
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 琵琶湖養育院病院 介護職 ◎介護福祉士 不問
-2204 介護医療院（介護療養型医療施設） 5名 随時
-00082 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 医療法人　湖青会 介護職 不問 不問
-2204 介護老人保健施設・小規模多機能型居宅介護、他 5名 随時
-00109 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　近江笑生会 介護職 △介護福祉士 不問
-2204 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 2名 随時
-00118 大津市 ～59歳 月収 182,000 ～ 232,000

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（施設） ○社会福祉士 ◎ＡＴ限定免許  
-2204 介護老人保健施設 1名 随時 ○社会福祉主事
-00165 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 医療法人　湖青会 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 不問
-2204 介護老人保健施設・小規模多機能型居宅介護、他 2名 随時
-00166 大津市 ～59歳 月収 192,000 ～ 202,000

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  
-2204 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
-00163 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
-2204 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
-00161 大津市 ～59歳 月収 204,000 ～ 209,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 医療法人弘英会　さくらテラス 介護職 ◎介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2204 通所介護・認知症対応型共同生活介護、他 1名 随時
-00123 大津市本堅田6丁目39番18号 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,200

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 デイサービスみずうみ 介護職 ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2204 通所介護 1名 随時
-00138 大津市坂本3-33-55 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,200

不問 夜勤無 ・ 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
-2204 介護老人保健施設・通所リハビリテーション、他 1名 随時 ○実務者研修
-00141 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
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2500 株式会社 ニチイ学館 介護職 △介護福祉士 不問
-2204 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
-00147 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
2500 トゥインクル瀬田 介護職 ◎介護職員初任者研修 △普通自動車免許
-2204 訪問介護・介護予防訪問介護・有料老人ホーム 2名 随時 ～ R4.7.31
-00155 大津市大萱4丁目6番1号トゥインクル瀬田 年齢不問 時給 950 ～ 1,000

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  
-2204 介護老人保健施設・小規模多機能型居宅介護、他 5名 随時
-00160 大津市 年齢不問 時給 896 ～ 1,200

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
-2204 訪問介護 3名 随時 △介護福祉士
-00145 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 医療法人　湖青会 セラピスト ○理学療法士 △ＡＴ限定免許  
-2204 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
-00164 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
-2204 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
-00162 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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