
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12/17就職ﾌｪｱ参加

-2209 特別養護老人ホーム 5名 随時
-00169 湖南市 ～64歳 月収 190,822 ～ 232,222

不問 夜勤有 ・ 宿直有
2500 もみじ・あざみ 相談・支援・指導員（施設） △保育士 △普通自動車免許 法人が10/22就職ﾌｪｱ参加

-2204 障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 3名 R5.4.1 ～ △社会福祉士 新卒のみ
-00037 湖南市石部が丘２丁目１－１ ～30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 相談・支援・指導員（施設） △保育士 △普通自動車免許 法人が10/22就職ﾌｪｱ参加

-2204 障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 3名 R5.4.1 ～ △介護福祉士 新卒のみ
-00078 湖南市東寺2丁目2-1 ～30歳 月収 179,960 ～ 194,920 △社会福祉士

高校卒以上 夜勤有 ・ 宿直有 △精神保健福祉士
2500 落穂寮 相談・支援・指導員（施設） △介護福祉士 不問 法人が10/22就職ﾌｪｱ参加

-2209 障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的）、他 2名 随時 △社会福祉士
-00110 湖南市東寺二丁目2-2 ～40歳 月収 170,709 ～ 187,989 △保育士

不問 夜勤有 ・ 宿直無 △介護職員初任者研修
2500 もみじ・あざみ 相談・支援・指導員（施設） △介護福祉士 △普通自動車免許 法人が10/22就職ﾌｪｱ参加

-2210 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
-00067 湖南市石部が丘２丁目１－１ ～64歳 月収 179,960 ～ 194,920 △保育士

不問 夜勤有 ・ 宿直無
2500 株式会社なんてん共働サービス 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2208 小規模多機能型居宅介護、他 1名 随時
-00023 湖南市 ～64歳 月収 234,600 ～ 234,600

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　近江和順会 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許 法人が12/17就職ﾌｪｱ参加

-2209 特別養護老人ホーム 5名 随時
-00168 湖南市 ～64歳 月収 217,122 ～ 249,522

不問 夜勤無 ・ 宿直有
2500 しが健康医療生活協同組合 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2210 居宅介護支援事業 1名 随時 △主任介護支援専門員
-00065 湖南市・栗東市 ～59歳 月収 193,200 ～ 258,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　近江和順会 管理者 ◎主任介護支援専門員 ◎普通自動車免許 法人が12/17就職ﾌｪｱ参加

-2209 居宅介護支援事業 2名 随時
-00167 湖南市 ～64歳 月収 238,122 ～ 264,522

不問 夜勤無 ・ 宿直有
2500 もみじ・あざみ 相談・支援・指導員（施設） △保育士 △普通自動車免許 法人が10/22就職ﾌｪｱ参加

-2210 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
-00068 湖南市石部が丘２丁目１－１ 年齢不問 時給 930 ～ 930

不問 夜勤無 ・ 宿直無

正職員

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

正職員

正職員

　　　　　　　　　　　　　　　　　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
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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 しが健康医療生活協同組合 介護支援専門員 ◎介護支援専門員 ◎普通自動車免許
-2210 居宅介護支援事業 1名 随時
-00066 湖南市・栗東市 年齢不問 時給 1,520 ～ 1,520

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 もみじ・あざみ 調理員 不問 △普通自動車免許 法人が10/22就職ﾌｪｱ参加

-2210 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
-00070 湖南市石部が丘２丁目１－１ 年齢不問 時給 930 ～ 930

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特別養護老人ホーム ヴィラ十二坊 介護補助 不問 不問 法人が12/17就職ﾌｪｱ参加

-2209 特別養護老人ホーム 1名 随時
-00170 湖南市岩根690-4 年齢不問 時給 927 ～ 950

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 法人が10/22就職ﾌｪｱ参加

-2210 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
-00069 湖南市石部が丘２丁目1-1 年齢不問 時給 930 ～ 930

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 ◎普通自動車免許 法人が12/17就職ﾌｪｱ参加

-2204 特別養護老人ホーム 4名 R5.4.1 ～ 新卒のみ
-00053 甲賀市甲南町葛木８５５番地 ～59歳 月収 180,650 ～ 252,700

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 不問
-2208 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 △実務者研修
-00073 甲賀市甲賀町大原中904 ～59歳 月収 171,900 ～ 218,700

不問 夜勤有 ・ 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10/22就職ﾌｪｱ参加

-2208 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・通所介護 5名 随時 ～
-00118 甲賀市 ～50歳 月収 150,400 ～ 181,900

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
-2209 小規模多機能型居宅介護・通所介護・訪問介護 2名 随時
-00014 甲賀市 ～39歳 月収 172,400 ～ 210,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 障がい者通所施設かがやき 介護職 ◎介護福祉士 ◎普通自動車免許
-2209 (障）生活介護（主に身体） 2名 随時
-00058 甲賀市水口町本綾野1978-7 ～65歳 月収 210,870 ～ 264,770

不問 夜勤無 ・ 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
-2209 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
-00060 甲賀市土山町野上野497 ～64歳 月収 210,870 ～ 264,770

不問 夜勤有 ・ 宿直有

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

非常勤・パート

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
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　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせは滋賀県介護・福祉人材センターへ

2500 ハーモニーハウス甲賀 介護職 △介護福祉士 不問
-2210 特定施設入居者生活介護 3名 随時 △実務者研修
-00071 甲賀市甲南町野田字下浦806番地 ～59歳 月収 170,000 ～ 198,000 △ヘルパー１級

不問 夜勤有 ・ 宿直無 △介護職員初任者研修
2500 医療法人社団　仁生会　甲南病院 介護職 ◎介護福祉士 不問 法人が10/22就職ﾌｪｱ参加

-2210 その他の老人福祉 2名 随時
-00072 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
2500 鹿深の家 相談・支援・指導員（施設） ○社会福祉士取得見込 △ＡＴ限定免許  
-2209 児童養護施設 5名 随時 ○社会福祉主事
-00098 甲賀市甲賀町小佐治3571番地 ～64歳 月収 196,774 ～ 219,511 ○児童指導員

短大卒以上 夜勤無 ・ 宿直有 ○保育士
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10/22就職ﾌｪｱ参加

-2208 居宅介護支援事業 1名 随時 ～ ○介護支援専門員取得見込

-00113 甲賀市土山町北土山479 ～62歳 月収 160,400 ～ 181,250
不問 夜勤無 ・ 宿直無

2500 ハーモニーハウス甲賀 看護職 ○看護師 △普通自動車免許
-2208 特定施設入居者生活介護 1名 随時 ○准看護師
-00089 甲賀市甲南町野田字下浦806番地 ～59歳 月収 237,000 ～ 272,000

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10/22就職ﾌｪｱ参加

-2208 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護、他 1名 随時 ～ ○准看護師
-00115 甲賀市 ～62歳 月収 234,650 ～ 234,650

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 障がい者通所施設かがやき 看護職 ◎看護師 ◎普通自動車免許
-2209 (障）生活介護（主に身体） 1名 随時
-00056 甲賀市水口町本綾野1978-7 ～64歳 月収 229,980 ～ 336,150

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 看護職 ○看護師 ◎普通自動車免許 募集終了日
-2209 訪問看護 1名 R5.4.1 ～ ○保健師 2022年10月21日
-00126 甲賀市 ～64歳 月収 235,000 ～ 250,000

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 法人が10/22就職ﾌｪｱ参加

-2210 訪問看護・訪問リハビリテーション 2名 随時
-00074 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 特定非営利活動法人ここねっと 世話人 不問 ◎普通自動車免許
-2210 (障）生活介護・(障）共同生活援助・(障）就労継続支援(B型) 2名 随時
-00019 甲賀市水口町水口3207 ～64歳 月収 182,500 ～ 232,000

高校卒以上 夜勤無 ・ 宿直有

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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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 介護職 △介護職員初任者研修 △普通自動車免許 法人が10/22就職ﾌｪｱ参加

-2208 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
-00119 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10/22就職ﾌｪｱ参加

-2208 居宅介護支援事業 1名 随時 ○介護支援専門員取得見込

-00114 甲賀市土山町北土山479 年齢不問 日給 9,800 ～ 9,800
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10/22就職ﾌｪｱ参加

-2208 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
-00116 甲賀市 年齢不問 日給 10,360 ～ 15,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 社会福祉法人　甲賀会 介護職 不問 不問
-2208 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
-00074 甲賀市甲賀町大原中904 年齢不問 時給 1,040 ～ 1,090

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10/22就職ﾌｪｱ参加

-2208 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
-00120 甲賀市 年齢不問 時給 1,000 ～ 1,250

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
-2209 通所介護・小規模多機能型居宅介護 2名 随時
-00013 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 瑠璃光会 介護職 不問 △普通自動車免許
-2209 (障）生活介護（主に身体） 3名 随時
-00059 甲賀市 年齢不問 時給 1,010 ～ 1,300

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 デイサービスすこやか荘 介護職 不問 不問
-2209 通所介護 1名 随時
-00127 甲賀市甲賀町大原中355 年齢不問 時給 1,050 ～ 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 法人が10/22就職ﾌｪｱ参加

-2210 訪問看護・訪問リハビリテーション 2名 随時
-00073 甲賀市甲南町葛木958 年齢不問 時給 950 ～ 1,100

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 ウェルメント水口 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(A型)（主に身体）、他 1名 随時 ○ＡＴ限定免許  
-00150 甲賀市水口町笹が丘1-59 年齢不問 時給 1,010 ～ 1,210

不問 夜勤無 ・ 宿直無

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

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）
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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 一般社団法人えがお ホームヘルパー ○介護福祉士 不問
-2208 訪問介護 3名 随時 ○ヘルパー１級
-00095 甲賀市甲南町稗谷1910-218 年齢不問 時給 2,000 ～ 2,100 ○介護職員初任者研修

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 甲賀市社協ヘルパーステーションしがらき 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
-00171 甲賀市信楽町長野372 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,300

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
-2209 訪問介護 2名 随時
-00012 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 滋賀ひまわり保育園 保育士 ◎保育士 不問
-2209 保育所 1名 随時
-00148 甲賀市甲南町深川1690 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,400

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10/22就職ﾌｪｱ参加

-2208 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
-00117 甲賀市 年齢不問 時給 1,200 ～ 1,750

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 障がい者通所施設かがやき 看護職 ◎看護師 ◎普通自動車免許
-2209 (障）生活介護（主に身体） 1名 随時
-00057 甲賀市水口町本綾野1978-7 年齢不問 時給 1,630 ～ 1,870

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 甲賀市社協訪問看護ステーション 看護職 ◎看護師 ◎普通自動車免許
-2209 訪問看護 1名 随時
-00104 甲賀市水口町水口５６０７番地 年齢不問 時給 1,600 ～ 1,700

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 法人が10/22就職ﾌｪｱ参加

-2210 訪問看護・訪問リハビリテーション 2名 随時
-00075 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
2500 デイサービスセンターすこやか荘 運転手 不問 不問
-2209 通所介護 1名 随時
-00125 甲賀市甲賀町大原中355 年齢不問 時給 900 ～ 1,000

不問 夜勤無 ・ 宿直無
2500 特定非営利活動法人ここねっと 世話人 不問 不問
-2210 (障）生活介護・(障）共同生活援助・(障）就労継続支援(B型) 2名 随時
-00024 甲賀市 年齢不問 時給 950 ～ 950

不問 夜勤無 ・ 宿直有
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