
【嶺南会場：高齢】

No 法人名 施設・事業所名 事業所所在地 事業種別 求人職種 雇用形態 求人票№ 事業所HP 事業所PR動画

敦賀きらめき
敦賀市市野々町２
丁目1554番

高齢 介護職
非常勤・
パート

小浜きらめき
小浜市遠敷9丁目
501

高齢 介護職
非常勤・
パート

高齢 介護職
非常勤・
パート

1810-2205-
00020

高齢 看護職
非常勤・
パート

1810-2205-
00018

高齢 調理員
非常勤・
パート

1810-2205-
00019

駅前アクティブセンタース
テップ、他

敦賀市白銀町10-15 高齢 介護職 正職員
1810-2203-
00030

ダブルアール生活リハビリ
センター

美浜町美浜町大薮
９－２

高齢 看護職
非常勤・
パート

1810-2203-
00029

高1

高3 株式会社リハぷらす
https://www.rehapl
us.co.jp/

https://youtu.be/CE-
0xsNu9ec?list=TLGGb8HQno8iGH0
wNjAxMjAyMg

福井県民生活協同組合
1810-2204-
00165

https://www.fukui.c
oop/care/

高2
社会福祉法人
ふくいの福祉家

デイサービスセンター幸 敦賀市平和町1-23
http://fukushika.co
m/

https://www.youtube.com/watch?v
=M-7g3XyueGo&t=28s
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看護小規模多機能型居宅
介護支援事業所「あおい」

敦賀市昭和町2丁目
11-5

高齢 介護職 正職員
1810-2204-
00245

敦賀ケアセンターかくだ「訪
問介護」

敦賀市昭和町2丁目
17-5

高齢 介護職 正職員
1810-2204-
00245

敦賀ケアセンターかくだ「通
所介護」

敦賀市昭和町2丁目
20-16

高齢 介護職 正職員
1810-2204-
00245

高齢 介護職 正職員
1810-2205-
00016

高齢
介護支援専
門員

正職員
1810-2205-
00015

高齢 看護職 正職員
1810-2205-
00017

高4
http://care-
net.biz/18/kakuda/i
ndex.php

株式会社かくだ

高5 株式会社こばやし
ヘルパーステーションこば
やし

敦賀市砂流50号38
番地の７（ひばりケ
丘町）

https://care-
koba.com/
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高齢 介護職 正職員
1810-2204-
00261

高齢 看護職 正職員
1810-2204-
00262

高齢 介護職 正職員
1810-2204-
00263

高齢 介護職
非常勤・
パート

1810-2204-
00264

高齢 看護職
非常勤・
パート

1810-2204-
00266

ニチイケアセンター上中
若狭町井ノ口26-5-
19

高齢
ホームヘル
パー

非常勤・
パート

1810-2204-
00075

ニチイケアセンターわかさ
若狭町北前川29-6-
1

高齢
ホームヘル
パー

非常勤・
パート

1810-2204-
00075

ニチイケアセンター小浜 小浜市南川町11-35 高齢
ホームヘル
パー

非常勤・
パート

1810-2204-
00075

㈱ニチイ学館 福井支店
www.nichiigakkan.co
.jp

高7

株式会社ほっとリハビリシス
テムズ

http://www.hotreha.
com

https://youtu.be/1H0Ap1QHiIY高6 敦賀事業所 敦賀市沓見141-2-1
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高齢 介護職 正職員
1810-2204-
00248

高齢 介護職
非常勤・
パート

1810-2204-
00250

高齢 看護職 正職員
1810-2204-
00251

高齢 看護職
非常勤・
パート

1810-2204-
00252

高9 社会福祉法人若州福祉会
特別養護老人ホームもみじ
の里

小浜市東勢11-3 高齢 介護職 正職員
1810-2204-
00140

http://momijist.jp

高齢 介護職 正職員
1810-2204-
00255

高齢 介護職
非常勤・
パート

1810-2204-
00254

http://www.s-a-
care.co.jp

高8 株式会社　等愛会 高齢者入居施設　わらく
若狭町上吉田1-25-
1

社会福祉法人友興会 高浜けいあいの里 高浜町和田168-22
http://www.yukokai.
or.jp/

高10
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高齢 介護職 正職員
1810-2205-
00078

高齢 介護職
非常勤・
パート

1810-2204-
00269

高齢 介護職 正職員
1810-2205-
00023

高齢
相談・支援・
指導員

正職員
1810-2205-
00022

高齢 看護職 正職員
1810-2204-
00044

高齢
介護支援専
門員

正職員
1810-2204-
00043

高齢 介護職
非常勤・
パート

1810-2205-
00024

高11 有限会社グっとサポート
サービス付き高齢者向け住
宅ココ・ガーデン

高浜町薗部47－4
https://g-support-
takahama.com/

高12
敬仁会
（渓山荘グループ）

敦賀市開町3-35
https://fukui-
keijinkai-rec.jp/

https://www.youtube.com/watch?v
=EmfXCEorxgQ&t=27s社会福祉法人敬仁会
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高齢 介護職 正職員
1810-2204-
00289

障害 介護職 正職員
1810-2204-
00290

https://www.youtube.com/watch?v
=kwDOV6cMkIU

高13 ＳＯＭＰＯケア株式会社
ＳＯＭＰＯケア　敦賀　訪
問介護

敦賀市堂50-1-4

https://recruit.som
pocare.com/search
?work_type=&city=1
8202&pref=18
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