
（甲賀市水口町水口6053番地）

甲賀市役所

◆湖南市役所  障がい福祉課◆
（〒520-3288　湖南市中央一丁目１番地）

T E L：（0748）-71-2364
FAX：（0748）-72-3788　

13：00〜16：00

日2023.1/22
●美松会 ●天地会 ●甲南会 ●甲賀会 ●あいの土山福祉会 ●近江和順会 ●大木会

●湖東会 ●さわらび福祉会 ●八起会 ●水口病院 ●JAゆうハート ●甲賀市社会福祉協議会

●近江ちいろば会 ●洗心福祉会 ●仁生会 ●よつば医療福祉総合研究所

●水口スポーツセンター ●合同会社ホッとスペースひまわり （順不同）

甲賀市・湖南市地域福祉人材確保事業推進協議会主 催

（福）滋賀県社会福祉協議会 介護・福祉人材センター共 催

その場で職場見学・面接の予約ができる!!

甲賀市・湖南市

福)近江和順会 美松苑

ヴィラ十二坊

レーベンはとがひら

福)八起会 特別養護老人ホームあぼし

石部ケアセンター

特別養護老人ホームみやのもり

グループホームみなくち

特非）ここねっと 野の花

宿り木

ポプラ

さくら

けやき

こぶし

いちごジャム

ここねっとふれあい農園

福)近江ちいろば会 ケアハウス　ピスガこうせい

ぼだいじデイサービスセンター虹

ぼだいじデイサービスセンターいこい

中央デイサービスセンターしんあい

グループホームぼだいじ

小規模多機能型居宅介護事業所

　　　　　　　　　　　ぼだいじみんなの家

ぼだいじホームヘルパーステーション

ぼだいじ訪問看護ステーション

ぼだいじ居宅介護支援センター

デイサービスセンターみなくちみんなの家

グループホームみなくちみんなの家

ケアプランセンターみなくちみんなの家

デイケアの家　おしどり

ゆめとまの家　おしどり

グループホームぼだいじ共用型デイサービス

ふれあいの家　おしどり

特非）マイ・ライフ 福祉事業所　春の日

デイハウス　春の日

湖南市

医)美松会 ケアセンター　こうせい

福)大木会 もみじ・あざみ

一麦

(株)なんてん共働サービス 秋桜舎

樹林

福)椎の木会 落穂寮

福)さつき会 さつき作業所

甲賀市

福)天地会 兆生園

福)甲南会 せせらぎ苑

福)甲賀会 甲賀荘

福)あいの土山福祉会 エーデル土山

福)信楽福祉会 信楽荘

樹の郷

福)瑠璃光会 るりこう園

かがやき

福)しがらき会 信楽青年寮

ワークセンター紫香楽

福)湖東会 サニーサイド

福)さわらび福祉会 さわらび作業所

第二さわらび作業所

一社）水口病院 スキナヴィラ水口

スキナヴィラ甲賀

(株)ＪＡゆうハート 甲南デイサービスセンター

ほそはらデイサービスセンター

つない手

むすん手

水口ヘルパーステーション

信楽ヘルパーステーション

ケアプランセンター

福)甲賀市社会福祉協議会 ヘルパーステーションみなくち

ヘルパーステーションつちやま

ヘルパーステーションこうか

ヘルパーステーションしがらき

甲賀市社協　湯ステーション

デイサービスセンターすこやか荘

甲賀市社協訪問看護ステーション

ケアプランセンターぬくもり

ケアプランセンターあい

ケアプランセンターしがらき

信楽地域包括支援センター

つちやま福祉作業所

甲賀福祉作業所

福)洗心福祉会 甲賀シルバーケア豊壽園

医)仁生会 甲南病院

在宅医療支援センターこうなん

一社）よつば医療福祉総合研究所 ワークショップ水口

(株)水口スポーツセンター にじいろクラブ

(同)ホッとスペースひまわり 児童デイサービス　すまいる

児童デイサービス　Ｌｕａｎａ

児童デイサービス　はっぴぃ

甲賀市・湖南市地域福祉人材確保事業推進協議会一覧甲賀市・湖南市地域福祉人材確保事業推進協議会一覧

●アクセス

就職フェア就職フェア
福祉の仕事

※出展法人は変更になる場合がございます

入場無料事前予約可能当日参加 0K入退場自由

お問い

合わせ

詳しくは裏面へGO！！
仕事を

早く
見つけたい

◆甲賀市役所  地域共生社会推進課◆

（〒528-8502　甲賀市水口町水口6053番地）

T E L：（0748）-69-2155
FAX：（0748）-63-4085

履歴書不要

学生さん

大歓迎

事前予約・マスク着用のご協力をお願いします 参加予約
フォーム
※電話での予約も

　受け付けています。

　（0748）-69-2155

●新型コロナウイルス等感染症予防対策のうえ開催いたします。ご来場の際は、マス

クの着用をお願いします。

●参加者の把握や混雑回避のため、事前予約のご協力をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症の流行の状況によっては入場制限や内容等の変更、中止させていただく可能性

があります。

水口城南駅

至
 J

R貴
生

川
駅

あいこうか
市民ホール

甲賀市役所

●水口郵便局

●裁判所

碧水ホール●

至 彦根
近江鉄道

P
P

水口税務署前

甲賀地域振興局

■お車でお越しの場合　無料駐車場あり

■電車でお越しの場合

　JR貴生川駅→（近江鉄道）→水口城南→（徒歩）→甲賀市役所

　JR貴生川駅→（はーとバス）→甲賀市役所

　JR三雲駅→（はーとバス）→甲賀市役所
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～ひとつでも当てはまったあなたに 福祉の仕事就職フェアへ～

希望の
時間帯
で働きたい

職場は家から

近い
ところがいい

福祉の仕事の

話を聞いて

みたい



甲賀市・湖南市地域福祉人材確保事業推進協議会一覧
福祉の仕事に就きたいあなたを応援!! 毎年『福祉の仕事就職フェア』を開催しています。

湖南市役所 障がい福祉課
〒520-3288 湖南市中央一丁目1番地

TEL 0748（71）2364／FAX 0748（72）3788

甲賀市役所 地域共生社会推進課
〒528-8502 甲賀市水口町水口6053番地

TEL 0748（69）2155／FAX 0748（63）4085

※各法人（事務所）へのご質問などにつきましては、

直接上記までお問合せ願います。

事　務　局

高齢者

医療法人社団 美松会

1 湖南市

0748（74）8411 0748（74）8412

ケアセンター　こうせい

高齢者

社会福祉法人 天地会

2 甲賀市

0748（63）1784 0748（63）1788

兆生園

高齢者

社会福祉法人 甲南会

3 甲賀市

0748（86）1020 0748（86）8086

せせらぎ苑

高齢者

社会福祉法人 甲賀会

4 甲賀市

0748（88）5723 0748（88）5774

甲賀荘

高齢者

社会福祉法人 あいの土山福祉会

5 甲賀市

0748（66）1911 0748（66）1913

エーデル土山

高齢者

社会福祉法人 信楽福祉会 

6 甲賀市

0748（63）2900 0748（63）2902

信楽荘
樹の郷

高齢者

社会福祉法人 近江和順会

7 甲賀市・湖南市

0748（72）4705 0748（75）7680

美松苑　　ヴィラ十二坊
レーベンはとがひら

社会福祉法人 大木会

8 湖南市

0748（77）2532 0748（77）4437

もみじ・あざみ
一麦

高齢者

株式会社 なんてん共働サービス

9 湖南市

0748（77）6780 0748（77）6781

秋桜舎
樹林

社会福祉法人 椎の木会

10 湖南市

0748（77）2299

落穂寮

社会福祉法人 瑠璃光会

11 甲賀市

0748（66）1345

るりこう園
かがやき

社会福祉法人 しがらき会

12 甲賀市

0748（82）0588 0748（82）0961

信楽青年寮
ワークセンター紫香楽

社会福祉法人 湖東会

13 甲賀市

0748（63）0328 0748（63）0426

サニーサイド

社会福祉法人 さわらび福祉会

14 甲賀市

0748（62）4696 0748（62）9656

さわらび作業所
第二さわらび作業所

高齢者

社会福祉法人 八起会

15 甲賀市・湖南市

0748（77）0187 0748（77）0184

特別養護老人ホームあぼし　　　　石部ケアセンター
特別養護老人ホームみやのもり　　グループホームみなくち

社会福祉法人 さつき会

16 湖南市

さつき作業所

高齢者

一般社団法人 水口病院

17 甲賀市

0748（62）1212 0748（62）1215

スキナヴィラ水口
スキナヴィラ甲賀

高齢者

株式会社 ＪＡゆうハート

18 甲賀市

0748（70）2614 0748（70）3795

甲南デイサービスセンター　　ほそはらデイサービスセンター
つない手／むすん手　　　　　水口ヘルパーステーション
信楽ヘルパーステーション　　ケアプランセンター

高齢者

社会福祉法人 洗心福祉会

22 甲賀市

0748（66）8065 0748（66）8066

甲賀シルバーケア豊壽園

高齢者

医療法人社団 仁生会

23 甲賀市

0748（86）3131 0748（86）6208

甲南病院
在宅医療支援センターこうなん

19 甲賀市・湖南市

0748（63）7451 0748（63）7454

障がい

一般社団法人 よつば医療福祉総合研究所

25 甲賀市

0748（65）3880 0748（65）3881

ワークショップ水口

障がい

株式会社 水口スポーツセンター

26 甲賀市

070（2278）5982 0748（63）1288

にじいろクラブ

特定非営利活動法人 マイ・ライフ

24 甲賀市・湖南市

0748（65）3230 0748（65）3231

福祉事業所　春の日
デイハウス　春の日

障がい

障がい

障がい障がい

障がい

障がい

障がい 障がい

就労継続事業B型

生活介護事業

共同生活援助

高齢者

障がい

高齢者

障がい

社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

20 甲賀市 ヘルパーステーションみなくち

ヘルパーステーションつちやま

ヘルパーステーションこうか

ヘルパーステーションしがらき

甲賀市社協　湯ステーション

デイサービスセンターすこやか荘

甲賀市社協訪問看護ステーション

ケアプランセンターぬくもり

ケアプランセンターあい

ケアプランセンターしがらき

信楽地域包括支援センター

つちやま福祉作業所

甲賀福祉作業所

高齢者

社会福祉法人 近江ちいろば会

21 甲賀市・湖南市 ケアハウス　ピスガこうせい

ぼだいじデイサービスセンター虹

ぼだいじデイサービスセンターいこい

中央デイサービスセンターしんあい

グループホームぼだいじ

小規模多機能型居宅介護事業所ぼだいじみんなの家

ぼだいじホームヘルパーステーション

ぼだいじ居宅介護支援センター

ぼだいじ訪問看護ステーション

デイサービスセンターみなくちみんなの家

グループホームみなくちみんなの家

ケアプランセンターみなくちみんなの家

デイケアの家　おしどり

ゆめとまの家　おしどり

グループホームぼだいじ共用型デイサービス

ふれあいの家　おしどり

障がい

合同会社 ホッとスペースひまわり

27 甲賀市

0748（63）6689 0748（63）6690

児童デイサービス　すまいる
児童デイサービス　Luana　　児童デイサービス　はっぴぃ

0748（65）6370 0748（63）4823

0748（75）4080 0748（75）4086

0748（74）3900 0748（74）3910

特定非営利活動法人 ここねっと
野の花　宿り木　ポプラ　さくら　けやき　こぶし
いちごジャム　　ここねっとふれあい農園

グループホーム

就労継続事業B型

生活介護事業

0748（66）10650748（77）5588


