
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

整理
№ ブース名（法人名・事業所名）

プレゼン
テーション

求人
募集
分野

求人募集中の事業所
特に募集中の

職種

1
社会福祉法人ジェイエー長野会
　特別養護老人ホーム　りんごの郷

2 特別養護老人ホーム大本願ユートピアわかほ 高齢
ケアプラザわかほ（長野市若穂綿内）
グループホーム川田の宿（長野市若穂川田）
大本願ユートピアわかほ（長野市若穂綿内）

看護職員
介護職員

3 グリーンヒル・グリーンヒル篠ノ井中央館 高齢
特別養護老人ホーム　グリーンヒル（長野市篠ノ井布施五明）
地域密着型特別養護老人ホーム グリーンヒル篠ノ井中央館（長野市篠ノ井布施高田）

介護職員
看護師

4 社会福祉法人　賛育会 高齢
特別養護老人ホーム　豊野清風園（長野市豊野町豊野）
賛育会クリニック・介護医療院とよの・ゆたかの（長野市豊野町豊野）

介護員
訪問介護員

5 ケアハウス・エマオ 高齢 ケアハウス・エマオ（長野市篠ノ井小森） 看護師

6 ニチイ学館　長野支店
高齢
保育

ニチイケアセンター長野南（長野市篠ノ井御幣川）
ニチイケアセンター高田（長野市高田）
ニチイキッズ中野保育園（中野市吉田）

有料老人ホームスタッフ
通所介護スタッフ
保育士

7 株式会社　みらいさい福祉会　愛光苑 高齢

愛光苑まつもと（松本市浅間温泉）
愛光苑ありがさき（松本市蟻ヶ崎）
愛光苑とよしな（安曇野市豊科）
愛光苑すざか（須坂市上町）

介護員
看護員

8 社会福祉法人　安曇野福祉協会 〇 障がい
高齢

障害者支援施設アルプス学園（安曇野市三郷小倉）
特別養護老人ホーム豊岳荘（安曇野市豊科南穂高）
特別養護老人ホーム常念荘（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

9 社会福祉法人・医療法人　ハイネスライフ 〇 高齢
その他

朝日ホームおんせんリハビリテーションセンター（上高井郡高山村牧）
高山おんせん朝日ホーム(特養)（上高井郡高山村牧）
山田記念朝日病院・朝日ながの病院（長野市南堀）

介護職員
看護師

10 社会福祉法人　おらが会 高齢
特別養護老人ホームおらが庵（上水内郡信濃町大字柏原）
信濃町デイサービスセンター（上水内郡信濃町大字柏原）
グループホームおらがの里（上水内郡信濃町大字柏原）

介護職員

11 医療法人　啓成会 高齢
介護老人保健施設コンフォート岡田（長野市北長池）
医療法人啓成会　コンフォートごんどう（	長野市西鶴賀町）

介護職
看護職

12 社会福祉法人　ながのコロニー 障がい
ワークサポート篠ノ井・ハートフル五明・はあてぃ若槻（長野市篠ノ井布施五明・徳間）
はあてぃ若槻・うわのほ～む（長野市徳間・上野）

支援員
支援員兼世話人

13
【長野電鉄グループ】
株式会社　ながでんウェルネス

高齢
障がい
保育

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　長野ｴﾘｱ6事業所／中野ｴﾘｱ4事業所（長野市・千曲市・中野市）
ｼｮｰﾄｽﾃｲ　 長野ｴﾘｱ2事業所／中野ｴﾘｱ1事業所（長野市・千曲市・中野市）
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	中野市（信州中野駅前）

介護職員
看護職員
児童指導員
機能訓練指導員

14 特別養護老人ホーム　博愛の園 高齢
特別養護老人ホーム博愛の園（長野市浅川東条）
博愛の園デイサービスセンター（長野市浅川東条）

介護職

15 長野市こども未来部保育・幼稚園課 〇 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
子育て支援員

16 介護老人保健施設・グループホームすめらぎ 高齢
介護老人保健施設すめらぎ（長野市中条住良木）
グループホームすめらぎ（長野市中条住良木）

介護職
支援相談員

17 社会福祉法人　敬老園 高齢
うえだみなみ敬老園　有料老人ホーム（上田市常田）
ときわぎ敬老園　有料老人ホーム（上田市常磐城）
パストラルうえだはら　有料老人ホーム（	上田市上田原）

介護職

18 社会福祉法人　廣望会 障がい
アトリエCoCo（長野市若穂保科）
クリーニング工房CoCo（千曲市若宮）
スタジオCoCo（千曲市上山田）

障がい者支援員

19 メディカルケア　株式会社 〇 高齢
八幡グループホームみのり（千曲市八幡）
サクラポート八幡（地域密着型特定施設）（千曲市八幡）
サクラポート力石（サービス付高齢者向け住宅）（千曲市力石）

介護職
介護職（夜勤なし）
新卒採用

20 中野市子ども部保育課 保育 中野市立保育園11園（中野市内各地） 保育士

21 特別養護老人ホームふれあい荘 高齢
特別養護老人ホーム　ふれあい荘（松代町西寺尾）
特別養護老人ホーム　第2ふれあい荘（	　　〃　　　）
グループホーム柳島爐（松代町西寺尾）

介護士

22
メディカル・ケア・サービス株式会社
愛の家グループホーム

高齢
愛の家グループホーム長野吉田（長野市吉田）
愛の家グループホーム長野上松（長野市上松）
愛の家グループホーム豊野（長野市豊野）

ホーム長
ユニットリーダー
ケアスタッフ

23 ケアハウス南長野 高齢 ケアハウス南長野（長野市川中島町今井原　ＪＲ今井駅から徒歩2分） 介護職員

24
小規模多機能ホーム みんなのあもり
宅老所 さくら

高齢
みんなのあもり（長野市安茂里葭ヶ渕）
宅老所 さくら（長野市吉田）

介護職員
看護職員

25 【コスモスグループ】医療法人　コスモス 高齢
介護老人保健施設コスモス長野（長野市小島田町）
コスモス長野デイサービスセンター（長野市小島田町）
認知症対応型共同生活介護　グループホームコスモス長野（長野市小島田町）

介護福祉士
介護職
看護職

26 【コスモスグループ】社会福祉法人 ウエルフェアコスモス 高齢

地域密着型介護老人福祉施設　コスモス苑（長野市安茂里差出南）
地域密着型特定施設入居者生活介護　介護付有料老人ホームコスモスあもり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（長野市安茂里伊勢宮）
認知症対応型共同生活介護　グループホームウエルフェアあもり（長野市安茂里下洞田）

介護福祉士
介護職
看護職

27 【コスモスグループ】株式会社　コスモスプラネット 高齢
介護付有料老人ホームコスモスプラネット篠ノ井（長野市篠ノ井）
コスモスプラネット篠ノ井デイサービスセンター（長野市篠ノ井）
認知症対応型共同生活介護　グループホームコスモスプラネット篠ノ井（長野市篠ノ井）

介護福祉士
介護職
看護職

第2回　福祉の職場説明会・就職面接会　申込事業所(長野会場)

令和元年11月1日（金）12時30分〜　ホテル信濃路

欠席

欠席
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第2回　福祉の職場説明会・就職面接会　申込事業所(長野会場)

令和元年11月1日（金）12時30分〜　ホテル信濃路

27 社会福祉法人　ハーモニー福祉会 〇 高齢
障がい

有料老人ホーム　シニアパレスレインボー	（長野市大字吉）
小規模特養　シルバーハウスレインボー（	長野市豊野町石）
就労継続支援B型事業所 ファームセンターレインボー（長野市大字吉）

介護職

28 ツクイ（長野・千曲・中野） 高齢

ツクイ長野（長野市風間）
ツクイ長野西尾張部（長野市西尾張部）
ツクイ長野稲里中央（長野市稲里町中央）
ツクイ信州中野GH（	中野市吉田中河原）
ツクイ中野新井（	中野市新井）
ツクイ千曲	（千曲市大字鋳物師屋）

ケアクルー
PT・OT・ST
看護師
ケアマネジャー

29 医療法人宮沢医院　グリーンバード 高齢
（医）宮沢医院グリーンバード（長野市徳間）
（医）宮沢医院グリーンテラス（長野市吉田）

介護職

30 社会福祉法人　あさひ福祉会 高齢
特別養護老人ホームこうほく（長野市稲里町下氷鉋）
グループホームしんこう（長野市信更町田野口）

介護士（特養）
看護師（特養）
介護士（ＧＨ）

31 ケアネット長野サービスセンター 高齢
長野サービスセンター（須坂市小山）
長野第一デイサービスセンター（須坂市小山）
長野第二・第三デイサービスセンター（長野市北長池・中御所）

訪問介護職
看護師
介護職員

32 社会福祉法人　森と木 障がい
自立サポート森と木（長野市平林）
デイセンター風の森（長野市平林）
モーリー農場（長野市徳間）

生活支援員
夜勤スタッフ

33 社会福祉法人　坂城福祉会 高齢
特別養護老人ホームさかき美里園・美里園デイサービスセンター（埴科郡坂城町大字坂城）
特別養護老人ホーム第二美里園（埴科郡坂城町大字坂城）
特別養護老人ホームさかき美山園・デイサービスセンター（埴科郡坂城町大字南条）

介護職

34 医療法人　みゆき会 高齢
飯山介護老人保健施設みゆき（飯山市大字下木島）
ショートステイみゆき（飯山市大字下木島）

介護職
看護職

35 グループホームケアプラザみつえ 高齢 グループホームケアプラザみつえ（上水内郡飯綱町牟礼） 介護員

36 あさひ福祉サービス 高齢
シニア東口ハウス併設デイサービス東口（長野市鶴賀）
シニアたかだハウス併設宅老所いっぷく（長野市高田）
あさひ訪問介護センター（長野市若里）

介護士
サービス提供責任者

37 特別養護老人ホーム　プリマベーラ 高齢 特別養護老人ホーム　プリマベーラ	長野市新田町1106番地1 介護職員

38 医療法人百藤会 インターコート藤 高齢 介護老人保健施設インターコート藤（長野市青木島町綱島）
介護職
看護職
リハビリテーション職

39 エフビー介護サービス　株式会社 高齢
【営業職】長野営業所（長野市金井田）
【介護職】ケアライフ柳原（長野市小島）
【介護職】あったかほーむ稲葉（長野市稲葉）

介護職
営業職

40 社会福祉法人　林檎の里 障がい
飯綱町日中活動支援センター（次年度オープン）（上水内郡飯綱町普光寺）
自閉症支援施設あおぞら（上水内郡飯綱町芋川）
グループホームひこうき雲（上水内郡飯綱町倉井）

支援員

41 社会福祉法人　長野市社会事業協会
保育
障がい

にじいろキッズらいふ（長野市若里）
清野保育園（長野市松代町清野）
長野市ひかり学園（長野市若穂川田）

保育士
支援員

42 社会福祉法人　暖家 高齢
ノーマライウィズ（デイサービス）（長野市若里）
暖家戸倉の集い（小規模特養）（千曲市戸倉）
訪問介護（長野市若里）

介護職員
看護師

43 須坂市教育委員会子ども課 保育 須坂市公立保育園10園（須坂市東横町外） 保育士

44 有限会社　えにし
高齢
障がい

ヘルパーステーションえにし（中野市新井）
えにし長野事業所（長野市権堂町）
えにし北長野事業所（長野市徳間）

訪問介護員
生活支援員・介護員

45
地域密着型特別養護老人ホーム
ぬくもりの里伊勢宮

高齢 地域密着型特別養護老人ホーム　ぬくもりの里伊勢宮（	長野市伊勢宮）
介護職
機能訓練指導員

46 医療法人　桂俊会　グループホームかぐらばし 高齢 グループホームかぐらばし（長野市神楽橋） 介護職

47 障害者支援施設　顕真学院 障がい 障害者支援施設　顕真学院（千曲市大字倉科） 生活支援員

48 フィットネス＋デイサービス　サンフィットあがた 高齢 フィットネス＋デイサービス　サンフィットあがた（長野市南長野県町）
理学療法士
看護師

49 介護付き有料老人ホーム あたご 高齢 介護付き有料老人ホームあたご（長野市三輪） 介護職員

50
社会福祉法人　川中嶋福祉会
　サンビラかわなかじま

高齢
特別養護老人ホーム　サンビラかわなかじま（長野市川中島町今里）
デイサービスセンター　サンビラかわなかじま（　　	〃　　）

介護職

51
社会福祉法人　長野南福祉会
（栗田病院グループ）

高齢
障がい

特別養護老人ホーム「真島の里」「七二会荘」（長野市真島町・七二会）
地域密着型老人ホーム「山布施の里」「栗田の里」（長野市篠ノ井山布施・栗田）
障がい者施設　メゾン・ド・エスポワール（長野市稲葉）

介護支援専門員
介護職員
正看護師

52 社会福祉法人しらかばの会 　たてしなホーム 〇 障がい
障害者支援施設たてしなホーム（北佐久郡立科町塩沢）
共同生活援助しらかばハイツ(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)	（北佐久郡立科町塩沢）

支援職員
世話人

53 社会福祉法人　さかえ 高齢
ケアホーム　よしだ（長野市吉田）
グループホーム　うえまつ（長野市上松）
グループホーム　よしだ（令和元年12月開設予定）（長野市吉田）

介護職員
看護職員

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。 2019/10/23 現在

（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）


