
1
2
3

TEL

A 亀岡市篠町森上垣内60-3

人数

1
2
3

TEL

A 亀岡市余部町谷川尻１１－５

人数

住宅手当、扶養手当
交通費、
年末年始手当

介護支援専門員
（試用期間は２２０，０００円～）

A
介護支援
専門員

1
総支給額：２２３，０００円～

資格手当
特定処遇改善手当

応募資格 休日・休暇・福利厚生

A
介護職員
（無資格）

2
総支給額：１８４，０００円～

処遇改善手当
特定処遇改善手当

住宅手当、扶養手当
交通費、夜勤手当、
年末年始手当

資格不問

正社員の場合
・年間休日107日（４週８休制：交替勤
務）
・夏季休暇3日
・有給休暇（法定通り）
・退職金制度あり（勤続３年以上）

パートの場合
・勤務時間と日数はご相談に応じま
す。
・有給休暇（法定通り）

（試用期間は１５５，０００円～）

A
介護職員

（介護福祉士）
2

総支給額：２２８，０００円～ 資格手当
処遇改善手当
特定処遇改善手当

勤務地 募集職種 給与 一律手当 諸手当

住宅手当、扶養手当
交通費、夜勤手当、
年末年始手当

介護福祉士
（試用期間は１７５，０００円～）

A
介護職員
（パート）

2
時間給：９４０円～

処遇改善手当
特定処遇改善手当

交通費 資格不問

A 支援員 1

勤務地

(基本給)　180,000円～

E-mail kt-jimu1@shinseifukushikai.jp

特別養護老人ホーム　亀岡たなばたの郷 高齢

事業内容 特養、ショートステイ、デイサービス

職員数 160名

担　当 橋本、谷口、岸本 0771-29-3150

地域 亀岡市

少人数によるアットホームな環境

共生・共存・共育を大切にした支援をおこなっています。
勤続年数に応じた研修制度

仕事に対するこまめなサポート

応募資格

事業内容 就労継続支援B型事業所

職員数 10名

担　当 竹林　亜樹 0771-24-6112

E-mail keinoie@f2.dion.ne.jp

就労継続支援B型事業所　　圭の家　　 障害

募集職種 給与 一律手当

社会福祉法人 信和福祉会

通勤・資格
精神保健福祉士が
あれば望ましい

休日・休暇・福利厚生諸手当
・週休２日
・有給休暇（法定通り）

アットホームな環境

　社会福祉法人 京都眞生福祉会は「高齢者お一人お一人の思いを受け止め、
　その方々に応じた生活を尊重し、尊厳ある暮らしの実現を目指す」ことを
　法人理念とした高齢者介護サービスを行っております。

研修制度の充実

初心者には丁寧に仕事を教えます

地域 亀岡市

　社会福祉法人 京都眞生福祉会

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

圭の家 鈴木
勤続

４年目

無資格・未経験募集あり募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

先輩職員より

メッセージ！
いろんな人がいて、楽しくアットホームな

職場です。

ぜひ一緒に働きましょう！！

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

介護部 澤田和哉
勤続

４年目

無資格・未経験で入職しましたが、やさしい先輩

達に仕事を教えてもらい、介護職員としての仕事

を１人で任せてもらえるようになりました。

先輩職員より

メッセージ！
人材育成

認証

第三者

評価受診

無資格・未経験募集あり 非常勤･パート募集あり募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

６０歳以上募集あり
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1
2
3

TEL

A

B

C

D

E

人数

1
2
3

TEL

A 南丹市八木町

B 京都市西京区

人数

看護師または准看護
師（うち基本給：220,100円～）

処遇改善加算（月上限
15,000円）

通勤、保育、超過勤
務、年末年始

不問

A
介護支援専門員
（ケアマネジャー）

1
総支給額：202,500円～

資格手当（10,000円）
通勤、保育、超過勤
務、年末年始、扶養、
管理職

介護支援専門員
（うち基本給：192,500円～）

AB 介護福祉士 3
総支給額：250,300円～ 夜勤手当（月平均4回

36,000円、処遇改善加算
（約15,000円）、資格手当
（11,000円）

通勤、保育、超過勤
務、年末年始、扶養、
管理職

介護福祉士

年間休日111.5日。
夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇
有給休暇、子の看護休暇・介護休暇等
あり

賞与年2回（平均3ヶ月分）

社会保険完備、医療費助成制度、永年
勤続表彰制度、退職金制度

国試対策セミナー開催（受講無料）
実務者研修 勤務時間内開催 受講無
料

（うち基本給：183,300円～）

A 介護士 3
総支給額：235,300円～ 夜勤手当（月平均4回

32,000円、処遇改善加算
（約15,000円）

通勤、保育、超過勤
務、年末年始、扶養、
管理職

不問
（うち基本給：188,600円～）

AB 入浴介助 2
時給：1,120円～

A
看護師

准看護師
2

応募資格 休日・休暇・福利厚生

240名

担　当 総務部　石川 0771-62-0223

E-mail ishikawa@choseien.com

特別養護老人ホーム長生園

地域 南丹市

勤務時間を弾力化し子育てを応援します

通勤：21,000円／月まで

事業内容 介護老人保健施設、病院、デイサービス、訪問介護　他

一律手当 諸手当

福利厚生が充実しています

資格が無くても安心して働くことができます

事業内容
養護・特養・短期入所・通所介護・グループホーム・訪
問介護・ケアハウス・あんしんサポートハウス・居宅介
護支援事業所・診療所

勤務地 募集職種 給与

特になし

諸手当 応募資格 休日・休暇・福利厚生

ABC 介護職員 3
高卒：156,000円～

特になし

・年間休日１０８日（月９日）
・有給休暇（法定通り）
・リフレッシュ休暇年９日
・各種社会保険完備
・２つの退職金制度に加入
・確定拠出年金制度あり
・財形貯蓄あり
・ユニホーム貸与
・職員給食あり
・パート希望の方はご相談ください

短大卒：170,000円～

A 看護職員 2
正看：247,000円～（経歴加算）

看護師（准看可）
准看：214,000円～（経歴加算）

Ｅ 援助職員 1 有資格者は時給優遇

正看：40,000円 年末年始：3,000円／日

准看：30,000円

075-279-8821

E-mail masami@shimizu-hospital.or.jp

介護老人保健施設シミズふないの里 高齢

介護老人保健施設シミズひまわりの里 高齢

総支給額：296,100円～

勤務地 募集職種 給与 一律手当

職員数

和顔愛語
わ げ ん あ い ご

～和やかにやさしい笑顔と思いやり～

南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地

同　上

同　上

同　上

南丹市園部町城南町上サメ川12番地１

介護支援専門員：30,000円 早出：1,500円／回

介護福祉士：25,000円 遅出：1,000円／回

D 訪問介護職員 1
大学卒：180,000円～ 初任者研修修了：15,000円 夜勤：7,000円／回

初任者研修以上
経歴加算あり

デイサービスセンター長生園

グループホーム幸せの里

ヘルパーステーション長生園

あんしんサポートハウス光華苑

扶養：8,000円／人

地域 南丹市・西京区　他

しっかりした研修制度があります

　「充実した研修」と「安心の福利厚生」。介護関連事業所多数あり
　 ライフスタイルに合わせた勤務先の選択ができます

有給休暇が取得しやすい。時間有休も

コミュニケーションが活発で明るい職場

パートのみ：時給940円～
役職：係長以上

特定処遇改善：12月と3月

職員数 1,900名

担　当 人事部　藤田 雅美

夜勤手当（月平均4回
48,000円）、資格手当
（28,000円）

通勤、保育、超過勤
務、年末年始、扶養、
管理職

　社会福祉法人 長生園

   シミズ病院グループ 医療法人 清仁会

介護職員：12,000円

ここが働きやすい！３つのポイント

介護福祉士

岡花 康生

未経験で介護の現場に飛び込み、色々な方に

支えていただきながら介護職員として働くこと

ができています。どんな時でも職員同士が助け

合いながら笑顔でいられる職場です。

６０歳以上募集あり無資格・未経験募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

介護老人保健施設

シミズふないの里 介護士

勤続

３年目

あたたかい職場環境であり、やりがいの

ある仕事だから続けています。

先輩職員より

メッセージ！人材育成

認証

６０歳以上募集あり無資格・未経験募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

法人

情報

第三者

評価受診

医療職

求人あり
先輩職員より

メッセージ！

勤続

９年目

医療職

求人あり
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1
2
3

TEL

A 南丹市日吉町胡麻萩原15番地

B 南丹市日吉町保野田萩原15番地

C 南丹市園部町横田2号111-1

人数

1
2
3

TEL

A 亀岡市曽我部町南条下河原８番

B 亀岡市曽我部町南条下河原８番

人数

AB 看護師 1
時間給1,700円

資格手当 看護師

2
総支給額202,000円

資格手当 介護福祉士
うち基本給158,000円

A 介護支援専門員 1
260,000円

募集職種 給与 一律手当

資格手当 介護支援専門員

諸手当 応募資格

A

AB 看護師 1
時間給1,700円

資格手当 看護師

基本理念：　「利用者本位」「誠実」「貢献」
年齢層の幅が広く、親しみやすい職場環境

AB 看護職員 2
総支給額：225,000円～

老人保健施設はぎの里

はぎの里オアシス

勤務地 募集職種 給与 一律手当

職員数 約200名

担　当 総務課  廣野 0771-72-1510

E-mail haginosato@cans.zaq.ne.jp

夜勤手当

介護職員
（入浴介助、
食事見守り）

2
総支給額：153,000円～

通勤、時間外勤務 資格不問

地域 南丹市

福利厚生の充実

有休休暇消化率90％以上、100％が多数！

資格取得支援、研修制度が充実しています！

休日・休暇・福利厚生

ABC 介護福祉士 2
総支給額：200,000円～ 夜勤手当、職務手当

（10,000円以上）

通勤、住宅、扶養、時
間外勤務、年末年始、
役職、早出、運転

介護福祉士

・年間休日123日（令和3年度実績）
・有給休暇（法定通り）

（うち基本給：160,000円以上（高卒））

ABC 介護職員 3
総支給額：180,000円～

夜勤手当
通勤、時間外勤務、年
末年始、早出、運転

総支給額：80,000円～
（月4回夜勤業務を行った場合）

インターネット研修の実施

事業内容
特養・ショートステイ・デイサービス・ケアハウス・小規
模多機能型居宅介護・グループホーム・居宅介護支
援事業・老健・通所リハビリテーション

地域 亀岡市

勤務地

特別養護老人ホームはぎの里

夜勤手当、職務手当
（10,000円以上）

通勤、住宅、扶養、時
間外勤務、年末年始、
役職

看護師・准看護師
（うち基本給：185,000円以上）

B
看護職員

（夜勤専従）
1

総支給額：134,000円～
（月5回夜勤業務を行った場合）

夜勤手当
通勤、時間外勤務、年
末年始

看護師・准看護師
（うち基本給：100,000円以上）

諸手当 応募資格

幅広い年代層の方々が活躍しています！

住み慣れた町を愛し、なじみの関係を大切にする人たちに
いつでも必要なケアを提供てきる“心のよりどころ”を目指します

休日・休暇・福利厚生

事業内容 小規模多機能ホーム、グループホーム

職員数 35名

担　当 松野 0771-22-8239

E-mail seisensou02@care-community.co.jp

小規模多機能ホーム亀岡清泉荘

グループホーム亀岡清泉荘

AB 介護職 2
総支給額176,800円 夜勤手当

早出・遅出手当
日祝手当

通勤、住宅、扶養、超過
勤務、年末年始、役職
資格（10,000円～）

資格不問

・年間休日119日
・有給休暇（法定通り）

うち基本給158,000円

介護職

資格不問
（うち基本給：150,000円以上（高卒））

B
介護支援専門員
（ケアマネジャー）

1
総支給額：195,000円～

職務手当
通勤、住宅、扶養、時
間外勤務、年末年始、
役職

介護支援専門員
（うち基本給：185,000円以上）

ABC
通勤、時間外勤務、年
末年始、早出、運転

資格不問
（うち基本給：150,000円以上（高卒））

B
介護職員

（夜勤専従）
1

 社会福祉法人日吉たには会

ケアコミュニティ株式会社

（うち基本給：60,000円以上（高卒））

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

老人保健施設

西村奈月 介護福祉士

勤続

７年目

認知症の人と関われることにやりがいを

感じていて、生きていく上での勉強になっ

ています。これからもいろんな人と出会え

ることが楽しみです。

先輩職員より

メッセージ！

人材育成

認証

第三者

評価受診

医療職

求人あり

募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

小規模多機能ホーム

石田悠希

勤続

５年目

職場スタッフの人柄も良く、とても働きやすい

職場です。利用者さまに対して同じケアをす

るのではなく、スタッフで話合い個々人にあっ

たケアを行え、スキルアップもそうですが人と

しての成長も図れます！是非一緒に働きま

せんか！

募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

先輩職員より

メッセージ！

６０歳以上募集あり無資格・未経験募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり

６０歳以上募集あり無資格・未経験募集あり 契約職員募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり
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1
2
3

TEL

A 南丹市園部町横田前11

B 南丹市園部町横田前32

C 南丹市園部町横田前11

人数

1
2
3

TEL

A 亀岡市

B 亀岡市

人数

○休日
変則勤務（シフト表による）
4週8休(年間休日 約110日)
○休暇
有給休暇/リフレッシュ休暇(3日/年)/
年始/その他休暇
○福利厚生(保険)
雇用保険/労災保険/健康保険/厚生
年金保険/財形
○福利厚生(制度）
退職金共済加入/育児・介護休暇制度
(過去取得実績あり)/資格取得支援制
度/採用時支度金制度(支給要件あり)

A 訪問ヘルパー 1
総支給額212,000円～

実務者研修以上
（うち基本給176,118円～）

時給1,000円～1,300円
経験者

通勤、超過勤務、年始
介護福祉士
（経験者優遇）

時給1,000円～1,800円
初任者研修以上

A サ責 1
総支給額242,000円～

介護福祉士
（うち基本給204,948円～）

B 保育士 1
総支給額242,000円～

保育士
（うち基本給204,948円～）

B 児童指導員

放課後等デイサービス亀岡うりずんの森 障害

諸手当 応募資格

地域 亀岡市

地域密着でアットホームな事業所です。

共に支え合い助け合う地域社会を目指し、
「感謝」「尊敬」「思いやり」の気持ちを大切にしています。

ICT導入に柔軟な働き方が可能です。

研修制度が充実しています。

事業内容 訪問介護/放課後等デイサービス

休日・休暇・福利厚生

AB
生活支援員
（介護職）

4
基本給　164,300円～ 通勤、夜勤、資格、扶

養、超過勤務、年始、
役職

資格不問
（経験者優遇）

障害者支援施設　京都太陽の園 障害

障害者居宅介護センターこひつじ 障害

地域 南丹市

福利厚生の充実

障害のある方々の生活や就労をチームで支援しています
チームワークの良さ

丁寧な人材育成

事業内容 施設入所・生活介護・就労支援B

勤務地 募集職種 給与 一律手当

勤務地 募集職種 給与 一律手当

職員数 245名（法人全体）

担　当 法人事務局　岩内　守 0771-62-3364

E-mail honbu@kyoto-taiyo.or.jp

障害者支援施設　こひつじの苑 障害

処遇改善手当
（224円/ｈ　上限38,000
円）

基本給(パート時給)　940円～

C 登録ヘルパー

職員数 20名

担　当 高橋 0771-20-8880

E-mail touhaku.g@gmail.com

諸手当 応募資格

とうはく訪問介護事業所 高齢

休日・休暇・福利厚生

A 登録ヘルパー 3

1

処遇改善手当
（177円/ｈ　上限30,000
円）

1
基本給(時給）　940円～

 社会福祉法人 京都太陽の園

合同会社 東白

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

京都太陽の園

生活支援員 西田知子

利用者の皆さんと関わっている時が一番

楽しい時間です。職員も明るく、楽しく仕事

をしています。

先輩職員より

メッセージ！

無資格・未経験募集あり 非常勤･パート募集あり募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

20代～70代の職員さんがおり、思いやりの

ある方ばかりで、アットホームな楽しい職場

です！

先輩職員より

メッセージ！

募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

人材育成

認証

ワークライフ

バランス

認証

第三者

評価受診

短時間勤務あり

６０歳以上募集あり無資格・未経験募集あり 契約職員募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり

勤続

１１年目

ちかちゃん

勤続

６年目
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1
2
3

TEL

A 亀岡市千代川町

B 亀岡市大井町

C 亀岡市大井町

人数

1
2
3

TEL

A

人数

亀岡市旭町年角27番地3

転勤なし！慣れた職場とスタッフで働けます。

『Family、私たちは家族です』をモットーに
アットホームな介護を提供しています。

アットホームな職場です。

希望に沿った働き方ができます。

A
介護職員
（常勤）

１名
総支給額：２２４，０００円～ 皆勤：２，０００円

介護：８，０００円
業務：３０，０００円

資格：５，０００円
扶養：配偶者１００，００円
　　　　子（1人）５，０００円

資格不問

【介護職員】
・賞与あり（年２回　６月・１２月）
・処遇改善交付金は賞与として支給
＊常勤：５０～９０万　非常勤：３０～６０
万
・特定処遇改善交付金は介護手当とし
て
　毎月支給（勤務時間により異なる）
【全職種】
・賞与あり（年２回　６月・１２月）
・昇給あり（年1回　毎年４月）
＊昇給額は月額最大５，０００円
・交通費支給（実費支給）
・残業代支給（平均５時間程度）
・資格取得サポートあり

＊看護師・機能訓練指導員は非常勤も
可
　（労働条件は要相談）

（例：３年目・子２人・介福・主任）

A
介護職員
（非常勤）

１名
社保加入：１２５，０００円～

介護：３，０００～５，０００円
＊勤務時間で異なる

資格：５，０００円
＊社会保険加入者のみ
　 扶養手当あり

資格不問
社保未加入：７８，０００円～

A
生活相談員

（常勤）
１名

1名

総支給額：２４０，０００円～ 皆勤：２，０００円
介護：８，０００円
業務：３０，０００円

いのちを大切にし健やかな体に感謝する
豊かな心が芽生える子どもの育成を目指しています

保育しやすい充実した設備

相談しやすい環境

千代川こども園 児童

諸手当 応募資格 休日・休暇・福利厚生
・亀岡市保育士就職奨励金事業
　就職奨励金200,000円(規定による）
　転居支援金200,000円(規定による）
・通勤手当(上限20,000円)　もしくは、
　住居手当(10,000～40,000円)の
　どちらかを支給します。
・奨学金返済支援制度有。
・年間休日123日（週休２日）
・盆休暇(3日）、誕生日休暇(1日)
・有給休暇（法定通り）

（うち基本給：２１０，０００円～）

募集職種 給与

事業内容 幼保連携型認定こども園

大井こども園 児童

並河駅前分園(大井こども園分園） 児童

勤務地

職員数 98名

担　当 理事長　橘　恭堂 0771-23-7911

E-mail chiyokaw@arion.ocn.ne.jp

地域

皆勤：２，０００円
介護：８，０００円
業務：３０，０００円

総支給額：２４０，０００円～

A
機能訓練指導員

（常勤）

ABC 保育教諭 4
総支給額：２１０，０００円～

通勤、住宅、超過勤務
保育士
幼稚園教諭1種・2種

事業内容 デイサービス・総合事業（短時間リハビリ）

職員数 32名

担　当

諸手当 応募資格給与 一律手当

完全週休２日制の実施

E-mail sakurasaku-1130@basil.ocn.ne.jp

デイサービスセンター　さくら 高齢

勤務地 募集職種

（例：３年目・扶養なし）

（例：５年目・妻・子２人・介福）

A
（例：１年目・扶養なし）

総支給額：２５１，０００円～ 皆勤：２，０００円
業務：１０，０００円
資格：３０，０００円

看護師
（常勤）

１名

休日・休暇・福利厚生

あん摩師・柔整師・鍼灸
師
ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ・看護師・准
看護師のいずれか取得

資格：５，000円
扶養：配偶者１００，００円
　　　　子（1人）５，０００円

介護福祉士・社会福祉士
社福主事のいずれか取得
＊当事業で介護士の経験
後

扶養：配偶者１００，００円
　　　　子（1人）５，０００円

看護師または准看護
師

扶養：配偶者１００，００円
　　　　子（1人）５，０００円

亀岡市

一律手当

管理者代理　志智 0771-25-5597

地域 亀岡市

社会福祉法人 徳雲福祉会

有限会社 ハートフルライフ

自然に囲まれた環境の中で、子ども

たちの成長を感じながら伸び伸びと

保育ができます。

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

大井こども園

桂 湖乃美

勤続

３年目

先輩職員より

メッセージ！

非常勤･パート募集あり募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

管理者代理

志智皇紀（しちおうき）

勤続

４年目

先輩職員より

メッセージ！人材育成

認証

無資格・未経験募集あり募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

一人ひとりに寄り添う介護は楽しく難しいです。失敗

を恐れず、一緒にご利用者様と向き合いましょう！

日曜日が休みで子育てしやすいです。（1児のパパ）

人材育成

認証

第三者

評価受診

医療職

求人あり

６０歳以上募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり
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1
2
3

TEL

A 亀岡市薭田野町

B 亀岡市宮前町

C 亀岡市宮前町

D 亀岡市薭田野町

人数

1
2
3

TEL

A 南丹市美山町

B 南丹市美山町

C 南丹市美山町

D 京都市右京区京北

E 京都市右京区京北

人数

担　当

大八木寿樹 075-854-1002

法人事務センター　井内祐治 0771-24-2596

普通自動車運転免許

・年間休日　（１２０日）※変動有
・有給休暇（法定通り）
・特別休暇
・子の看護休暇（有給）
・介護休暇（有給）

休日・休暇・福利厚生

4

y-inouchi@kamecomyu.net

子育て支援が充実！事業所内保育、学童あり

＜法人理念＞～共に生きる～　「利用者と共に・地域と共に・家族と
共に」　いつも、どんなときも助け合える仲間が自慢です。

遠方の方には職員寮を完備（住居手当付き）

安心の研修体制でキャリアアップを応援します

事業内容 特養、デイサービス、訪問介護、居宅支援ほか

職員数 240名

応募資格

障害

グループホーム　ホームたんぽぽ

担　当

時間給　９４０円

地域密着型特別養護老人ホームしゅうざん 高齢

勤務地

かめおか作業所

勤務地 募集職種

職員数 120名

地域 亀岡市

障害のある人たちを常に真ん中に、笑顔一杯の楽しい職場です

事業内容 日中支援・地域生活支援・相談支援

給与 一律手当 諸手当

応募資格

障害

３年間を通じての新任研修制度で学びの場が充実。

仕事のことは何でも相談できる、風通しの良い職員集団です。

障害ある人たちの夢や願いに応える、やりがいのある仕事です。

E-mail

第二かめおか作業所 障害

休日・休暇・福利厚生

グループホームあゆみ荘

資格手当・超過勤務
手当・通勤手当・宿泊
手当

高齢

グループホーム美山やすらぎホーム 高齢

居宅介護支援事業所　美山やすらぎホーム 高齢

tomoni.mirai@hokusoukai.com

特別養護老人ホーム美山やすらぎホーム

高齢

2
総支給額１７６，８５０円～

総支給額１８０，４５０円～
被服手当

通勤、住宅、扶養、超過
勤務、年末年始、役職
資格（5,000円～）

募集職種 給与 一律手当

被服手当

被服手当

地域 南丹市、京都市（右京区京北）

ABCD 支援員

総支給額２１２，０８０円～ 処遇改善加算
（10,000円）
夜勤手当、被服手当

障害

看護師･准看護師
普通運転免許

（うち基本給：１７９，２００円～）

通勤、住宅、扶養、超過
勤務、年末年始、役職
資格（2,000円～）

初任者研修終了
～介護福祉士
普通運転免許

・年間休日110日
・有給休暇（法定通り）
・バースデイ休暇1日
・慶弔休暇、傷病休暇あり
・女性職員の出産時祝い金支給
・各種社保・退職共済加入
・給与格付け職歴換算制度あり
・正職員登用制度あり（契約職員）
・永年勤続による海外・国内研修あり

（うち基本給：１７５，６００円～）

ＡＢＤＥ 相談員
社会福祉士
社会福祉主事
普通運転免許

Ｃ 介護支援専門員 3
総支給額１７６，８５０円～ 通勤、住宅、扶養、超過

勤務、年末年始、役職
資格（10,000円）

介護支援専門員
普通運転免許

（うち基本給：１７５，６００円～）

ＡＢＤＥ 看護職員 3

ＡＢＤＥ 介護職員 6

通勤、住宅、扶養、超過
勤務、年末年始、役職
資格（10,000円）（うち基本給：１７５，６００円～）

E-mail

諸手当

特別養護老人ホーム豊和園

社会福祉法人 亀岡福祉会

社会福祉法人 北桑会

ここが働きやすい！３つのポイント

山崎ゆかり

勤続

１２年目

「あたりまえに働き、地域で暮らす」ことを念

頭に、障害のある人たちの夢や願いに応

えるため、地域のみなさんと一緒に障害者

福祉に取り組んでいます。

先輩職員より

メッセージ！

無資格・未経験募集あり 非常勤･パート募集あり募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

新人からベテランまで研修が豊富です。

奨学金制度を活用し、学校に通い資格取

得も目指し、スキルアップもできます。

先輩職員より

メッセージ！

募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

美山やすらぎホーム

契約職員募集あり

勤続

２年目

法人

情報

人材育成

認証

第三者

評価受診

人材育成

認証

ワークライフ

バランス

認証

第三者

評価受診

医療職

求人あり

６０歳以上募集あり無資格・未経験募集あり 契約職員募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり

mailto:y-inouchi@kamecomyu.net
mailto:y-inouchi@kamecomyu.net
mailto:y-inouchi@kamecomyu.net
mailto:y-inouchi@kamecomyu.net
mailto:y-inouchi@kamecomyu.net
mailto:y-inouchi@kamecomyu.net
mailto:y-inouchi@kamecomyu.net
mailto:y-inouchi@kamecomyu.net
mailto:tomoni.mirai@hokusoukai.com
mailto:tomoni.mirai@hokusoukai.com
mailto:tomoni.mirai@hokusoukai.com
mailto:tomoni.mirai@hokusoukai.com
mailto:tomoni.mirai@hokusoukai.com
mailto:tomoni.mirai@hokusoukai.com
mailto:tomoni.mirai@hokusoukai.com
mailto:tomoni.mirai@hokusoukai.com
mailto:y-inouchi@kamecomyu.net
mailto:tomoni.mirai@hokusoukai.com


1
2
3

TEL

A 亀岡市・南丹市・京丹波町　周辺　

人数

1
2
3

TEL

A 南丹市美山町小渕クボ50-1

人数

処遇改善手当
(平均38,000円/月）
宿直・夜勤

処遇改善手当
(平均38,001円/月）
宿直・夜勤

応募資格

地域 南丹市

募集職種 給与 一律手当

初任者研修資格以上
（旧ヘルパー2級）
普通自動車免許

ご希望に
添います

訪問介護
(非常勤）

4

アットホームな環境

休日・休暇・福利厚生勤務地

総支給額：180,000円～
                    300,000円

諸手当

ご希望に
添います

訪問介護
(常勤）

介助員 2
時給940円～ 特殊業務・通勤・扶養

超過勤務・年末年始
特別一時金（年2回）

資格不問
普通自動車（AT限定
可）

・有給休暇（法定通り）
・慶弔休暇

常勤・非常勤を問わず、希望勤務日や
勤務可能時間を相談の上で働いてい
ただけます。

保育園の送迎があるから日中だけ・・・
Wワークだから朝晩だけ・・・
ガッツリ稼ぎたい・・・！

皆様の希望を最大限考慮して
シフトを作成いたしますのでご安心くだ
さい！

初任者研修資格以上
（旧ヘルパー2級）
普通自動車免許

2 介護職手当 昇給制度

E-mail h_yamamoto1986@outlook.jp 

なんたん介護　 高齢・障害

人事部　山本 0771-73-0551

特殊業務・通勤・扶養
超過勤務・年末年始
期末勤勉

資格不問
普通自動車(ＡT限定
可)

年間休日103日(週休2日)
有給休暇(法定通り）

うち基本給157,800円～

A

担　当

地域

時給2,000円～

A 支援員 2
月収例214,800円～

応募資格

風通しの良い職場

事業内容

職員数 46名

諸手当

日々の生活の中で、ご利用者さんが毎日楽しく
生活できるようかかわりを大切にしています。

労働時間が適正・休暇が取りやすい

休日・休暇・福利厚生

南丹市

訪問介護未経験でも大丈夫です！

日本一の給与と働きやすい職場を目指す事業所です！
業界トップクラスのお給料です！

1日1時間～OK！もちろん常勤も大歓迎ですよ！

事業内容 訪問介護

職員数 28名

担　当

障害入所

勤務地 募集職種 給与 一律手当

事務長　木戸　芳典 0771-75-1561

E-mail info@miyamaikuseien.or.jp

障害者支援施設　美山育成苑 障害

 株式会社 南丹介護事業所

 社会福祉法人 美山育成苑

村上 翔也

ここが働きやすい！３つのポイント

勤続

４年目

訪問介護が未経験だったので不安でしたが、

慣れるまで先輩方に同行して頂いたので安

心しました。

ライフワークバランスに合った働き方が出来

るので、趣味や家族との時間確保など、無

理なく続けられています。

６０歳以上募集あり無資格・未経験募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

先輩職員より

メッセージ！

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

西 川 英 行

勤続

１０年目

自然に囲まれたアットホームな施設です。

ご利用者とかかわりを持つ中で、楽しく

働けます。

無資格・未経験募集あり 非常勤･パート募集あり募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

先輩職員より

メッセージ！

人材育成

認証

第三者

評価受診

法人

情報
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1
2
3

TEL

A 亀岡市河原林町河原尻下五丹12

B 亀岡市大井町小金岐北浦16

C 亀岡市大井町小金岐北浦16

D 亀岡市大井町小金岐北浦16ほか9ヶ所

E 亀岡市千代川町高野林西ﾉ畑16-19

人数

1
2
3

TEL

A 船井郡京丹波町蒲生蒲生野173番地

B 船井郡京丹波町実勢大平37－1

人数

特別養護老人ホーム丹波高原荘　 高齢

1
221,200円～（経験5年程度
の給与例、資格手当含む）

正看護師、准看護師

正看護師、准看護師

・年間休日１０８日
・リフレッシュ休暇（バースデー休暇）あ
り
・有給休暇（法定通り）
・慶弔休暇・介護休暇
・退職金制度あり
・賞与　年3回（3.0ヶ月～4.2ヶ月）
・資格手当（介護福祉士・社会福祉士・
介護支援専門員等10,000円、看護師
15,000～20,000円）
・京都府民間社会福祉施設共済会加
入

資格不問
通勤、扶養、住宅、早
出・遅出、夜勤、年末
年始

通勤、扶養、住宅、年
末年始

AB 看護職員 通勤手当、年末年始
経験考慮します

A

高齢

より豊かに　より人間らしい生活を

事業内容

1
時給：1,250円～

休日・休暇・福利厚生

AB
支援員
(正職員)

3
総支給額：212,000円～

夜勤手当
（月平均4回26,000円）

通勤、住宅、扶養、超
過勤務、年末年始、役
職、資格（3,000円～）

短大・大卒以上
（学部は問いません）
又は福祉系専門卒以上
又は福祉経験3年程度以
上

・支援員（正職員）
　週休2日制　月休日8日～10日）
　有給休暇（法定通り）
　賞与年2回合計
　基本給4.0ヶ月/年　（前年度実績）
  特定処遇改善一時金（年2回）
　育児休業5名、介護休業1名(当年度
実績)
　各種社会保険完備
　研修制度
　資格取得費用補助制度
　退職金制度
・世話人
　週1回程度より(応相談)
　勤務日数により社保加入
・登録ホームヘルパー
　　週1～2日から可
　　7：00～20：00の間で数時間勤務

（うち大卒基本給：186,000円～）
経験加算あり

ABC
支援員

(契約職員)
3

時給：1,000円～
夜勤手当
（1回あたり6,500円）

E
登録ホーム
ヘルパー

経験・学歴不問

資格取得の支援制度あり

明るく働きやすい職場環境

休日・休暇・福利厚生

丹波高原荘デイセンター　

職員数

0771-82-2000

E-mail kougensou06@ktb.zaq.ne.jp

諸手当 応募資格

3
時給：1,400円

通勤、超過勤務、年末
年始

介護職員初任者研修
（旧ヘルパー2級）以上

ワークスおーい

一律手当 諸手当 応募資格

京丹波町

未経験でも安心して働ける指導体制

かしのき

通勤、超過勤務、年末
年始、資格

D 世話人 3
時給：1,000円～

通勤、超過勤務、年末
年始、資格

経験・学歴不問

みずのき

地域 亀岡市

先輩職員がみな優しいです。

時代が移りかわっても、ずっと必要とされる仕事です。
資格取得など、キャリアアップを強力にサポートします。

福利厚生もしっかりしています。

シフトを組む際は、希望を考慮します。

地域

夜勤手当
（1回あたり3,500円）

マイライフ松花苑　イースト・ウェスト

松花苑ホームヘルプセンター

勤務地 募集職種 給与

給与 一律手当

介護職員
処遇改善手当（年3回一
時金として支給）
（34,000円～340,000円）

E-mail soumu-saiyou@syokaen.jp

108名

担　当 事務局　谷口

事業内容 障害福祉サービス事業

職員数 197名

担　当 総務部長　鈩　克志 0771-23-0703

特養、デイサービス、軽費老人ホーム、居宅介護支援

看護職員
一時金（年3回支給）
（15,300円～153,000円）

総支給額：203,890円～

（うち基本給：162,890円）
2

AB

社会福祉法人 松花苑

　社会福祉法人 丹和会

勤務地 募集職種

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

かしのき 支援員

勤続

２年目

利用者さんと話しているだけでも楽しいし、新たな発見も

あり、創造的でワクワク感のある毎日です。生まれ育っ

た大好きな亀岡で、安定して長く働いていける仕事です。

人材育成

認証

６０歳以上募集あり無資格・未経験募集あり 契約職員募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

先輩職員より

メッセージ！

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

ご利用者やご家族が「ここの施設に来て

良かった！」と思えるような関わり・援助を

目指しています。

募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

ワークライフ

バランス

認証

第三者

評価受診

特養相談員 谷口真
勤続

７年目

先輩職員より

メッセージ！

人材育成

認証

第三者

評価受診

医療職

求人あり

無資格・未経験募集あり 非常勤･パート募集あり
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1
2
3

TEL

A 亀岡市

B 京都市

C 向日市

人数

1
2
3

TEL

A 亀岡市篠町篠洗川47番地1

B 亀岡市篠町篠洗川47番地1

人数

移動手当
通勤手当
資格手当
喀痰吸引手当
残業手当
深夜手当

4週7休＋祝日・年末年始等日数分
年間110日以上

(6ヶ月経過後の年次有給休暇日数10日)

　 940円～1,100円
※経験・所持資格による

日曜日・祝祭日・年末年始
(6ヶ月経過後の年次有給休暇数5日)

高・障

休日・休暇・福利厚生

Ａ
介護士
(常勤)

1人
165,000円～202,900円 介護福祉士手当11,000円

(初任者研修 修了者は
5,000円)

処遇改善手当33,000円
特定処遇改善手当
13,000円
※夜勤手当等、別途支
給

介護福祉士
初任者研修 修了者

※一律手当含む(介護福祉士)

Ｂ
介護士

(ﾊﾟｰﾄ:週3日)
3人

　　 安全運転手当
軽自動車  1往復250円
普通車    1往復400円

処遇改善手当16,000～
21,000円
特定処遇改手当8,000～
10,500円
※週3日勤務の場合

介護福祉士
初任者研修 修了者
普通自動車運転免許

介護職員
（正社員）

2
総支給　24万～ 処遇改善加算

　　　（￥17,000）

諸手当

職員数 34名

応募資格

担　当 二階堂・松林

休日・休暇・福利厚生

高・障

ホームヘルプセンターぴかピカ洛西 高・障

ホームヘルプセンターぴかピカ乙訓

ホームヘルプセンターぴかピカ

　「住み慣れた自宅で暮らしたい」そんな想いを実現します

Ｃ 介護職員 3

nikaido@mbox.kyoto-inet.or.jp

地域 亀岡市・京都市

ＡＢＣ

職員数

E-mail

介護老人保健施設　陽生苑通所リハビリテーション

Ａ

処遇改善加算
　　　（￥17,000）

 人事 ：上田  0771-23-2811

E-mail

0771-22-2132

勤務地

事業内容 老健・短期入所療養介護・デイケア・居宅介護支援

管理者・サ責登用あり将来性がある

福利厚生の充実・資格が取れｽｷﾙｱｯﾌﾟできる

高時給・高収入・高年収

総支給　24万～

基本給　18万～

Ｂ

　～　利用者様の笑顔を生み出すお仕事です　～

（家事・重訪）（身体）

基本給　18万～

募集職種 給与 一律手当

地域 亀岡市

基本給　18万～

勤務地 募集職種 給与 一律手当

非常勤 5

事業内容 居宅介護・重度訪問介護・訪問介護

時給 処遇改善加算
　　　（￥17,000）

資格不問
￥1,300～￥1,900　賞与なし

 107人（R3.12.1時点）

担　当

管理医師と連携・医療的サポート体制

週休1日以上
有給休暇（法定通り）
正社員賞与あり

介護職員 3→
総支給　24万～ 処遇改善加算

　　　（￥17,000）

思いやり・チームワークを大切にできる職場

介護福祉士取得に向けたﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ・ｻﾎﾟｰﾄ体制

介護老人保健施設　陽生苑

諸手当 応募資格

　特定非営利活動法人 自宅生活応援団ぴかピカ

医療法人社団 陽生会

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

松林 遼平
勤続

４年目

障がいや、難病の利用者が多くやりがい

のある仕事です。ヘルパーさんの仲が良く

大変なことも協力して乗り切っています。

ぜひ一緒に働きましょう。

先輩職員より

メッセージ！

募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

ここが働きやすい！３つのポイント

陽生苑が資格取得に

向けてサポートします！

勤続

約4年＆約9年

陽生苑で介護福祉士に

なりました（＾＾）

非常勤･パート募集あり募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

先輩職員より

メッセージ！

６０歳以上募集あり無資格・未経験募集あり 契約職員募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり

法人

情報

第三者

評価受診
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1
2
3

TEL

A 南丹市八木町

B ラポールもろはた 南丹市八木町

C 南丹市八木町

D 南丹市八木町

人数

1
2
3

TEL

A 京丹波町市場

B 京丹波町市場

人数

長老苑デイサービスセンター 高齢

通勤、住宅、扶養、超
過勤務、年末年始、役
職

BＣ 介護職員 2
総支給額：215,000円～ 処遇改善・特定処遇加算

（12,500円）資格手当
10,000円夜勤手当５,０００
円/１回

通勤、住宅、扶養、超
過勤務、年末年始、役
職
資格（10,000円～）

介護福祉士
（うち基本給：１77,500円～）

軽費A型・グループホーム・ショートステイ・
デイサービス・訪問介護

職員数 114名

地域 南丹市

福利厚生の充実

一律手当 諸手当 応募資格

資格手当
ケアマネ　12,000円
介護福祉士　7,000円

資格手当
・看護師：15,000円
・准看護師：8,000円

資格手当
ケアマネ　12,000円
介護福祉士　7,000円

資格手当
・看護師：15,000円
・准看護師：8,000円

看護師･準看護師

諸手当 応募資格

A 相談員 1
総支給額：200,000円～ 職務手当Ⅰ・Ⅱ（8,000～

12,500円）宿直手当3500
円/１回/役職手当５,０００
円

通勤、住宅、扶養、超
過勤務、年末年始、役
職

社会福祉主事任用資格
社会福祉士
介護福祉士（２年以上）（うち基本給：177,500円～）

事業内容

D

特別養護老人ホーム長老苑 高齢

休日・休暇・福利厚生

Ａ 介護士 3
186,800円～252,600円 職務手当 22,000円

夜勤手当 4,000円
 4～5回/月
交通費 距離に応じて

資格不問

・年間休日104日（誕生日休暇あり）
・有給休暇（法定通り）
・リフレッシュ休暇（年間6日）
・産休や育休、介護休暇あり
・社会保険完備
・職員互助会による懇親会や旅行あり

基本給148,800円～183,200円

資格取得補助金もあり、キャリアアップを応援します

パートから正職員への登用もあり、永く働けます

職務手当 22,000円
オンコール待機手当
1,000円　10回/月
交通費：距離に応じて

看護師･準看護師
基本給182,900円～200,500円

Ｂ 介護士 2
170,800円～232,600円 職務手当 22,000円

交通費 距離に応じて
資格不問

基本給148,800円～183,200円

Ｂ 看護師 1
212,900円～252,900円 職務手当 22,000円

交通費 距離に応じて基本給182,900円～200,500円

勤務地 募集職種 給与

事業内容

職員数 66名

豊かな自然の中で、温かな人の心が通い合う施設です

ラポール介護ステーション 高齢・障害

（うち基本給：1,440円～）

募集職種 給与 一律手当

資格不問

・年間休日107日（月9日・２月のみ8休）
・有給休暇（法定通り）

時給1,510円～ 処遇改善・特定処遇加算
（時給+70円）資格手当1
０円

車両借り上げあり。
日曜日+１００円

介護福祉士
（うち基本給：1,440円～）

介護全般

処遇改善・特定処遇加算
（時給25円）資格手当1０
円

訪問介護員 2

地域 京丹波町

介護の経験がない方、資格がない方も大歓迎社会福祉法人 わち福祉会

休日・休暇・福利厚生

D 訪問介護員 2
車両借り上げあり。
日曜日+１００円

初任者・実務者・ヘル
パー２級・ヘルパー１
級

Ａ 寮母 1
総支給額：169,000円～ 職務手当Ⅰ・Ⅱ（8,000

円）宿直手当3,500円/１
回（うち基本給：１57,500円～）

担　当 総務部　西原

勤務地

0771-42-4550

E-mail misyoukai4@misyoukai.jp

軽費老人ホーム「ラポール八木」 高齢

高齢・障害

グループホームちくりんえん 高齢

ライフステージに合わせて長く働ける職場です。

社会福祉法人 未生会

時給１,475円～

Ａ 看護師 2
217,900円～257,900円

アットホームな環境

研修制度の充実

E-mail tyorouen@juno.ocn.ne.jp

担　当 総務部　榎川勝哉 0771-84-1748

ここが働きやすい！３つのポイント

所属 ちくりんえん

氏名 谷利

ゆったりと自分のペースで働ける職場です。

利用者様一人一人と向き合った介護を心

がけています。

先輩職員より

メッセージ！

募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

介護室 竹林翔大

勤続

２年目

以前は飲食業に従事していましたが、新型コロナ

の影響により転職しました。

初めての職種でしたが、先輩の皆さんから暖かく

指導して頂き、充実した毎日を送っています。

先輩職員より

メッセージ！
人材育成

認証

ワークライフ

バランス

認証

第三者

評価受診

募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

法人

情報

勤続

２年目

人材育成

認証

ワークライフ

バランス

認証

第三者

評価受診

６０歳以上募集あり無資格・未経験募集あり 契約職員募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり

医療職

求人あり

６０歳以上募集あり無資格・未経験募集あり 契約職員募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり
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1
2
3

TEL

A 南丹市園部町小山東町平成台1-21

人数

1
2

3

TEL

A 亀岡市追分町

B 亀岡市追分町

C 亀岡市西つつじヶ丘

人数

ABC 管理者 3
総支給額：180,000円～ 保有者のみ

各使用資格手当
1,000円～

通勤、住宅、超過勤
務、年末年始、役職
資格（1,000円～）

資格不問
（うち基本給：180,000円～）

看護職員 2
総支給額：200,000円～ 保有者のみ

各使用資格手当
1,000円～

通勤、住宅、超過勤
務、年末年始、役職
資格（1,000円～）

看護師･準看護師
（うち基本給：200,000円～）

A 生活支援職員 4
総支給額：170,000円～ 保有者のみ

各使用資格手当
1,000円～

通勤、住宅、超過勤
務、年末年始、役職
資格（1,000円～）

介護福祉士
社会福祉士
精神福祉士等
あれば尚可

（うち基本給：170,000円～）

地球館 障害

ハーモニーケア 障害

勤務地 募集職種 給与 一律手当 諸手当 応募資格 休日・休暇・福利厚生

A 職業指導職員 4
総支給額：170,000円～ 保有者のみ

各使用資格手当
1,000円～

通勤、住宅、超過勤
務、年末年始、役職
資格（1,000円～）

資格不問

・年間休日113日（完全週休２日）
・有給休暇（法定通り）

（うち基本給：170,000円～）

BC 児童指導員 5
総支給額：180,000円～ 保有者のみ

各使用資格手当
1,000円～

通勤、住宅、超過勤
務、年末年始、役職
資格（1,000円～）

保育士
教員資格
福祉系学校等（うち基本給：180,000円～）

ABC

地域 亀岡市

研修制度が充実！どんどん技術を向上していけます。

　福祉サービス事業所です。食品から農産物、電子・電機・
　ITテクノロジー等の製造・販売まで行い利用者様の生き甲斐
　を創造しています。

社長との距離も近く、何でも話し合える環境です。

福祉サービスを行っていますが、食品から農産物製造加工、電子・電
機・ITテクノロジー等まで様々な産業技術を身につける事ができます。

事業内容 障害通所、児童デイサービス

職員数 32名

担　当 総務部　人事課 0771-25－2511

E-mail y-irsk8@leto.eonet.ne.jp

ハーモニージョブズ 障害

有限会社 ハーモニーケア

休日・休暇・福利厚生

A 保育教諭 3
処遇改善加算
経験年数×3,000円

クラス担任
役職手当
通勤手当

保育士資格
幼稚園教諭

・日曜、祝日
・有給休暇（半年後開始・就業規則によ
る）
・夏休３日
・冬休12月29日～1月3日
・厚生年金、雇用保険、社会保険
　（勤務時間による）

基本給：１８万円

勤務地 募集職種 給与 一律手当 諸手当 応募資格

幼保連携型認定こども園　南丹のぞみ園

山崎

 社会福祉法人 京都ルーテル会 自分の思いをしっかり出せる

子どもたち一人ひとりを大切に子ども達が
のびのびと園生活を楽しんでほしい

恵まれた環境

研修制度の充実

事業内容 保育（養護と教育）

職員数 約40名

担　当 0771-68-2255

E-mail nantannozomi@gmail.com

地域 南丹市

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイン

松本 美帆

先輩職員より

メッセージ！

６０歳以上募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり募集情報（概要） ※詳細はブースに

求人のある事業所名・所在地

勤続

１年目

開園１年目で子ども一人一人を大事に

しながら、子どもと一緒に教育・保育を

創り上げていく楽しさを感じています。

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

ハーモニーケア

M 氏

勤続

１２年目

何でも話し合える環境であり、業務は一人

ひとり、一からじっくりとお教えしますので

ご安心ください。まずは当日説明会でお話

しましょう！

先輩職員より

メッセージ！
第三者

評価受診

募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

医療職

求人あり

６０歳以上募集あり無資格・未経験募集あり 契約職員募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり
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1
2
3

TEL

A 亀岡市旅籠町

B 亀岡市新町

C 亀岡市新町

人数

1
2
3

TEL

A 亀岡市大井町

人数

Ａ 生活支援員 2

192,284円
(大卒初任給例）～ 夜勤(7,500円/回）、

変則（500円/回）

通勤、超過勤務、年末
年始、職務、住宅、
扶養

資格不問

（一律手当・諸手当含まず）

※夜勤3～4回/月
※変則6～12回/月

※住宅：上限27,000円
扶養：子10,000円/人
他

※処遇改善関係支給
有(一時金)2020年度
実績・最大149,500円

勤務地 募集職種 給与

2
通勤、超過勤務、年末
年始、職務、住宅、
扶養

介護福祉士・保育士・
社会福祉士

（一律手当・諸手当含まず）

定年65歳/再雇用制度有
社会保険完備/年間休日118日

2つの退職金制度に加入
昇給年1回

賞与年間4.3ケ月（2021年度実績）
丹波沓掛以遠、高速通行料半額支給
有給休暇（法定通り・採用日から可）

特別有給休暇（コロナも対応）
療養休暇制度有（3ケ月限度）

育児休業・介護休業実績有（男女共）
自家用車通勤可・無料駐車場完備

インフル予防接種/健診補助
節目人間ドッグ全額補助

制服・靴貸与※全職種経験加算有

働きやすい職場づくりを目指しています。
またワークライフバランスに応じて

雇用形態を選ぶこともできます。是非施設見学に来てください！

設備環境が充実しており体の負担が少ないです

残業がきわめて少ない職場です

事業内容 障害入所・デイサービス・放課後デイ・児童発達支援

職員数 320名

担　当 総務課　浅田　功 0771-23-0701

E-mail hananoki@chive.ocn.ne.jp

花ノ木医療福祉センター 障害

一律手当 諸手当 応募資格 休日・休暇・福利厚生

Ａ 看護師 3

212,742円
(短3卒初任給例）～ 夜勤(12,000円/回）、

変則（500円/回）

通勤、超過勤務、年末
年始、ケア児等対応、
職務、住宅、扶養

看護師

（一律手当・諸手当含まず）

Ａ 生活支援員

199,280円
(大卒初任給例）～ 夜勤(7,500円/回）、

変則（500円/回）

地域 亀岡市

プリセプター制度にて手厚い先輩職員のサポート

しんまち小規模多機能ホーム 高齢

勤務地 募集職種 給与 一律手当 諸手当 応募資格 休日・休暇・福利厚生

Ａ 介護福祉士 1名
213,000円～

資格手当

夜勤手当、日祝手当、土
曜手当、皆勤手当、通勤
手当、超過勤務手当、特
定処遇改善手当、家族、
保育、年末年始

介護福祉士

年間116日
有給休暇（法定通り）　介護休暇・看護
休暇・産前産後休暇・育児休業・慶弔
休暇　常勤の賞年4.6ヶ月+α（令和3年
度実績）本給に経験加算

（うち基本給148,000円～）

Ｂ
登録ホーム
ヘルパー

随時
時給1,220円～ 超過勤務手当、特定

処遇改善手当、通勤
手当

初任者研修以上（ホー
ムペルパー2級）

（非常勤勤務）

Ｃ 看護師 1名

アットホームな環境

　「高い技術と温かい心をもって、医療・介護を提供し、地域社会
　の発展に貢献します」を理念に病院・介護医療院・介護保険サー
　ビスを幅広く運営する法人です。

福利厚生の充実

研修制度の充実

事業内容 医療・介護

職員数 397名

担　当 齊藤博之 0771-22-0341

E-mail kamekame@oak.ocn.ne.jp

介護医療院はたごまち 高齢

訪問介護ステーション 高齢

正看護師時給1,610円～ 日祝手当、土曜手当、
超過勤務手当、通勤
手当

正看護師、准看護師

准看護師時給1,460円～

医療法人 亀岡病院

地域 亀岡市

社会福祉法人 花ノ木

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

しんまち小規模多機能ホーム

三澤 周平

勤続

７年目

ご利用者とともに、毎日様々な活動を

行っています。やりがいを持って一緒に

働きましょう！！

先輩職員より

メッセージ！

人材育成

認証

募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

医療職

求人あり

非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

生活支援係

竹村真紀

勤続

３年目

福祉でしか感じられない達成感が多くあります。

先輩職員がサポートしますので、未経験でも

大丈夫

先輩職員より

メッセージ！

人材育成

認証

第三者

評価受診

募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

医療職

求人あり

無資格・未経験募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり
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1
2
3

TEL

A 亀岡市余部町宝久保1－1

B 介護事業課（ホームヘルプセンター、デイサービスセンター） 同上

ヘルプセンターのみ　余部町樋又６１－1

人数

1
2
3

TEL

A 南丹市八木町西田

B 南丹市八木町西田

C 南丹市八木町西田

人数

Ａ
介護職員
（非常勤）

3
時給　970円～（資格なし） 介護職員処遇改善手当、

特定処遇改善手当等

通勤手当、扶養手当、
管理職手当、時間外
手当、年末年始手当

資格・経験不問
時給　1,010円～（介護福祉士）

〇正職　【基本給参考例】
月額182,200円（大卒の場合）
月額150,600円（高卒の場合）
＊職歴加算あり

地域 亀岡市

チームワークの良い明るい職場

支え合い　助け合い　顔のみえるまち・かめおか
～人づくり・絆づくり・地域づくり・基盤づくり～を目指して

キャリアアップのための研修受講の推奨

福利厚生の充実

施設処遇改善手当
通勤手当、時間外手
当、年末年始手当

資格・経験不問
パート（週３日～）

諸手当 応募資格 休日・休暇・福利厚生

ＡＢ 介護職員 3

大卒251,000円～、
短大・専門卒238,000円～

資格手当、夜勤手当
（8,000円/１回）、介護職
員処遇改善手当、特定処
遇改善手当

資格手当、通勤手当、
扶養手当、役職手当、
時間外手当、年末年
始手当、保育手当

資格・経験不問

・実労働時間７時間１５分
・年間休日（令和３年度）１１１．５日
（夏季休暇、年末年始休暇、有給休
暇、慶弔休暇、子の看護休暇制度、介
護休暇制度等あり）
・各種社会保険加入
・インフルエンザ予防接種（無料）
・駐車場・駐輪場　完備（無料）
・実務者研修　受講無料

高卒226,000円～
※いずれも一律手当含む

Ａ 看護職員 1
正看　250,000円～

特定処遇改善手当
通勤手当、扶養手当、
管理職手当、時間外
手当、年末年始手当

看護師・准看護師資
格

准看　209,000円～

Ａ 入浴介助員 1
時給　1,070円 介護職員処遇改善手当、

特定処遇改善手当等
通勤手当、時間外手
当、年末年始手当

資格・経験不問

Ｃ
寮父母

（非常勤）
1

時給　940円

職員数 110名

担　当 事務局　谷口・奥村 0771-43-0228

E-mail spe85uw9@wit.ocn.ne.jp

特別養護老人ホームヴィラ多国山

グループホームかたらいの家

ケアハウス白百合苑

勤務地 募集職種 給与 一律手当

地域 南丹市

教育・研修制度の充実

「利用者の幸せ」「職員の幸せ」「法人の幸せ」
３つの「幸せ」の実現をします

資格取得支援の充実

労働時間７時間１５分、年間休日１１１日

事業内容 特養・短期・グループホーム・ケアハウス

勤務地 募集職種 給与 一律手当 諸手当 応募資格 休日・休暇・福利厚生

Ａ
保健師又は

看護師
正職
1名

通勤・業務（資格）手当、
期末・勤勉手当（年2回）
他、就業規則に則り、扶
養・住宅手当

保健師又は看護師
※１資格のある方
＊令和4年4月1日付
採用予定

Ｂ 介護職
常勤嘱
託職員

1名

処遇改善加算あり
（年2回）

通勤・業務（資格）手
当、期末手当（年2回）

介護福祉士等資格の
ある方
＊採用日相談に応じ
ます

〇嘱託　【基本給参考例】
月額151,700円

年間休日（126日）Ｒ２年度
夏季休暇あり、年末年始休み
有給休暇20日（入職月にて調整）

事業内容 社会福祉事業、公益事業

職員数 90名

担　当 総務課　高橋・谷 0771-23-6711

E-mail fukukame@fukukame-net.or.jp

包括支援課（包括支援センター）

※１：看護師は地域ケア（訪問看護、通所介護等）、地域保健（健康づくり、介護予防等に  かかわる業務）の経験のある方(相談可)

＊その他、介護職はパート職員なども随時募集しております。無資格・未経験の方も大歓迎です！

　社会福祉法人 亀岡市社会福祉協議会

社会福祉法人 アイリス福祉会

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

Ｍさん（男性）

勤続

4年目

『質問しやすい、自分の意見も言いやすい、

そして一人で悩まなくてすむ』・・・そんな働き

やすい職場です‼

先輩職員より

メッセージ！
人材育成

認証

第三者

評価受診

募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

６０歳以上募集あり無資格・未経験募集あり 契約職員募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

特養ヴィラ多国山

介護士

勤続

２年目

これまで他業種で働いていましたが、２年前に転

職し介護職として働いています。始めは戸惑う

事もありましたが、周りの先輩方と話しやすい環

境があり、丁寧に教えていただけます。

先輩職員より

メッセージ！

人材育成

認証

ワークライフ

バランス

認証

第三者

評価受診

募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

医療職

求人あり

無資格・未経験募集あり 非常勤･パート募集あり
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1
2
3

TEL

A 亀岡市篠町

B 亀岡市篠町

C 亀岡市篠町

D 亀岡市篠町

E 亀岡市篠町

人数

1
2
3

TEL

A 南丹市美山町高野素崎

B 南丹市美山町高野素崎

C 南丹市美山町高野素崎

人数

認知症対応型通所介護　ほっとルームあゆみ

技能資格、車輛運転、
通勤、日祝、年末年
始、扶養

介護職員
（非常勤）

1

介護福祉士
時給1,200～1,250円 業務手当

夜勤手当6,000円／回
通勤、年末年始 資格不問

資格なし
時給1,000～1,050円

Ｃ
調理職員
（非常勤）

1
時給980～1,000円

通勤、年末年始 資格不問

グループホームみやま 高齢

美山こぶしの里厨房 高齢

勤務地 募集職種 給与 一律手当 諸手当 応募資格 休日・休暇・福利厚生

Ａ
介護職員
（非常勤）

1

介護福祉士
時給1,200～1,250円

通勤、年末年始 自動車運転可能な方

【正職員５９歳まで】
・年間休日107日
（月９日、２月は８日休み）
・有給休暇（法定通り）プラス試用期間
後に３日
・リフレッシュ休暇、慶弔休暇
・七野会の職員は法人が開催する介護
職員実務者研修を無料で受講すること
が出来ます

【非常勤職員　７２歳まで】
勤務例：週３２時間　休日は月１３日
週３０時間以上勤務の方は社保加入

資格なし
時給1,000～1,050円

Ｂ
介護職員
（正職）

1

総支給額
190,192～270,792円 業務手当

夜勤手当6,000円×4回

通勤、超勤、扶養、年
末年始、役職、資格加
算、経験加算

資格不問
うち本俸
159,800～237,300円

Ｂ

地域 京都市・南丹市

意外に近い！京丹波・園部から車で４０分

競い合うより、誰もが「その人らしく」
安心して暮らせる支援を目指します

法人の経年ごとの研修制度あり

豊かな自然、新鮮な空気に囲まれています

事業内容 特養・老健・デイ・グループホーム・居宅など

職員数 580名

担　当 採用教育部　中尾・齋藤 075-466-5095

E-mail nakao@nananokai.com

美山こぶしの里デイサービスセンター 高齢

A 介護職員 1
総支給額:228,150円 特定＋処遇改善手当

（26,250円）
夜勤手当（1回8,000円）

資格不問

・年間休日105日(週休2日）
・有給休暇(法定通り）
・特別休暇（勤続年数5年で3日、10年
で10日など）
・無料駐車場完備
・職員の食費補助（1食200円であるが1
か月上限2,800円）
入院費補助（持病でなければ無料）
・制服支給
・保険加入（無料の健康相談、セカンド
オピニオン、メンタルヘルス等）

（うち基本給174,900円）

BC 介護職員 1
総支給額:228,150円 特定＋処遇改善手当

（26,250円）
夜勤手当（1回8,000円）

資格不問
（うち基本給174,900円）

DE 介護職員 1
総支給額:201,150円 特定＋処遇改善手当

（26,250円）
資格不問

（うち基本給174,900円）

AＢＣＤＥ 介護職員 3
時間給1,000～1,200円

処遇改善手当10,000円～＋
特定処遇改善手当3,250円

車輛運転、通勤、日祝 資格不問
日数、時間等相談可能

E-mail takemoto@kameoka-ayumi.com

地域密着型特別養護老人ホーム　あゆみ

グループホーム　あゆみの家

小規模多機能型居宅介護　あゆみの家

亀岡あゆみデイサービスセンター

勤務地 募集職種 給与 一律手当 諸手当 応募資格

地域 亀岡市

上司がしっかりと話を聞いてくれる！

こだわりが無いのがこだわり、とりあえずやってみようで楽しく
チャレンジ！『施設』から『住まい』へを目指して奮闘中です。

是非、仲間に加わって下さい。

新しい事に挑戦できるから仕事が楽しい！

チームのフォローが手厚い！

事業内容 特別養護老人ホーム・デイサービス・保育園

職員数 190名

担　当

休日・休暇・福利厚生

竹本　知子 0771-25-5840

社会福祉法人 倣襄会

社会福祉法人 七野会

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

介護福祉士

古川 晃平

勤続

５年目

業務効率化に向けてICTの導入や職員、利用者

の身体的負担を軽減する為のノーリフティング

ケアが導入されるので自分の身体、時間を守れ

ます！

先輩職員より

メッセージ！
人材育成

認証

ワークライフ

バランス

認証

第三者

評価受診

募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

６０歳以上募集あり無資格・未経験募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

特養 鈴木貴勝

勤続

７年目

世間の人が思っているよりもしんどく

ないし、本当に楽しいですよ！

先輩職員より

メッセージ！
人材育成

認証

第三者

評価受診

募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

６０歳以上募集あり無資格・未経験募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり
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1
2
3

TEL

A 亀岡市河原林町河原尻上砂股100

B 亀岡市薭田野町奥条古畑2

C 亀岡市薭田野町奥条古畑2

D 亀岡市河原林町河原尻上砂股100

E 京都府亀岡市河原林町河原尻中垣内39-1

人数

1
2
3

TEL

A 南丹市八木町

B 亀岡市西町

人数

勤務時間帯相談可

高齢者あんしんサポートハウスりしょう 高齢

D

AB 介護職員
A:7人
B:3人

総支給額202,000円～ 処遇改善加算
(10,000円～20,000円）
夜勤手当1回8,000円/16H
　　　　　　1回6,000円/8H
(月平均４回３２,０００円)

介護職員初任者研修
3,000円
介護職員実務者研修
5,000円
超過勤務
年始手当

資格不問
夜勤できる方優遇しま
す。（うち基本給170,000円から）

B
看護師

准看護師

210,000円～
資格手当
准看護師　20,000円
看護師　　 30,000円
超過勤務
年始手当

看護師/准看護師

（うち基本給190,000円から）

休日・休暇・福利厚生

経験、資格、夜勤、業務、
処遇改善、特定処遇改善
手当

通勤手当、家族手当、
時間外手当、年末年
始手当

介護福祉士
（経験年数に応じて手
当変更あり）

年間休日111日（週休2日）
有給休暇（法定通り）

（内基本給175,000円～）

AB 介護職員 2
総支給額219,500円～ 経験、資格、夜勤、業務、

処遇改善、特定処遇改善
手当

通勤手当、家族手当、
時間外手当、年末年
始手当

初任者研修修了者
（経験年数に応じて手
当変更あり）（内基本給165,000円～）

木村 0771-42-5353

E-mail info@eikouen-kyoto.com

Good Life栄広園

ヘルパーステーション　しおん

AB 介護職員 2
総支給額249,500円～

勤務地 募集職種 給与 一律手当 諸手当 応募資格

地域 南丹市・亀岡市

福利厚生が充実しています

株式会社TLPは地域に根付く事業所を目指します
無資格から安心して働ける教育制度

キャリアアップしやすい環境です

事業内容 特定施設、訪問介護

職員数 60名

担　当

休日・休暇・福利厚生

第二亀岡園ケアハウス 高齢

事業所内保育施設よいこらんど 児童

勤務地 募集職種 給与 一律手当 諸手当 応募資格

200,000円～
職責手当20,000円

資格手当　20,000円
超過勤務
年始手当

管理栄養士
（うち基本給160,000円から）

1人

E 調理員 1人
時給1,000円～ 超過勤務

年始手当

2人
時給1,020円～ 超過勤務

年始手当
保育士

勤務時間帯相談可

保育士

福利厚生の充実

働く人にやさしい職場づくりを実践しています。
ICT化により更にはたらきやすい職場を目指しております。

事業所内保育施設（24時間稼働）

時間単位の有給休暇の取得制度あり

事業内容
特別養護老人ホーム・ショートステイ・デイサービス
居宅介護支援・ケアハウス・高齢者あんしんサポートハウス
地域包括支援センター・診療所

職員数 190人

担　当 稲荷・前川 0771-24-5408

E-mail inari@rishoukai.com

特別養護老人ホーム亀岡園 高齢

特別養護老人ホーム第二亀岡園 高齢

AB 介護職員
A:7人
B:3人

総支給額222,000円～ 処遇改善加算
(10,000円～20,000円）
夜勤手当1回8,000円/16H
　　　　　　1回6,000円/8H
(月平均４回３２,０００円)

資格　20,000円
超過勤務
年始手当

介護福祉士
夜勤できる方優遇しま
す。（うち基本給170,000円から）

年間休日107日（シフト制、月9日休み）
有給休暇（法定通り）

A 管理栄養士 1人

地域 亀岡市

社会福祉法人 利生会

株式会社 TLP

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

特別養護老人ホーム

第二亀岡園所属

勤続

１７年目

職員同士の仲も良く何でも話し合えています。

心配になることもありますが、常に仲間がい

ます。

支え、支え合ったりして、共に入所される

方々の支援に繋がるよう頑張っています。

先輩職員より

メッセージ！

募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

６０歳以上募集あり無資格・未経験募集あり 契約職員募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり

法人

情報

ここが働きやすい！３つのポイント

Good Life栄広園

所属

勤続

２年目

介護の仕事から離れていたため、現場

復帰に不安がありましたが、丁寧な指導

もあり不安なく介護の現場に戻ることが

できました。

先輩職員より

メッセージ！

募集情報（概要） ※詳細はブースにて

求人のある事業所名・所在地

無資格・未経験募集あり 非常勤･パート募集あり 短時間勤務あり

人材育成

認証

くるみん

認証

ワークライフ

バランス

認証

第三者

評価受診

医療職

求人あり
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