2018/10/27

第2回 福祉の職場説明会・就職面接会 申込事業所(松本会場) 出展予定事業所一覧（10月26日更新）
平成30年11月13日（火）12時30分〜 松本市勤労者福祉センター（松本市）で開催
整理
番号

事業所名

プレゼン
テーション

分野

求人募集中の事業所

特に募集中の職種

1

上伊那医療生活協同組合

高齢

生協総合ケアセンターいいじま（上伊那郡飯島町飯島）
生協総合ケアセンターいな（伊那市狐島）
上伊那生協病院（上伊那郡箕輪町中箕輪）

介護職員

2

特別養護老人ホーム えんれい

高齢

特養 えんれい（塩尻市片丘）

介護職員

3

介護付有料老人ホーム エールコート咲楽

高齢

介護付き有料老人ホーム エールコート咲楽（松本市今井）

介護職

4

医療法人 道悠会

高齢
保育
その他

サービス付き高齢者向け住宅 悠庵（託児所併設）（松本市野溝西）
松本中川病院 通所リハビリテーション（松本市野溝西）
松本中川病院（松本市野溝西）

介護職、看護師、保育士

5

社会福祉法人 ハーモニー

高齢

老健 ハーモニー（松本市島内）
特養 ハーモニー（松本市沢村）
グループホーム笹部（松本市笹部）

介護職、看護職

6

医療法人心泉会 上條記念病院
介護老人保健施設ローズガーデン

高齢

老健 ローズガーデン（松本市中山）
上條記念病院（松本市村井町西）
社会福祉法人 心泉会（松本市中山）

介護職員、看護職員

7

介護老人保健施設 有明苑

高齢

老健 有明苑（安曇野市穂高有明）

介護職員、看護職員、ケアマネ

8

（株）ウェルライフ信州複合福祉施設セントラル・ビオス

高齢

複合福祉施設 セントラル・ビオス（松本市大手）

介護職員、機能訓練指導員
相談員

9

社会福祉法人協立福祉会

高齢

介護付き有料老人ホーム みずほの里（塩尻市桟敷）
グループホーム ふきぼこ（塩尻市桟敷）
複合福祉施設 あずみの里（老健・特養・住宅型有料）（安曇野市豊科高家）

介護職

10 松塩安筑老人福祉施設組合

高齢

養護老人ホーム 温心寮（松本市波田）

介護員

11 社会福祉法人 アルプス福祉会

高齢

居宅介護事業所あしすと東（松本市寿豊丘）
居宅介護事業所あしすと西（松本市新村）
グループホーム（松本市寿豊丘）

ヘルパー、泊り職員

○
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求人募集中の事業所

特に募集中の職種

12 社会福祉法人 高遠さくら福祉会

高齢

特養 さくらの里（伊那市高遠町）
グループホーム桜（伊那市高遠町）
地域密着型特養みのりの杜（伊那市東春近）

介護職、看護職

13

有限会社 宗明会

高齢
その他

訪問介護ステーションつばさ（安曇野市堀金烏川）
小規模多機能福祉施設見岳荘～けやき～（安曇野市堀金烏川）
小規模サテライト見岳荘～はなみずき～、竹庵

看護師、介護員

14

社会福祉法人 サン・ビジョン

高齢

グレイスフル塩尻（塩尻市大門八番町）
グレイスフル下諏訪（諏訪郡下諏訪町髙木）
グレイスフル箕輪（上伊那郡箕輪町中箕輪）

介護職、看護職

高齢

桔梗ヶ原病院（塩尻市宗賀）
老健 まほろばの郷（塩尻市宗賀）
老健 萌生の里（塩尻市木曽平沢）

介護士、看護師、准看護師

高齢
障がい

総合福祉施設 開田の里（木曽郡木曽町開田高原西野）
開田の里（木曽郡木曽町開田高原西野）

介護員、支援員

高齢

住宅型有料老人ホーム ふくろうの家横田（松本市横田）

介護職、看護職

18 富士見高原医療福祉センター

高齢

老健さくらの（諏訪郡原村）
老健きりとう・特養きりとう（上伊那郡辰野町小野）
特養恋月荘（諏訪郡富士見町境）
その他老健・特養・グループホーム（富士見町、諏訪市、伊那市）

介護福祉士、介護員
保健師・看護師

19 社会福祉法人松本ハイランド

高齢

特養 ゆめの里和田（松本市和田）
松本市立養護老人ホーム 松風園（松本市入山辺）
ゆめの里和田デイサービスセンター（松本市和田）

看護職、介護職

20 医療法人梓誠会 梓川診療所

高齢

通所リハビリテーション スワニーあずさ（松本市梓川梓）
グループホーム あずさ小町（松本市梓川梓）

介護職

高齢

特養・デイサービスセンター 銀松苑（大町市常盤）

介護職員、生活相談員

高齢

特養 桔梗荘（塩尻市広丘郷原）
特養 サンライフおみ（東筑摩郡麻績村麻）
特養 やまびこの里（松本市今井）

介護職

15 医療法人社団 敬仁会
総合福祉施設 開田の里

16 障害者支援施設 開田の里
17

住宅型有料老人ホーム
ふくろうの家横田

21 社会福祉法人れんげ福祉会

22 松塩筑木曽老人福祉施設組合
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プレゼン
テーション

分野

求人募集中の事業所

特に募集中の職種

23 （株）みらいさい福祉会 愛光苑

高齢

愛光園まつもと（松本市浅間温泉）
愛光苑ありがさき（松本市蟻ケ崎）
愛光園すざか（須坂市上町）

介護員、看護師

24 さくらの杜育豊

障がい

さくらの杜育豊（須坂市下八町）

生活支援員

25 NPO法人COCO塩尻事業所

障がい

NPO法人CoＣｏ塩尻事業所（塩尻市片丘中挟）

介護職（児童指導員）
介護職（居宅介護）

○

高齢

つかまの里居宅介護支援センター（松本市筑摩）
老健 つかまの里（松本市筑摩）
つかまの里通所リハビリテーション（松本市筑摩）

介護職員、介護支援専門員
看護師

○

高齢

ショートステイこまくさ野村（塩尻市広丘野村）
グループホームこまくさ野村（塩尻市広丘野村）
ヘルパーステーションこまくさ野村（塩尻市広丘野村）

介護職、看護職、ケアマネージャー

28 （株）ほっと・はあと むつみの郷

高齢

むつみの郷 岡田（松本市岡田松岡）
むつみの郷 とよしな（安曇野市豊科）
サンライズ里山辺（松本市里山辺）

介護員

29 社会福祉法人敬老園

高齢

中信地区の各デイサービスセンター（松本市内）
とよしな敬老園 グループホーム（安曇野市豊科）
はた敬老園 有料老人ホーム（松本市波田）

介護職

30 （株）ツクイ

高齢

ツクイ松本（松本市井川城）、ツクイ松本西ＧＨ（松本市笹賀）
ツクイ松本北深志（松本市北深志）、ツクイ安曇野（安曇野市豊科）
ツクイ松本井川城（松本市井川城）、ツクイ塩尻（塩尻市広丘吉田）

ケアクルー、ＰＴ／ＯＴ／ＳＴ
ケアマネ＾ジャー

高齢

特養 りーべおおまち（大町市大町）
地域密着型特養 リーベおおにわ（松本市島立）

介護職員

高齢

老健 かりんの里（諏訪市湖岸通り）
かりんの里複合福祉施設（諏訪市高島）

介護職、看護職

33 社会福祉法人 孝明

高齢

特養 孝明舘（安曇野市明科）、老健 孝松舘（北安曇郡松川村）
特養 孝明豊科舘（安曇野市豊科）、老健 孝穂舘（安曇野市穂高）

介護職、調理

34 社会福祉法人 この街福祉会

障がい
保育

この街福祉会（法人採用）（諏訪市、茅野市など）
この街学園（茅野市）

支援スタッフ

障がい

障がい者支援施設 しらかば園（諏訪郡富士見町）

生活支援員、生活支援介助員

26

27

31

社会福祉法人国際保健支援会
社会福祉法人 恵和会
こまくさ野村

社会福祉法人・株式会社・ＮＰＯ法人
北アルプスの風

32 介護老人保健施設かりんの里

35 社会福祉法人 清明会 しらかば園

○

○
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番号

事業所名

36 社会福祉法人 中信社会福祉協会

37

社会福祉法人松本市社会福祉協議会

38 社会福祉法人 安曇野福祉協会

プレゼン
テーション

○

分野

求人募集中の事業所

特に募集中の職種

高齢
障がい

平成30年4月からの嘱託職員（松本市内事業所）
共立学舎（支援パート）（松本市今井）
あい・アドバンス今井（支援パート）（松本市今井）
ささらの里（支援員臨時）（松本市内田）
こきりこささら（支援員臨時）（松本市内田）

支援員

高齢
障がい

指定訪問介護事業所（松本被双葉）
北部ヘルパーステーション（松本市元町）
東部デイサービスセンター（松本市女鳥羽）

訪問介護員
介護員

高齢
障がい

障害者支援施設アルプス学園（安曇野市三郷小倉）
多機能型事業所あすなろ（安曇野市三郷温）
特養 常念荘（安曇野市堀金烏川）
養護老人ホーム安曇寮（安曇野市穂高）

生活支援員、介護員、支援員

39

社会福祉法人 雄仁会
介護老人保健施設 のむぎ

高齢

老健 のむぎ（松本市波田）

介護職、看護職

40

NPO法人グループもみじ

高齢

小規模ケアホーム 夕やけ小やけ（松本市並柳）
宅幼老所 夢いちもんもんめ（松本市庄内）

介護職員、看護職員

41 社会福祉法人つばさ福祉会

障がい

希望の里つばさ（岡谷市神明町）
グループホーム岡谷小口、他2か所（岡谷市銀座、他）

支援員、世話人

42 長野県高齢者生活協同組合

高齢
障がい

小規模多機能型居宅介護 かがやきの家笹部（松本市笹部）
かがやきデイサービス晴の家（小規模通所事業所）（松本市里山辺）
かがやき福祉センター（ヘルパーステーション）（松本市本庄）

笹部・介護スタッフ
晴の家・介護スタッフ

43 社会福祉法人 梓の郷

高齢

特養・グループホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅
サルビア、グループホーム・あんじゅり、泉の里、愛香里、千歳緑
（松本市梓川倭、島立、庄内）
美事（デイサービス）（松本市庄内）

介護職

44 長野市こども未来部保育・幼稚園課

保育

長野市立保育所・認定こども園のいずれか（長野市内各地）

保育士、看護師

45

エフビー介護サービス(株)

高齢

グループホームエフビー波田（松本市波田）
グループホーム岡田松岡（松本市岡田松岡）
ケアライフ笹賀（松本市野溝西）

介護職

46 松本市役所保育課（公立保育園）

保育

松本市公立保育園 ４３園（松本市内一円）

パート保育士、嘱託保育士
嘱託看護師

当日は12時30分～、法人・事業所プレゼンテーションも行います。
（上記○印事業所の関係者が、皆様に分かりやすく自法人・施設の様子をお話しします）
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