雄琴一丁目13-25 年齢不問 時給 1,060 ～ 1,260 △介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
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2500 複合高齢者ケア施設レイクヒル琴 介護職 ○介護職員初任者研修 ◎ＡＴ限定免許  
-2208 認知症対応型共同生活介護・短期入所生活介護 1名 随時 ○介護福祉士
-00104 大津市雄琴一丁目13-25 年齢不問 時給 1,261 ～ 1,261

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 医療法人輝生会　訪問介護ステーション ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2208 訪問介護 2名 随時 △介護福祉士
-00109 大津市大萱1-5-28クラベスビル1階 年齢不問 時給 896 ～ 898 △ヘルパー１級

不問 夜勤無 ・ 宿直無

非常勤・パート

非常勤・パート
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