
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 社会福祉法人　近江和順会 介護職 不問 ◎普通自動車免許 法人が2/20就職フェア参加

-2011 特別養護老人ホーム、他 5名 随時
-00136 湖南市 ～64歳 月収 187,000 ～ 228,400

不問 夜勤有 ・ 宿直有
2500 社会福祉法人　グロー 介護職 不問 不問 法人が2/20就職フェア参加

-2011 養護老人ホーム（一般）・(障）生活介護・通所介護 3名 随時
-00155 湖南市・近江八幡市 ～59歳 月収 174,000 ～ 274,000

不問 夜勤有 ・ 宿直有
2500 近江ちいろば会 介護職 ○介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2012 通所介護 1名 随時 ○介護福祉士
-00062 湖南市 ～64歳 月収 177,000 ～ 260,000

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 医療法人社団美松会ケアセンターこうせい 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2101 介護老人保健施設 5名 随時 △介護福祉士取得見込
-00001 湖南市菩提寺104-14 ～59歳 月収 163,000 ～ 184,000 △介護職員初任者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無 △介護職員初任者研修修了見込

2500 近江ちいろば会 介護職 ○介護福祉士 不問
-2101 認知症対応型共同生活介護 2名 随時 ○介護職員初任者研修
-00035 湖南市菩提寺327-4 ～64歳 月収 177,000 ～ 260,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 もみじ・あざみ 相談・支援・指導員 △保育士 △普通自動車免許
-2101 （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 △社会福祉士
-00032 湖南市石部が丘２丁目１－１ ～59歳 月収 179,960 ～ 194,920 △介護福祉士

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無 △精神保健福祉士
2500 一麦 調理員 △調理師 △普通自動車免許
-2011 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 1名 随時
-00059 湖南市東寺2丁目2-1 ～64歳 月収 179,960 ～ 194,920

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 もみじ・あざみ 相談・支援・指導員 △保育士 △普通自動車免許
-2101 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 2名 随時
-00033 湖南市石部が丘２丁目１－１ 年齢不問 時給 870 ～ 920

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 近江ちいろば会 介護職 不問 ◎普通自動車免許
-2012 認知症対応型共同生活介護 2名 随時
-00060 湖南市 年齢不問 時給 900 ～ 1,000

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 近江ちいろば会 介護職 不問 ◎普通自動車免許
-2012 通所介護 2名 随時
-00061 湖南市 年齢不問 時給 900 ～ 1,000

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無

正職員

常勤（正職員以外）

非常勤・パート

非常勤・パート

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員
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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 もみじ・あざみ 調理員 不問 △普通自動車免許
-2101 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 1名 随時
-00034 湖南市石部が丘２丁目１－１ 年齢不問 時給 870 ～ 900

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 もみじ・あざみ 世話人 不問 △普通自動車免許
-2011 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 2名 随時
-00058 湖南市石部が丘２丁目1-1 年齢不問 時給 870 ～ 900

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　洗心福祉会 介護職 △介護職員初任者研修 △普通自動車免許 法人が2/20就職フェア参加

-2011 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・通所介護 5名 R3.4.1 ～
-00007 甲賀市 ～50歳 月収 159,400 ～ 224,950

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　甲賀会 介護職 △介護福祉士 △普通自動車免許
-2011 特別養護老人ホーム・通所介護・小規模多機能型居宅介護 1名 随時 △介護職員初任者研修
-00010 甲賀市甲賀町大原中904 ～59歳 月収 176,900 ～ 220,700 △実務者研修

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 障害者支援施設るりこう園 介護職 不問 △普通自動車免許
-2011 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に身体） 3名 随時
-00032 甲賀市土山町野上野497 ～59歳 月収 201,070 ～ 255,170

不問 夜勤有 ・ 宿直有
2500 介護老人保健施設　スキナヴィラ水口　 介護職 ◎介護福祉士 不問 【滋賀県緊急雇用創出事業】

-2012 介護老人保健施設 2名 随時
-00009 甲賀市水口町本町2丁目2番43号 ～64歳 月収 230,500 ～ 230,500

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 介護老人保健施設　スキナヴィラ水口　 介護職 不問 不問 【滋賀県緊急雇用創出事業】

-2012 介護老人保健施設 2名 随時
-00010 甲賀市水口町本町2丁目2番43号 ～64歳 月収 190,000 ～ 190,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 株式会社　JAゆうハート 介護職 不問 ◎普通自動車免許 法人が2/20就職フェア参加

-2012 小規模多機能型居宅介護・通所介護・訪問介護 2名 随時
-00066 甲賀市 ～39歳 月収 172,400 ～ 210,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホームせせらぎ苑 介護職 不問 不問 法人が2/20就職フェア参加

-2012 特別養護老人ホーム 4名 随時
-00069 甲賀市甲南町葛木８５５番地 ～59歳 月収 173,150 ～ 245,200

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 医療法人社団　仁生会　甲南病院 介護職 ◎介護福祉士 不問
-2101 その他の老人福祉 2名 随時
-00009 甲賀市甲南町葛木958 ～59歳 月収 188,000 ～ 272,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

非常勤・パート

非常勤・パート
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2500 ハーモニーハウス甲賀 介護職 △介護福祉士 不問
-2101 特定施設入居者生活介護 3名 随時 △介護職員初任者研修
-00039 甲賀市甲南町野田字下浦806番地 ～59歳 月収 170,000 ～ 190,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 相談支援センターろーぶ 相談・支援・指導員 不問 ◎普通自動車免許
-2011 (障）相談支援 1名 随時
-00029 甲賀市水口町本綾野1978-7 ～59歳 月収 192,900 ～ 230,800

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人しがらき会 相談・支援・指導員 不問 不問
-2012 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 8名 R3.4.1 ～
-00036 甲賀市信楽町神山５３４-８ ～40歳 月収 169,000 ～ 182,250

専門学校卒以上 夜勤有 ・ 宿直無
2500 甲賀・湖南成年後見センター　ぱんじー 相談・支援・指導員 ○社会福祉士 ◎ＡＴ限定免許  
-2012 相談 1名 随時 ○社会福祉士取得見込
-00065 甲賀市甲南町野田810甲南第一地域市民センター ～59歳 月収 179,600 ～ 179,600 ○精神保健福祉士

不問 夜勤無 ・ 宿直無 ○精神保健福祉士取得見込

2500 居宅介護支援センター甲賀シルバーケア豊壽園 介護支援専門員 ○介護支援専門員 ◎普通自動車免許 法人が2/20就職フェア参加

-2011 居宅介護支援事業 1名 R3.4.1 ～ ○介護支援専門員取得見込

-00006 甲賀市土山町北土山479 ～50歳 月収 160,400 ～ 181,250
不問 夜勤無 ・ 宿直無

2500 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許 募集終了日
-2012 居宅介護支援事業 1名 R3.4.1 ～ ◎経験・知識・技能等 2021年1月26日
-00210 甲賀市 ～59歳 月収 195,000 ～ 210,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 児童デイサービスすまいる 保育士 ○保育士 ○普通自動車免許
-2012 放課後等デイサービス 1名 R3.4.1 ～ ○児童指導員 ○ＡＴ限定免許  
-00035 甲賀市水口町東名坂212-1 ～35歳 月収 160,000 ～ 220,000 ○介護福祉士

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直無
2500 障がい者通所施設かがやき セラピスト ◎理学療法士 ◎普通自動車免許
-2011 (障）生活介護（主に身体） 1名 随時
-00030 甲賀市水口町本綾野1978-7 ～59歳 月収 223,770 ～ 317,570

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 一般社団法人　水口病院 セラピスト ○理学療法士 不問
-2012 介護老人保健施設 2名 随時 ○作業療法士
-00007 甲賀市 ～64歳 月収 245,000 ～ 275,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　洗心福祉会 看護職 ○看護師 ◎普通自動車免許 法人が2/20就職フェア参加

-2011 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護、他 1名 R3.4.1 ～ ○准看護師
-00008 甲賀市 ～50歳 月収 183,350 ～ 225,650

不問 夜勤無 ・ 宿直無

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員
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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
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2500 ハーモニーハウス甲賀 看護職 ○看護師 △普通自動車免許
-2011 特定施設入居者生活介護 1名 随時 ○准看護師
-00071 甲賀市甲南町野田字下浦806番地 ～59歳 月収 237,000 ～ 292,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 障害者支援施設るりこう園 看護職 ○看護師 ◎普通自動車免許
-2011 （障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に身体） 1名 随時 ○准看護師
-00161 甲賀市土山町野上野497 ～59歳 月収 220,285 ～ 327,085

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 一般社団法人　水口病院 看護職 ○看護師 不問
-2012 介護老人保健施設 3名 随時 ○准看護師
-00006 甲賀市 ～64歳 月収 252,500 ～ 311,200

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 医療法人社団　仁生会　在宅医療支援センターこうなん 看護職 ◎看護師 ◎普通自動車免許
-2101 訪問看護 1名 随時
-00011 甲賀市甲南町杉谷270 ～59歳 月収 221,000 ～ 327,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 医療法人社団　仁生会　甲南病院 看護職 ◎看護師 不問
-2101 訪問看護・訪問リハビリテーション 2名 随時
-00012 甲賀市甲南町葛木958 ～59歳 月収 221,000 ～ 327,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 株式会社まごころ 看護職 ◎看護師 ◎普通自動車免許
-2101 訪問看護 2名 随時
-00050 甲賀市水口町山3938-41 ～64歳 月収 230,000 ～ 230,000

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会 社会福祉協議会専門員 △社会福祉士 ◎普通自動車免許 募集終了日
-2012 社会福祉協議会 1名 R3.4.1 ～ △社会福祉士取得見込 2021年1月26日
-00209 甲賀市 ～59歳 月収 180,000 ～ 200,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　洗心福祉会 介護職 △介護職員初任者研修 △普通自動車免許 法人が2/20就職フェア参加

-2011 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・通所介護 3名 随時
-00002 甲賀市 年齢不問 日給 8,500 ～ 9,060

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 居宅介護支援センター甲賀シルバーケア豊壽園 介護支援専門員 ○介護支援専門員 ◎普通自動車免許 法人が2/20就職フェア参加

-2011 居宅介護支援事業 1名 随時 ○介護支援専門員取得見込

-00001 甲賀市土山町北土山479 年齢不問 日給 9,400 ～ 9,400
不問 夜勤無 ・ 宿直無

2500 社会福祉法人　洗心福祉会 看護職 ○看護師 ◎普通自動車免許 法人が2/20就職フェア参加

-2011 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・通所介護 1名 随時 ○准看護師
-00004 甲賀市 年齢不問 日給 10,360 ～ 15,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無

正職員

常勤（正職員以外）

常勤（正職員以外）

常勤（正職員以外）

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員

正職員
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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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2500 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会 ソーシャルワーカー △社会福祉士 ◎普通自動車免許 募集終了日
-2012 社会福祉協議会 1名 R3.4.1 ～ 2021年1月26日
-00216 甲賀市 年齢不問 月収 149,800 ～ 191,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　洗心福祉会 介護職 △介護職員初任者研修 △普通自動車免許 法人が2/20就職フェア参加

-2011 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・通所介護 3名 随時
-00003 甲賀市 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　甲賀会 介護職 不問 △普通自動車免許
-2011 特別養護老人ホーム・通所介護・小規模多機能型居宅介護 2名 随時
-00009 甲賀市甲賀町大原中904 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,040

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 瑠璃光会 介護職 不問 △普通自動車免許
-2011 (障）生活介護（主に身体） 5名 随時
-00031 甲賀市 年齢不問 時給 980 ～ 1,270

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社　JAゆうハート 介護職 不問 ◎普通自動車免許 法人が2/20就職フェア参加

-2012 通所介護・小規模多機能型居宅介護 2名 随時
-00068 甲賀市水口町牛飼620-3 年齢不問 時給 920 ～ 1,200

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 医療法人社団　仁生会　甲南病院 介護職 ◎介護福祉士 不問
-2101 訪問看護・訪問リハビリテーション 2名 随時
-00013 甲賀市甲南町葛木958 年齢不問 時給 900 ～ 1,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 甲賀市社協　湯ステーション 介護職 △介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2101 訪問入浴介護 1名 随時
-00015 甲賀市甲南町寺庄960番地 年齢不問 時給 1,100 ～ 1,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会　ケアプランセンターしがらき 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2012 居宅介護支援事業 1名 随時
-00217 甲賀市信楽町長野1252番地 年齢不問 時給 1,350 ～ 1,350

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 株式会社　JAゆうハート ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許 法人が2/20就職フェア参加

-2012 訪問介護 2名 随時
-00067 甲賀市水口町牛飼620-3 年齢不問 時給 1,120 ～ 2,030

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会 ホームヘルパー ◎介護職員初任者研修 ◎普通自動車免許
-2012 訪問介護 1名 随時 △介護福祉士
-00211 甲賀市 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,200

不問 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

非常勤・パート

非常勤・パート

常勤（正職員以外）

非常勤・パート
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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

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０７７（５６７）３９２５

求人番号

雇用形態
雇用期間
賃金
夜勤・交替制勤務

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

2500 社会福祉法人　洗心福祉会 看護職 ○看護師 ◎普通自動車免許 法人が2/20就職フェア参加

-2011 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・通所介護 2名 随時 ○准看護師
-00005 甲賀市 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,750

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 一般社団法人　水口病院 看護職 ○看護師 不問
-2012 介護老人保健施設 2名 随時 ～ R3.3.15 ○准看護師
-00008 甲賀市 年齢不問 時給 1,700 ～ 1,700

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 医療法人社団　仁生会　甲南病院 看護職 ◎看護師 不問
-2101 訪問看護・訪問リハビリテーション 2名 随時
-00010 甲賀市甲南町葛木958 年齢不問 時給 1,500 ～ 1,800

不問 夜勤無 ・ 宿直無

非常勤・パート

非常勤・パート

非常勤・パート
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