
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 医療法人幸生会　琵琶湖中央病院 介護職 ◎介護福祉士 不問
-2110 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
-00110 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 グループホーム楽日荘 介護職 不問 不問
-2110 認知症対応型共同生活介護 1名 随時
-00111 大津市長等二丁目1-19 ～59歳 月収 182,500 ～ 212,200

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 医療法人　湖青会 介護職 不問 不問 法人が11/7就職フェア参加

-2110 介護老人保健施設・小規模多機能型居宅介護、他 5名 随時
-00118 大津市 ～59歳 月収 143,000 ～ 198,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人しが夢翔会 介護職 △介護福祉士 ◎普通自動車免許 法人が10/16就職フェア参加

-2110 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 3名 随時 △社会福祉主事取得見込
-00131 大津市石山千町270-3 ～59歳 月収 175,300 ～ 175,300

専門学校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 琵琶湖養育院病院 介護職 ◎介護福祉士 不問 法人が10/16就職フェア参加

-2110 介護医療院（介護療養型医療施設） 5名 随時
-00143 大津市大萱七丁目７－２ ～59歳 月収 160,000 ～ 180,186

不問 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10/16就職フェア参加

-2110 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
-00144 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 特別養護老人ホーム　福寿荘 介護職 △介護福祉士 不問 法人が10/16就職フェア参加

-2110 特別養護老人ホーム 3名 随時 △実務者研修
-00145 大津市大萱七丁目7-1 ～59歳 月収 216,329 ～ 296,656 △介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
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  法人が11/7就職フェア参加

-2110 介護老人保健施設 1名 随時 ○社会福祉主事
-00115 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 介護老人保健施設レーク・ホロニー 相談・支援・指導員 ○社会福祉主事 ◎普通自動車免許 法人が10/16就職フェア参加

-2110 介護老人保健施設・介護医療院（介護療養型医療施設） 1名 随時 ○社会福祉士
-00142 大津市大萱七丁目７-３ ～59歳 月収 214,000 ～ 239,602

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 医療法人　湖青会 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 不問 法人が11/7就職フェア参加

-2110 介護老人保健施設・小規模多機能型居宅介護、他 2名 随時
-00114 大津市 ～59歳 月収 192,000 ～ 202,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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2500 医療法人　湖青会 セラピスト ○理学療法士 △ＡＴ限定免許  法人が11/7就職フェア参加

-2110 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
-00112 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 医療法人　湖青会 看護職 ○看護師 不問 法人が11/7就職フェア参加

-2110 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
-00116 大津市 ～59歳 月収 204,000 ～ 209,000

不問 夜勤有 ・ 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
-2110 介護老人保健施設・通所リハビリテーション・短期入所療養介護 1名 随時 ○実務者研修
-00109 大津市坂本6丁目25-3 年齢不問 時給 1,070 ～ 1,260 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 医療法人　湖青会 介護職 不問 △ＡＴ限定免許  法人が11/7就職フェア参加

-2110 介護老人保健施設・小規模多機能型居宅介護、他 5名 随時
-00119 大津市 年齢不問 時給 896 ～ 1,200

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  法人が11/7就職フェア参加

-2110 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
-00113 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 医療法人　湖青会 看護職 ○看護師 不問 法人が11/7就職フェア参加

-2110 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
-00117 大津市 年齢不問 時給 1,500 ～ 1,500

不問 夜勤無 ・ 宿直無
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