
※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

１ 
法人名 株式会社 やさしい手信州 

 

ホームページ
アドレス 

http://www.yasashiite.com/subdomains

/section/253/ 

法人理念を 

一言で 
利用者の方も職員もイキイキとした生活を！ 

働きやすさの 

ポイント 

1 サービス付き高齢者住宅の訪問介護なので利用者の方との関わりがより持てます。 

2 職場内研修で「学び」も楽しくできます。 

3 まずやってみよう！がモットー。いろんなアイディアが通りやすいです。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
今までのいいところを残しつつ新しいことをどんどん取り入れていきます。 

大きなやさしい手、温かいやさしい手、包みこむようなやさしい手、いろ

いろなやさしい手を利用者の方だけでけなく職員同士でも差し伸べられ

る・・・そんな職場を目指しています。開所して 4 年が経ち、やさしい手

が集まり、職員の仲が良く大家族のような雰囲気です。年齢等関係なく話

ができ、会議ではもちろん、他の場面でも意見が言いやすい職場です。「学

ぼう」という気持ちにも応え職場内での研修も行っているので、目標を持

って仕事をすることができると思います。一緒に笑顔の「やさしえよしだ」を作っていきましょう！ 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

訪問介護事業所やさしい手信州 上田市芳田 1463-12 高 

  高・障・保・その他 

  高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職 正職 181,000～221,000 初任者研修 1 夜勤あり 

介護職 非常勤・パート 900～1000 円（時給） 初任者研修 2 日勤のみ 

      

現役スタッフ 

からのメッセージ 

資格を取得して初めての職場探しで不安の中、スタッフの方の明るい挨拶と初めてでも不

安を感じさせない説明に安心し就職しました。利用者の方の温かさに触れながら楽しさと

同時に大変さもありますがとても働き甲斐を感じています。 

今井 麻美 さん 勤務年数 ２年 

採用担当者 佐藤・関 連絡先 0268-71-5541 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

２ 
法人名 株式会社ツクイ（上田・千曲エリア） 

 

ホームページ
アドレス https://www.tsukui.net/ 

法人理念を 

一言で 

ツクイは、地域に根付いた真心のこもったサービスを提供し、 

誠意ある行動で責任をもって、お客様と社会に貢献します。 

働きやすさの 

ポイント 

1 土･日･祝は時給 100 円 UP！ツクイならではの福利厚生が多数！ 

2 産前産後・育児・介護休暇有。お子様の学校行事も考慮します。 

3 働きながら 0 円で介護系資格が取得できます！（一部の資格） 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

チューター制度(新任育成)、キャリアアップ制度であなたを全面サポートしま

す。業界大手の企業で安定して働いてみませんか？ 

当社は 1983 年に訪問入浴事業を開始して以来、 

今日まで在宅介護事業、有料老人ホーム事業、 

サービス付高齢者向け住宅事業を展開しており、 

47 都道府県に 680 以上の事業所があります。 

2012 年 3 月には東証一部に上場を果たしました。 

やる気のあるできる人財にはドンドン新しい仕事を 

任せています。10 月にはパートさんの給与改定も 

行われます。会社も社員も共に成長していく為に 

ぜひあなたの力を貸してください！ツクイには 

介護現場で頑張っている皆さんがキャリアアップできる環境が沢山あります。 

まずは、面接前に職場見学からでも OK です。お気軽にお声かけください。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

ツクイ上田原 上田市上田原 1222-14 高 

ツクイ上田秋和 上田市秋和 541-1 高 

ツクイ千曲 千曲市大字鋳物師屋 518-1 高 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護スタッフ パ 990 円～1,020 円 不問 2 HP2 級あれば尚可 

PT・OT・ST 正・パ 
22.2～26.8 万円 

1,350 円～ PT・OT・ST 1  

看護スタッフ 正・パ 
22.1～27.4 万 

1,350 円～ 看護師 2  

現役スタッフ 

からのメッセージ 

入社後は先輩職員に付いて仕事を習い、今では体操やレクリエーション、体力測定などを主担当で任さ

れるようになりました。夢中でやっているせいか毎日があっという間で、仕事がとても面白いです 

介護職員 成川 亮 さん 勤務年数 3 年半 

採用担当者 多田 連絡先 080-5944-1794 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

３ 
法人名 社会福祉法人 恵仁福祉協会 

 

ホームページ
アドレス http://www.azarean.jp/ 

法人理念を 

一言で 
人として 幸せに 安心して 生きる日々を 大切に 

働きやすさの 

ポイント 

1 無資格、未経験、他職種からの転職者積極採用！ 

2 育休、産休あり。年内に「企業所内保育所」開設予定！ 

3 研修制度、資格取得奨励。奨学金返済補助制度創設！ 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

「企業所内保育所」の開設や、タブレット導入など、新しい取り組みも積極的に

取り入れています。 

※自由記載欄。写真等は一般の方の目に触れますので、許可が取れている

物をお使いください。 

アザレアンは奨学金返済助成制度の導入、「企業所内保育所」の開設、タ

ブレット導入、地域支え合い会議開催など積極的に「地域」「職員」に働

きかけた活動を行っています。社会福祉法人として何ができるのか？新し

い事に取り組んでいくには、今までのように「介護人財」「看護師」にと

らわれるのではなく、より前向きに新規企画、事業を一緒に考えてくれる 

平成 30 年第 1 回支え合い地域づくり ぶらさなだ  方を募集します。 皆さんの新しい道を切り開いてみませんか！ 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

特別養護老人ホームアザレアンさなだ 上田市真田町長 7141 番地 1 高・障・保・その他 

認知症対応型共同生活介護下原グループホームほか 上田市真田町長 7141 番地 1 高・障・保・その他 

ナーサリーさなだ 上田市真田町長 7141 番地 1 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職員 正職・パート 80,000～180,000 介護福祉士等あれば尚

可 
３ 夜勤あり 

看護師 正職・パート 120,000～300,000 看護師 ２ 日勤 

保育士 正職・パート 80,000～180,000 保育士 ３ 日勤 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

最初に勤めた会社を辞め、友達に誘われてアザレアンに就職しました。介護は未経験

でしたが、先輩の方の助言も頂きながら、毎日ご利用者さんの笑顔と「ありがとう」

という言葉にやりがいを感じています。これから研修に参加してキャリアアップして

いくつもりです。 

鈴木 詩乃 さん 勤務年数 3 年目 

採用担当者 業務部長 田中 文子 連絡先  0268-72-2781 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

４ 
法人名 社会福祉法人 依田窪福祉会 

 

ホームページ
アドレス 

http://www.yodakubofukushikai.jp/ 

法人理念を 

一言で 
地域の方々の安心・安全な自立生活の支援 

働きやすさの 

ポイント 

1 研修制度充実（新人・中堅・管理者・テーマごとの研修実施） 

2 育休・産休・子の看護休暇等、育児支援制度充実 

3 短時間正規職員制度あり。（育児型・介護型・ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ型） 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

福利厚生が充実しています。 

リフレッシュのための継続休暇制度・旅行券の付与あり。 

 

  

子育て支援のための「プラチナくるみんマーク」取得、短時間正規職員制

度導入、有給取得率７５%等、働きやすい環境を整えています。 

 

入職後の研修制度も充実しておりフォローアップ研修も実施しています。 

 

キャリアデザインが描きやすい組織体制で、年２回人事考課と職員面接実

施などであなたの働きをサポートしています。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

依田窪特別養護老人ホーム ともしび 上田市下武石 776-1 高・障・保・その他 

小規模多機能型居宅介護 大門の家 小県郡長和町大門 1531 高・障・保・その他 

グループホーム和田 小県郡長和町和田 1550-2 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職員 正規 140,000～170,000 なし ３ 夜勤あり 

      

      

現役スタッフ 

からのメッセージ 

頼れる先輩や支えてくれる仲間、ご利用者の笑顔や「ありがとう」と言う言葉

がうれしく、やりがいを感じます。人生の大先輩なので一緒に過ごす中で学ぶ

ことが多々あり、自分自身の成長にもつながります。 

村上 正樹 さん 勤務年数 ８年 

採用担当者 西澤 茂洋 連絡先 0268-85-2202 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

５ 
法人名 社会福祉法人 この街福祉会 

 

ホームページ
アドレス http://www.konomachi.or.jp/ 

法人理念を一言で みんなで暮らそう！いつまでも住み慣れた『この街』で！ 

働きやすさの 

ポイント 

1 

【福祉の資格をお持ちの方・取得予定の方】 

1３事業所・10 事業…幅広い障がい福祉サービスを展開 

→色々な経験ができ、スキルアップ・キャリアアップが可能 

2 
【資格がない方・未経験の方】 

安心して働ける研修体制と職場内のスタッフがフォローします！ 

3 
年間休日 120 日以上 日中の勤務がメインの職場が多数 

→仕事とプライベートの両立が可能！ 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

☆障がい福祉分野でスキルアップ・キャリアアップを目指したい方も 

☆仕事もプライベートも両方大切にしたい方も 

自分のライフスタイルに合わせた働き方を見つけられます。 

地域で生活している方が、いつまでも『この街』で生活が出来るように、 

児童（0 歳児）～成人（65 歳以上）の方の日常の生活を支援しています。 

 

・児童発達支援・放課後等デイサービス・学童クラブなどの障がい児の支援 

・生活介護・就労支援Ｂ型などの障がい者の日中活動支援 

・ホームヘルプ・グループホーム・余暇活動などの障がい児者の生活支援 

・日々の生活をマネジメントする相談支援まで、 

様々なサービスで皆さんの地域生活を応援しています！ 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

この街福祉会（法人採用） 茅野市・諏訪市など 高・障・保・その他 

この街ホーム（障がい者グループホーム） 諏訪市・茅野市 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 備考 

支援スタッフ 常勤 
（短大卒）164,200～ 

（大学卒）173,400～ 
不問 

各種手当有り 

2019 年 4 月採用 

グループホームスタッフ 非常勤 時給 900～ 不問 夜勤あり（手当 10,000 円/月） 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

 

 

 

 

 

 

 

採用担当者 松本巧 連絡先 0266-54-1654 

人間関係が良く働

きやすい 
【この街学園】 

給食がおいしい 
【この街学園】 

幅広い年齢層の方と関わる

ことができる 
【この街支援センター】 

様々な業務経験ができる 
【この街支援センター】 

この街福祉会の 

一押しポイント！ 

利用者さんと 

職員の仲が良い 
【第 2 この街学園】 

 

かわいい子ども達が

毎日の癒やし 
【この街きっず学園】 

楽しいイベントが盛り沢山【モモ】 



（様式３） 

６ 
法人名 社会福祉法人 しらかばの会 

 

ホームページ
アドレス 

http://www.janis.or.jp/users/bdh20aab/ 

法人理念を 

一言で 
「利用者の笑顔！」 「地域とともに！」 

働きやすさの 

ポイント 

1 初年度から 20 日の年休を付与しています。 

2 産休・育休あり。育休からの復帰者もたくさんいます。 

3 お互いが補い合い、基本的に休みを取りやすい職場です。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
アットホームな雰囲気！ 

                        

たてしなホームは、東京都と長野県の方たちの施

設です。施設周辺には７つのグループホームもあり

ます。長野県の立科の地で農業的活動とともに、陶

芸と絵画を中心にアート活動を行っています。自然

に触れる活動を通して、主に知的障がいを持った方

たちを中心に自然力を高める開放的な活動を目指

しています。 

ぜひ一緒に働きましょう！ 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

① 障害者支援施設たてしなホーム 北佐久郡立科町塩沢 333-1 障 

② 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 330-3 ほか 障 

特に募集中の求人 

 職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

① 

② 
支援職員 正職 156,800～179,200 特になし 各 1 夜勤あり 

① 

② 
支援職員 常勤・パート 200,000 特になし 各 1 夜勤あり 

② 世話人 非常勤・パート 
時給 840 円 

夜勤 13,000 円／回 
特になし 2 夜勤あり 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

「利用者の笑顔！」を大切に、日々のお手伝いをしています。仕事は大変・難

しいと感じることもありますが、利用者さんや職員の笑顔を見ることが嬉しい

です！ぜひ一緒に働きましょう！ 

桝野 さん 勤務年数 3 年 

採用担当者 施設長  飯島 英一 連絡先 0267-56-1802 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

７ 
法人名 社会福祉法人 からし種の会 

 

ホームページ
アドレス 

http://www.janis.or.jp/users/karashi/ 

法人理念を 

一言で 
利用者の権利擁護 利用者主体のサービス 地域に開かれた施設 

働きやすさの 

ポイント 

1 充実した職員配置による、利用者さんの個別支援 

2 研修制度充実 新任職員研修、ＯＪＴ研修、施設内研修など 

3 資格取得補助制度あり 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
充実した職員配置 福利厚生が充実している 

若い職員が多く、活気あふれる職場です。充実した職員配置体制で利用者さんに対して、一人ひ

とりの個性を大切にした個別支援を実現しています。支援員のほとんどが常勤職員です。一ヶ月

の夜勤回数も少なく 2～3 回です。 

新任職員の教育も充実しています。新任職員一人に対して二人の職員をメンターとして配置し仕

事面、メンタル面の相談にのっています。新任職員研修や多くの施設内研修、外部研修への派遣

し人財育成に力を入れています。 

財政面も安定しており、職員の定着率も高い職場です。 

 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

緑の牧場学園 佐久市八幡 1115-67 高・障・保・その他 

  高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

支援員 正職 
184,800 円～

177,700 円 
なし 3 名 夜勤あり 

      

      

現役スタッフ 

からのメッセージ 

若い人が多い職場です。職員の仲も良く、相談しやすい職場です。職員旅行や

飲み会もあり職員間の笑顔も多いです。新人教育も手厚く、わかりやすく丁寧

に仕事を教えてもらえます。福利厚生にも力を入れています。 

菊地貴博 さん 勤務年数 5 年 

採用担当者 廣田典昭 連絡先 0267-58-2244 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

カードゲームで休憩（ウノ）

 

（様式３） 

８ 
法人名 社会福祉法人 佐久コスモス福祉会 

 

ホームページ
アドレス http://www.saku-cosmos.or.jp 

法人理念を 

一言で 
障がいのある仲間たちの「住み慣れた地域で暮らし続ける」を支援します。 

働きやすさの 

ポイント 

1 知的障がい児・者のケアが仕事です。 

2 職場内研修で学び、スキルアップできます。 

3 各種手当が充実しています。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
ひとりひとりに合ったサービス提供で、きめ細やかな支援が可能です。 

「住み慣れた地域に暮らし続ける」ために必要なサービスを提供してい

る事業所です。放課後デイや一時預かり、短期入所(泊り)など、それぞ

れの方のニーズに応じています。建物に隣接して、芝生の庭と畑を持っ

ており、思い切り走ったり、野菜やラズベリーの収穫体験をしたり。  

また、駒場公園まで散歩にでかけた

り、敷地内で自転車乗りをしたり、

楽しみをもって支援できる環境が整

っています。「こういう支援をした

い！」と思いを持って仕事している若いスタッフが集まっています。 

サービスに合わせた勤務形態は、はじめは戸惑うかもしれませんが、先輩

スタッフと相談しながら仕事をすすめられる環境があります。 

ぜひ一度、見学にいらしてください。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

障がい福祉サービス事業所どんぐり 

（放課後等デイサービス／居宅介護／行動援護  

短期入所／移動支援／日中一時／タイムケア） 

佐久市猿久保３３１ 障・保 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

生活支援員 正社員 
165,000 円～ 

  225,000 円 

介 護 職 員    

初 任 者 研 修                                        

普通自動車免許 

２人  

現役スタッフ 

からのメッセージ 

 保育系の短大を卒業後、長野市で開催された福祉の職場説明会でどんぐりと出会い

ました。こんなに長く勤められると思っていませんでしたが、障がいを持つお子さん

と関わる事ができる職場で、楽しく仕事ができています。ぜひ一緒に働きましょう。 

樋口 裕子さん 保育士 勤務年数 10 年 

採用担当者 小林 哲也 ・ 松澤 朋子 連絡先 0267-68-6788 

調理活動（やきそば作り） 

 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

９ 
法人名 医療法人 慈修会 

 

ホームページ
アドレス http://honobono-ueda.jp 

法人理念を 

一言で 
施設の持つ機能を最大限発揮して、地域資源として幅広く利用してもらう 

働きやすさの 

ポイント 

1 若い職員が業務工夫や提案等の思いを言え、実現できる人間関係 

2 無資格から介護福祉士等の資格取得者が多い。合格率も 7 割以上 

3 産休・育休あり。復帰後は子育てしながら短時間からの勤務も可能 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

若い職員が多く活躍。離職も少なく産休・育休後の職場復帰職員がほとんど。男

性も幅広く活躍し働きやすい職場です。 

※自由記載欄。写真等は一般の方の目に触れますので、許可が取れている物をお使いください。 

                   介護施設ではありますが、医療機関併設なので医療知識も 

身に付きます。医師、看護職、リハビリ職、栄養士など多 

職種との関わりにより日常的に様々な知識、情報を得る事 

ができます。 

                 在宅復帰強化型老健であるため、在宅で生活が可能にな 

るよう職員個々がいろいろな提案をしながら支援をしま 

  すのでやりがいがあります。 

  ２０代、３０代の職員が多く、新卒で入られても同じ目線で親切丁寧に指導します。 

無資格から介護福祉士を取得した職員も多く合格率も７０％以上あり、取得すれば 

表彰金も出ます。年間休日も１１５日と多く、誕生日休暇もあります。職員交流も 

あるので仕事以外にもいろいろな計画を立て、楽しんでいます。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

介護老人保健施設 ほのぼの 上田市住吉 322 高齢者 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職 正規 
184,000～

200,000 
介護福祉士等 ３ 夜勤あり 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

高校を卒業し、この職場で働き始めて５年が経ちました。優しい先輩たちに支

えていただき、仕事をしながら介護福祉士を取得することができました。 

日々利用者様の笑顔を多く見る事ができるよう、スタッフ皆で楽しく仕事が 

できています。5 年勤務で永年勤続表彰を受けました。 

桜井 杏奈 さん 勤務年数 ５ 

採用担当者 菊地 佳洋 連絡先 0268-27-6755 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

10 
法人名 社会福祉法人 敬老園 

 

ホームページ
アドレス http://www.keiroen.or.jp 

法人理念を 

一言で 

「質の良い介護」「健全経営」「コミュニケーション」をキーワードに、役職員が

一丸となって、社会貢献を致します。 

働きやすさの 

ポイント 

1 『ナガノ』で『カイゴ』と言えば『敬老園』 

2 介護・福祉の初心者でも安心の『研修制度』 

3 あって良かった充実の『福利厚生』 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

県内最大級の社会福祉法人だからこその『メリット』があります。 

ぜひブースへお越しください。 

                                 マイナビ web セミナーも見てね！ 

実は若いんです。敬老園の職員。４人１人は 20代です。 

若い方に活躍いただいている職場です。 

 もちろんベテランさんも活躍いただいています。 

 最高齢は…。答えはブースで。 

職員みんなが家族です。 

職員みんなで地域を支える。 

 そんな職場です。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

うえだ敬老園（特別養護老人ホーム） 上田市中央 高齢者 

しおがわ敬老園（特別養護老人ホーム） 上田市塩川 高齢者 

しものごう敬老園（特別養護老人ホーム） 上田市下之郷 高齢者 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職 正規 187,500～ 不問 2 夜勤あり 

介護職 正規 195,500～ 介護福祉士 2 夜勤あり 

調理職 正規 155,500～ 栄養士 1  

現役スタッフ 

からのメッセージ 

敬老園には共に苦労を重ね、やりがいを分かち合い、5 年後 10 年後も、仲間

と一緒に成長できる喜びがあります。 

保月 淳 さん 勤務年数 12 年 

採用担当者 人事課 後藤 連絡先 0268-28-1170 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

11 
法人名 社会医療法人 恵仁会 

 

ホームページ
アドレス http://www.keijinnet.or.jp/ 

法人理念を 

一言で 安心と安全に もっと２４時間の愛情を 

働きやすさの 

ポイント 

1 元気で明るいスタッフ！ 

2 病院が母体の安心経営！ 

3 院内保育所完備！ 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

保健・医療・福祉の複合体として、夢を持って楽しく働けるステージを用意して

います！ 

※自由記載欄。写真等は一般の方の目に触れますので、許可が取れている物をお使いください。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

介護老人保健施設安寿苑 佐久市中込 高・障・保・その他 

介護老人保健施設シルバーポートつかばら 佐久市塚原 高・障・保・その他 

ピアサポートセンターもちづき 佐久市望月 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職員 正職員（常勤） 230,850 円～ 介護福祉士 3 名 資格取得見込可 

介護職員 準職員（常勤） 時給 880 円～ 介護福祉士 3 名  

介護職員 準職員（常勤） 時給 830 円～ 初任者研修修了 3 名  

現役スタッフ 

からのメッセージ 

「ココなら楽しく働けそう！」と施設見学の時に直感し、恵仁会に入社を決め

ました。まずは、施設見学で恵仁会の雰囲気を見て下さい。 

岡崎 桃子 さん 勤務年数 ４年目 

採用担当者 人事課 土屋利樹 連絡先 0267-64-1700 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

12 
法人名 社会福祉法人 上田しいのみ会 

 

ホームページ
アドレス http://www.shiinomikai.com 

法人理念を 

一言で 

すべての人が自立した幸せな生活を送れることを願い、 

社会福祉事業を通じて その実現を願います。 

働きやすさの 

ポイント 

1 福祉関連の資格取得制度あり。未資格者でも興味のある方歓迎。 

2 介護休暇、産休、育休あり。有給休暇（初年度 10 日）。 

3 勤続 20 年以上の職員が 21 名以上。働きやすい環境です。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

利用者さんを中心に、１０代～７０代のすべての年代の職員がお互いにフォロー

しながら、チームワークで楽しく仕事が回っています。 

・今年の 3 月には、処遇改善ということで、正職員も嘱託職員も区別すること無く、年２回のボーナスとは別

に介護職員みんなに思いがけない収入がありました。ラッキー！（昨年６月入職職員談） 

・製造業にいましたので介護の専門職資格を持っていなくても、入職してから勤務時間中に研修を受け、研修

費用も施設が全額負担で、初任者研修ではなく実務者研修を修了しました。再来年には、介護福祉士の国家

資格も取得して自分自身のキャリアアップを目指したいと思います（中途入職後１年７か月の職員談）。 

・ON と OFF の切り換えがスムーズにできる職種です。勤務は交代勤務（シフト制）なので最初は戸惑いま

したが、慣れてくるととっても良いです。週 40 時間（1 日 8 時間）勤務の中で、平日休みの日に市役所や

銀行などの窓口に行くことも可能で、ショッピングに行っても道路も店もすいていて楽々。まだ 2 年目です

が、やりがいのある職業だと思います。（昨年４月新卒・新入職） 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

特別養護老人ホーム 室賀の里 上田市上室賀 19 番地 高・障・保・その他 

障害者支援施設 しいのみ療護園 上田市下室賀 2826 番地 高・障・保・その他 

障害者支援施設 上田しいのみ園 上田市中之条 801 番地 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職 正・嘱託職員 
162,000 ～ 
  180,000 なし ２ 

嘱託採用１年後、正
規職に登用試験あり 

生活支援員 正・嘱託職員 
162,000 ～ 
  180,000 なし ２ 

嘱託採用１年後、正
規職に登用試験あり 

看護師 正・嘱託職員 211,000～ 正・准看護師 １ 夜勤は無し 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

保育園と小学校の子どもを育てながら、日勤のみでの勤務ですが仕事も面白く楽しい

毎日を送っています。保育園や学校からの突然の呼び出しにも、柔軟に対処してもら

える環境なのでとても助かっています。子供が手を離れたら、早く夜勤をしたいです。 

友里 さん 勤務年数 11 年 

採用担当者 眞田 盛博 連絡先 0268-31-0001 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

13 
法人名 社会福祉法人 ジェイエー長野会 

 

ホームページ
アドレス 

http://www.ja-naganokai.or.jp/facilities/ueda/ 

法人理念を 

一言で 

福祉サービスの提供と地域との交流を通じて、豊かで安心して暮らせる地域福祉

の拠点としての機能発揮につとめます。 

働きやすさの 

ポイント 

1 研修会が充実しています！（階層別の研修会、デンマーク研修など） 

2 休日数が豊富です！（平成 30 年度 124 日、その他休暇制度あり） 

3 リフト等を積極的に導入することで腰痛予防！ 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

ＪＡグループならではの特権があります！ 

（農協健保に加入のため、入院費や医療費の一部補助されます） 

 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

特別養護老人ホーム ローマンうえだ など 上田市大字殿城字神林 250-1 高・障・保・その他 

特別養護老人ホーム紅林荘 など 諏訪郡富士見町富士見３１０７-２ 高・障・保・その他 

特別養護老人ホームうすだコスモ苑 など 佐久市臼田８６ 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護士 正職員 
194,200 円～ 

（資格・夜勤手当を含む） 
要 複数名 上記事業所以外にも

募集しております。

詳細はブースまでお

越しください。 

介護士 臨時職員 154,160 円～ 不要 複数名 

看護師 正職員 
187,200 円～ 

（資格手当を含む） 
要 複数名 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

私たちは利用者さん本位を基本とし、明るく笑顔があふれる生活の場としていきがい
の持てるような援助を行っています。地域の皆様に愛され、信頼される施設を一緒に
作りませんか。笑顔で共に歩んでもらえる方、ぜひ一緒に働きましょう！ 

井出 敦士 さん 勤務年数 １０年目 

採用担当者 岩下 桂 連絡先 ０２６-２２３-０５３３ 

私たちは、豊かで安心して暮らせる 

心のぬくもりを大切にした地域福祉づくりを目指します。 

 多様化する地域の皆様の要望に応えるため、ＪＡグループの一員である社会福祉法

人ジェイエー長野会が設立し、24 年目を迎えました。県全域に介護施設と障害施設が

あり、地域福祉サービスの提供拠点として豊かな地域づくりに貢献しております。 

 また、利用者さんにも介護者にも「やさしい介護」を目指し、介護労働環境の改善

に力を入れております。地域に貢献し、地域とともに自分自身が成長できる体制づく

りに力を入れております。  



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

14 
法人名 医療法人 丸山会 

 

ホームページ
アドレス http://maruko-hp/jp 

法人理念を 

一言で 
質の高い医療・介護の提供を通じて地域のしあわせ創りに貢献します。 

働きやすさの 

ポイント 

1 チームワークのよさ！！ 

2 託児所完備！！ 

3 資格取得支援制度あり！！ 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

★教育体制の充実・・・介護士養成カリキュラムを作成し、年間を通して様々な

研修を行っています。 

     
研修・・・シミュレーション研修・緊急時対応研修等を年間を通して行っています。 

急性期から在宅まで継続的なケアが可能・・・病院・老健などあらゆる介護現場でスキルアップできます。 

託児所完備・・・丸子中央病院と御所苑の 2 か所に託児所を設けています。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

丸子中央病院 上田市中丸子 1771-1 高 

介護老人保健施設 御所苑 上田市御所 666 高 

介護老人保健施設 ケアまるこ 上田市上丸子 331-13 高 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職員 正職 170,000～180,000 なし 2 夜勤あり 

介護福祉士 正職 175,000～195,000 介護福祉士 2 夜勤あり 

看護師 正職 176,000～280,000 准・正看護師 2 夜勤応相談 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

プリセプターによる助言は心強く、入社時の不安と緊張感の中でもゆとりを持って勤

務にあたることができました。介護研修は、日々の勤務の振り返りができ、介護だけ

でなく医療にも目を向ける貴重な場だと思います。 

T さん 勤務年数 3 年 

採用担当者 池内淳子 連絡先 0268-43-4098 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

15 
法人名 株式会社 ニチイ学館 上田支店 

 

ホームページ
アドレス http://www.nichiigakkan.co.jp/ 

法人理念を 

一言で 
誠意ある介護・介護職員としての誇り・何事にも情熱を！ 

働きやすさの 

ポイント 

1 研修体制の強化（担当者とマニュアルに沿いながら研修していきます。） 

2 
小さい子供さんがいても勤務時間に応じた就業現場を提供します。（資格手

当・子供手当・勤続年数加算手当などがパートでも充実しています。） 

3 
本人のやる気やスキルに合わせてキャリアアップをしながら正職員採用を

推進します。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

いろいろな事業を経験しながら自己のスキルアップをし、楽しく、やりがいを持

ち連携をとりながら介護のプロを育成していきます。 

 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

ニチイケアセンター上田緑が丘・中塩田 小規

模多機能・グループホーム 
上田市常磐城・本郷 

高・障・保・その他 

ニチイケアセンターこさと 上田市上野 高・障・保・その他 

ニチイケアセンター上田住吉・上丸子・こさと 
上田市住吉・丸子町・ 

上野 

高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

小規模多機能型居宅介護・ 

グループホーム介護職員 
パート/常勤 955/174,860～ 

介護職員初任者研

修・介護福祉士 
１～２名 無資格者でも採用 

居宅介護支援専門員 パート／常勤 1,200/204,085 
介護職員初任者研

修・介護福祉士 
１～２名 無資格者でも採用 

訪問介護職員 パート/常勤 
1,295～

1,495/164,000～ 

介護職員初任者研

修・介護福祉士 
各１名  

現役スタッフ 

からのメッセージ 

現在グループホームで勤務をしています。最初の介護の勤務地は障がいの施設でした。ニチイ
に入社したきっかけは、小規模の施設に興味を持ったことです。介護職員初任者研修の資格持
ち入社しましたが、3 年勤務を経て介護福祉士を取得し、常勤として勤務を始めました。いろ
いろ勉強をしていかないといけませんが、やりがいを持ちながら充実した日々を送っていま
す。皆さんもスキルアップしながら介護を楽しんでいきましょう。 

Ｈ.Ｋ さん 勤務年数 5 年 

採用担当者 高岡恵美子 連絡先 0268-23-6859 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

16 
法人名 社会福祉法人 樅の木福祉会（長野支部） 

 

ホームページ
アドレス 

http://www.mominoki-kobe.net 

法人理念を 

一言で 
障がいのある方を尊重し、ともに助け合い生きていこう 

働きやすさの 

ポイント 

1 多様な事業展開の中で、様々な有益なスキルアップが図れます。 

2 待遇面が充実し、安心して働けます。 

3 キャリアパス制度に基づき人材育成を行います。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
「職員は宝」と考え、内部、外部研修等人材育成に力を入れています。 

樅の木福祉会は、1965 年（S40 年）に神戸市に設立され、以降、神戸市西区地域と小県郡 

依田窪地域で半世紀以上に渡り障がい福祉サービス事業を展開しています。“障がいのある方々 

を理解し尊重し、共に助け合いながら生きていこう”の法人創設の精神を大切に、障がい児から 

者までの広範な事業を手掛け、それぞれの地域における障がい福祉ニーズの確かな担い手となれ

るよう努めています。今後も障がいのある当事者の方々の思いに寄り添い、常に高い志しを抱い

て、職員一丸となり歩んでいきます。 

 障がい福祉サービス事業の仕事ならではの特徴は、一人ひとりの方々のその日の生活と、掛け

替えのない人生の営みを支えお手伝いさせていただくことにあります。それは毎日が‘発見’と 

‘感動’‘摩訶不思議’に溢れた魅力的で人間味ある職業です。 

 私たちの職場で、仲間として一緒に働いてみませんか。少しでも関心のある方は、躊躇せずご

連絡下さい。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

山の子学園共同村 小県郡長和町大門３５２７－４ 高・障・保・その他 

多機能型事業所ぶらっと（就労継続 B 型・就労定着支援） 小県郡長和町古町２８０３ 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

生活支援員 常勤 
202,000 

（4 年生大学新卒） 
 ３ 

・無資格、未経 

験も可 

・各種資格手当 

充実 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

人間関係がよく働きやすい職場です。笑顔があふれ「ありがとう」が飛び交う

仕事だと思いますので、ぜひ一緒に働きましょう！ 

柳沢雅子 さん 勤務年数 12 年 

採用担当者 村田伸造 連絡先 0268-69-2445 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

17 
法人名  社会福祉法人みまき福祉会 

 

ホームページ
アドレス http://www.cpmimaki.or.jp/ 

法人理念を 

一言で 

「いつまでも健やかにいきいきと安心して暮らし続けたい」その願いを 

かなえる核となります。 

働きやすさの 

ポイント 

1 研修制度充実！ 近隣 4 法人との合同研修、ＯＪＴは年間とおして開催。 

2 施設内保育施設があります！ 育児休業復帰後も安心して働けます。 

3 腰痛予防体操・福祉用具活用等で腰痛予防対策しています。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
健康管理にプール・トレーニング施設が利用できます。利用料助成あり！ 

☆支え支えられの精神をもって行動し、職員が生き生きと働く職場づくりを目指しています。 

「達成感」や「やりがい」のある職場です！興味のある方、私たちと 

一緒に楽しみながら働きませんか。 

☆施設内保育施設『みまきっずＲｏｏｍ』があり、ママ職員も安心して 

働けます。 

☆腰痛予防対策に「これだけ体操」の実施と福祉用具を活用しています。 

併設のプール・トレーニング施設を利用し健康管理ができます。 

☆介護福祉士実務者研修、法人独自助成制度があります。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

特別養護老人ホームケアポートみまき 東御市布下 6-1 高・障・保・その他 

デイサービスセンターきたみまき 〃 高・障・保・その他 

  高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職員 正規職員 160,200～200,000 介護福祉士望む 3 夜勤早遅あり 

   
（初任者研修 

修了者可） 
  

現役スタッフ 

からのメッセージ 

働き始めて４ヶ月が経ちました。私は介護未経験の就職でしたが、現場の先輩

方に丁寧に教えて頂き、毎日、利用者様と明るく楽しく過ごしています。利用

者様の生活を支える仕事はやり甲斐がありますし、先輩方に相談しやすく、と

ても働きやすい職場です。一緒に働くことを楽しみにしています。 

川上 有希 さん 勤務年数 １年目 

採用担当者 井出 京子 連絡先 0268-61-6001 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

18 
法人名 社会福祉法人 佐久平福祉会 

 

ホームページ
アドレス http://www.skdf.jp/ 

法人理念を 

一言で 
すべては利用者様のために 

働きやすさの 

ポイント 

1 キャリアパスシステムで上を目指してステップアップできます。 

2 様々な勉強会、研修等で仲間と共に学びながらレベルアップが可能です。 

3 資格取得には補助制度があり、キャリアアップのお手伝いをします。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
      私達には共に成長できる、素晴らしい仲間がいます。 

私達、佐久平福祉会は現在、360 名の職員で介護老人保健施設２施設、

特別養護老人ホーム 4 施設、グループホーム 3 施設、合計９施設を佐

久市、佐久穂町、小諸市。上田市にて運営しております。「24 時間・

365 日、すべては利用者様のために」を理念に、穏やかな生活を利用

者様に提供できるようスタッフ一同お互いに研鑽を重ね、日々精一杯

取り組んでおります。 

私たちと共に成長していきましょう。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

特別養護老人ホーム 佐久平愛の郷 佐久市平賀 741 高・障・保・その他 

特別養護老人ホーム 佐久穂愛の郷 南佐久郡佐久穂町高野町 303-1 高・障・保・その他 

特別養護老人ホーム 神川愛の郷 上田市蒼久保 1145-2 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職 準職員 

時間給 820 円～ 
処遇改善手当 18,000 円 
被服費  500 円 
 
夜勤手当 7,000 円／回 
早・遅手当 300 円／回 

不問 

有資格者優遇 
４ 

介護福祉士の取得及び
業務評価により 
正職員への登用有 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

初めは不安なことも多かったですが、先輩方が快く親身になり教えてくれるので、今は毎日や
りがいと楽しさを感じながら働いています。スタッフ間の風通しも良く、多職種間での連携も
とれておりとても働きやすい職場です。 
皆さん、是非、私達と一緒に働いてみませんか？ 

神津 さん 勤務年数 2 年 

採用担当者 人事課 大井 洋光 連絡先 0267-66-7010 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

19 
法人名 社会福祉法人 ちいさがた福祉会 

 

ホームページ
アドレス http://www.chiisagata.jp/ 

法人理念を 

一言で 
信頼・連帯・互助 

働きやすさの 

ポイント 

1 福利厚生の充実！（全額補助の医療保険加入、柔軟な有休取得、食事補助） 

2 職場数の充実！（様々な場所で体験できます） 

3 挑戦を応援する法人（各種資格取得補助制度） 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
法人の合言葉、「笑顔・挨拶・声掛け」。笑顔溢れる法人です！！ 

※自由記載欄。写真等は一般の方の目に触れますので、許可が取れ

ている物をお使いください。 

 

私たち法人職員は地域との繋がりを大切にしています。 

地域行事にも多数参加し、地域の一員として輝ける法人を目指して

います。あなたの新しいエネルギーをお待ちしております！！ 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

介護老人福祉施設フォーレスト 東御市常田 2-1 高・障・保・その他 

介護老人福祉施設こころ 東御市祢津 1098-1 高・障・保・その他 

障害福祉サービス事業所さんらいずホール 東御市常田 103-1 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

ケアワーカー 正職 170,300～（基本給） 不問 若干名 高齢者分野 

支援員 正職 170,300～（基本給） 不問 若干名 障がい分野 

      

現役スタッフ 

からのメッセージ 

仕事を始めてから１３年たちました。何も知らなかった自分が、今ではケアマネージャーとし

て働いています。資格取得補助など法人として応援していただけることも多数あり、安心して

１３年間働いています。是非とも一緒に働きましょう！ 

斉藤 和久 さん 勤務年数 １３年 

採用担当者 岩佐 淳 連絡先 0268-64-7200 

 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

20 
法人名 

社会福祉法人 のぞみ福祉会 

(株)シルバーケアのぞみ (株)エスポワール 

 

ホームページ
アドレス https://nozomi-g.co.jp/ 

法人理念を 

一言で 

私達は住み慣れた家庭や地域で最後までその方らしく安心して生活して頂ける

よう、お一人おひとりの心に寄り添いながらあたたかく支援いたします。 

働きやすさの 

ポイント 

1 研修制度が充実しているので、未経験の方でも働きやすいです。 

2 年齢層が幅広いので相談しやすい環境です。 

3 企業内保育所が完備されていますので、お子様を預けて働けます。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
明るくアットホームな職場で経験を積むことができます。 

 

 

 

 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

社会福祉法人 のぞみ福祉会 小諸市和田 高・障・保・その他 

株式会社 シルバーケアのぞみ 小諸市東雲 高・障・保・その他 

株式会社 エスポワール 佐久市根岸 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職 正職 197,000～ 初任者研修 1 ケアハウス 

介護職 パート 830～ 不問 1 デイサービス 

看護職 正職 270,000～ 看護師 1 訪問看護 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

私たちの職場は、子供がいても、介護をしていても、大丈夫。 

笑顔あふれる、皆で支え合う職場です。 

Ｋ さん 勤務年数 ５年 

採用担当者 関 裕秋 連絡先 0267－22－9274 

内閣府企業主導型保育事業 

のぞみ保育園/さんぴあ保育園 
ケアハウスのぞみ 

 

デイサービスセンターのぞみ 

 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

21 
法人名 株式会社 コトブキ 

 

ホームページ
アドレス http://kotobuki-group.jp 

法人理念を 

一言で 
私たちは 快適な環境を提供し 喜びを与え 価値を創造しつづけます。 

働きやすさの 

ポイント 

1 資格が無い方、経験が無い方、ブランクのある方、大歓迎です。 

2 育児・介護・兼業・体力等が気になる方、短時間勤務も可能です。 

3 年齢不問です。10 代から 70 代までの仲間が活躍しています！ 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
人情味のある職場です。皆が助け合う風土があります。 

 
ことぶきの家では御入居者様の増員に伴いスタッフの募集を行います。 
 

ゆったりとした空間の住宅型有料老人ホーム「ことぶきの家小諸」 

昨年秋にオープンをした新館の「ことぶきの家南館」 

通うたびに元気が出てくる「デイサービス」 

さまざまな場所や環境で働く事ができる準備をしています。 

一緒に施設を盛り上げてくれる仲間を募集致します！ 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

寿園介護ステーション（訪問介護） 小諸市大字市 高 

寿園介護ステーション（通所介護） 小諸市御影新田 高 

   

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職員 正職員 
180,000 円 

～220,000 円 

介護福祉士

等 
3  

介護職員 
常勤 

（正職員以外） 

158,000 円 

～180,000 円 

ヘルパー２

級以上 
5 

通所介護は 

無資格可 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

子どもの成長に合わせ、希望する時間で就労することができています。 

また、大変忙しい毎日を送っていますが、働きがいがあります。 

木内 栄梨奈 さん 勤務年数 2 年 

採用担当者 北澤 隆司 連絡先 0267-23-1510 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

22 
法人名 長野市こども未来部保育･幼稚園課 

 

ホームページ
アドレス 

http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/ko-hoiku/ 

法人理念を 

一言で 
「かがやく笑顔で げんきに遊ぶ しなのきッズ」を育てよう 

働きやすさの 

ポイント 

1 子どもの主体性を育てる自然保育の推進 

2 温かい人との関わりを大切にした保育 

3 子どもが主役･保育士･保護者が 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
みんなで考え、みんなで作り上げる職場作り 

「かがやく笑顔で げんきに遊ぶ しなのきッズ」は、長野市乳幼児期の教育、保育の指針で、

目標とする子どもの姿です。 

 子どもが笑顔で過ごせる保育園を職員みんなで考え、作り上げていきませんか。 

 長野市の公立保育所、認定こども園は 29 園あり、働き方も様々です。あなたの生活に合わせ

た働き方がきっとあるはずです。是非、長野市こども未来部保育･幼稚園課のブースを除いてく

ださい。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

長野市内の公立保育所、認定こども園のいずれか 長野市 高・障・保・その他 

  高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

保育士 嘱託 
171,000 円～

193,400 円 
保育士 25  

看護師 嘱託 181,500 円 看護師 5  

      

現役スタッフ 

からのメッセージ 

私たちと一緒に、みんなが楽しくなる保育園を作っていきませんか！ 

内岩 かほる さん 勤務年数 28 年 

採用担当者 峯村 裕子 連絡先 026-224-8032 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

23 
法人名 社会福祉法人 山栄会 

 

ホームページ
アドレス 

http://www.carehouse-sakudaira.com/ 

法人理念を 

一言で 
いつまでも若く、明るい豊かな生活 Higher Quality of Life を目指して 

働きやすさの 

ポイント 

1 皆で話し合い、助け合う協働の環境があります 

2 従業員の状況に可能な限り合わせたシフトです 

3 事業所運営に関わる機会があります 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
事業所間での風通しが良い！ 

※自由記載欄。写真等は一般の方の目に触れますので、許可が取れている物をお使いください。 

介護・福祉は人が人の援助をする究極のサービス業です。需要は高まるばかりのため、職員個人の人間性やス

キルが求められています。最初は誰もが未経験。チャレンジ精神・向上心・プライドを持てる職場で皆さんの

能力を存分に活かしてください。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

上田事業所 

（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ諏訪形・諏訪形ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ） 
上田市諏訪形 1694-4 

高・障・保・その他 

千曲事業所 

（ｼｮｰﾄｽﾃｲ千曲・千曲ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ） 
千曲市桑原 80 

高・障・保・その他 

  高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

グループホーム諏訪形 

介護職 
パート 

時給 

850 円～950 円 
不問 ２  

グループホーム諏訪形 

介護職 
正職員 

基本給＋手当 

155,000 円～

203,100 円 

不問 ２ 

資格手当 

処遇改善手当 

他家族手当等あり 

ショートステイ千曲 

介護職 
正職員 

基本給＋手当 

155,000 円～

203,100 円 

不問 ２ 

資格手当 

処遇改善手当 

他家族手当等あり 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

入居者やご家族に寄り添い「心」を大切にした援助を心掛けています。皆で話し合い助け合う協働で日々

の業務を進めていくことで、私たち職員もお客様も笑顔で触れ合えるのが山栄会の魅力です。 

小林 さん 勤務年数 9 年 

採用担当者 
事務長 所 

人材確保育成室 菊池 
連絡先 ０２６７－６７－７６５４ 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

24 
法人名 社会福祉法人 ハートフルケアたてしな 

 

ホームページ
アドレス http://www.hc-tateshina.jp 

法人理念を 

一言で 
「人生百歳!いつまでも元気で暮らしたい」を応援します。 

働きやすさの 

ポイント 

1 新しい施設です!! 新しい環境・心地よい空間の中で働けます。 

2 “元気になれる”「自立支援介護」に取り組んでいます。 

3 研修制度が連動していて、働く人のサポート・スキルアップができます。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

職員一人ひとりの力を合わせ、暮らす人・利用する人がいつまでも元気で暮らせ

る施設づくりを目指しています。 

※自由記載欄。写真等は一般の方の目に触れますので、許可が取れている物をお使いください。 

平成 28 年 4 月から新施設でスタートしました。これからも 

一人ひとりの声を大事にしながら、働きやすい環境・職場を 

目指していきます。託児所設置による働くママへのサポートの 

他、給与制度と連動している研修(キャリア段位制度等を含め 

た法人内外研修)、また高齢者が元気になれる「自立支援介護」 

にも取り組んでいます。 

これからも、やりがいのある職場づくりを目指していきます！ 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

特別養護老人ホームすずらん 立科町芦田 720-1 高・障・保・その他 

  高・障・保・その他 

  高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職 正職 162,200～216,600 介護福祉士 1 夜勤あり 

介護職 常勤(正職以外) 148,700～189,500 不問 1 夜勤応相談 

看護職員 正職 212,700～242,700 看護師免許 1 - 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

 

 さん 勤務年数  

採用担当者 向山 連絡先 0267-56-1955 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

25 
法人名 株式会社シダー 

 

ホームページ
アドレス http://www.cedar-web.com/ 

法人理念を 

一言で 
仲間との出会いから始まる豊かなシニアライフ 

働きやすさの 

ポイント 

1 介護が初めての方でも 1 から学べる研修制度 

2 悩みを抱え込まないよう、1 人を 4 人で支えるフォロー体制 

3 8 割りの職員が未経験からのスタート 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

8 割の職員が未経験からのスタートということもあり、聞きやすく、教えやすい

雰囲気があります。 

※自由記載欄。写真等は一般の方の目に触れますので、許可が取れている物をお使いください。 

 

        

 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

ラ・ナシカ うえだ 上田市神畑 217-7 高 

  高・障・保・その他 

  高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職員 契約社員 時給 1,000～ なし 3 人  

      

      

現役スタッフ 

からのメッセージ 

初めて介護をやるという人も経験豊富な人も様々な職員に囲まれて仕事が出

来ています。なので学ぶことが多く、やりがいがあります。 

Ｈ・Ｉ さん 勤務年数 3 年 

採用担当者 柳沢 真也 連絡先 0268-29-6102 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

26 
法人名 社会福祉法人 佐久福寿園 

 

ホームページ
アドレス 

http://www.janis.or.jp/users/fukujuen/index.ht

m 

法人理念を 

一言で 

利用される方の意向を尊重し、私達のサービスを買って頂くお客様として敬愛を持って接します。ユニット

型特養の理念は、『自分らしく居られる場所～第二の我が家～』です。高齢になっても、介護が必要な状態

になっても自分らしく過ごせる…。実家、自宅が第一の我が家であるのならば、「佐久福寿園は第二の我が

家」入居された方にそう思って頂けるようなサービスを提供していきたい。そんな想いが込められています。 

働きやすさの 

ポイント 

1 経験が無くても大丈夫。フォローアップを 1 ヶ月、3 ヶ月、6 ヶ月…と細やかに定期的に行います。 

2 産休・育休・子育て支援も行っています。 

3 
腰痛予防に力を入れています。リフト、スライドボードやシート、移乗サポートロボット

を活用し持ち上げない介護に取り組んでいます。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

従来型特養として昭和 56 年に開所した歴史ある施設です。28 年の 10 月より全室個室ユニットケアの特

養としてリニューアルしました。今までの経験や実績を生かし、第二の我が家を作り上げていきます。 

※自由記載欄。写真等は一般の方の目に触れますので、許可が取れている物をお使いください。 

歴史は古く、建物は新しく。理念がしっかりしているので職員に統一感があります。笑顔・あいさつ・言葉遣いをサービスの 3

つの基本としていますが、これはお客様に向けた事だけではありません。職員同士でも気持ちよく仕事が出来るように、またチ

ームワーク良く仕事が出来るようにと取り組んでいます。OJT も計画を立て行っていますが、様子を見ながら個別に合った計

画に修正しながら育成しています。定期的なフォローアップでは仕事の内容はもちろんの事、困っている事や心配な事、お客様

への対応、職員との人間関係について等、相談出来る機会を設けることでメンタルケアも行っています。案外、先輩職員も同じ

事で悩んでいる事も多いです。なので、不安や悩みを共有し合い、お互いのモチベーションを高める貴重な時間となっています。 

また、食事会、旅行など職員が企画して行う事で職員同士お互いを知る事が出来、チームワークやケアの向上につながると考え

ています。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

特別養護老人ホーム 佐久福寿園 佐久市岩村田 4213 高 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職 正規 
197,500～

252,000 円 
不問 ３ 介護福祉士優遇 

介護職 パート 
時給 900～

1,210 円 
不問 ２ 

介護福祉士優遇 勤務

時間相談に応じます 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

介護の仕事は未経験でしたが、仕事をしながら介護福祉士を取得しました。正直こんなに長く続けられ

るとは思っていませんでした。今では指導をする立場にもなったので入社した皆さんが気持ちよく働け

る様に技術面の他に、精神面での支えにもなれるよう工夫しています。 

I さん 勤務年数 13 年 

採用担当者 和田 裕一 連絡先 0267-68-3055 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

27 
法人名 上田市役所 

 

ホームページ
アドレス  

法人理念を 

一言で 
「すべての子どもが笑顔でしあわせに暮らせるまち」 

働きやすさの 

ポイント 

1 各種研修制度が充実しています。 

2 産休・育休制度があり復帰後は育児のための部分休業制度があります。 

3 年次有給休暇の他、療養休暇・夏季休暇（いずれも有給）の制度があります。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

賃金面で経験年数（※）に応じた単価設定制度を導入しています。 

※上田市公立保育園・幼稚園での非正規フルタイム保育士としての経験 

※自由記載欄。写真等は一般の方の目に触れますので、許可が取れている物をお使いください。 

 

上田市には大小さまざまな規模の３０の保育園がありますので、多くの学びと多くの出会いがあります。そ

の中で園長はじめ新人からベテラン職員まで幅広い経験を持つ職員が子どもたちの健やかな成長のためによ

り良い保育を目指し業務に臨んでいます。日々、やりがいが持て子どもと共に成長できます。 

 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

上田市公立保育園 ３０園 上田市内各所 高・障・保・その他 

  高・障・保・その他 

  高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

保育士 常勤（正規以外） 184,300～282,200 
保育士 

普通運転免許 
２５人  

      

現役スタッフ 

からのメッセージ 

保育士は子どもたちの成長を援助し、傍で見守れるだけでなく一緒に成長していける、

やりがいのある職業だと思っています。自然の中でのびのびと過ごし子どもたちと沢山の

体験ができる上田市での保育、一緒に楽しみましょう。 

佐藤 梨佳 さん 勤務年数 2 年 

採用担当者 池田 直美 連絡先 0268-23-5132 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

28 
法人名 社会福祉法人 育護会 

 

ホームページ
アドレス 

http://members.stvnet.home.ne.j
p/asamaikuhouen/ 

法人理念を 

一言で 
老舗事業者としてふさわしい事業の実践 

働きやすさの 

ポイント 

1 復職者が多い 

2 職員の定着率が高い＝働きやすい 

3 勤務の融通が利く 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
働きやすく、やりがいのある職場！ 

２０１２年建物があたらしくなり、全室個室完備となりハード面は随分充実しました。 

ソフト面では、より充実した支援サービスの実現を目指し、５年前から新卒者の採用を徐々に増やしており、

職場もだいぶ若返った分、働きやすいのではと思います。 

３１年度は、２名以上採用を目指していますので、福祉を志す方の沢山の応募をお待ちしています！！ 

職場の様子は You Tube にアップしてありますので（２９年度時点のものですが）、「さくらの杜 育豊」の

ホームページ又は直接ユーチューブからご覧ください。 

追記 

退職金は、長野県社会福祉協議会福祉共済と独立行政法人福祉機構ＷＡＭの二本立てで、現時点で定年まで勤

めると県職員並の退職金が支給されます。 

退職金制度の有無や金額は職場を選ぶ際の重要な項目です。福祉の道を選んだ方には、定年まで勤め上げ、

安定した定年後の生活を迎えて欲しいと思います。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

さくらの杜 育豊 須坂市下八町２３６６イ 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

生活支援員 正職 
短大１７４，８００  

大学１８１，４００ 

社会福祉士・介護福

祉士・精神保健福祉

士あれば 

２名 

夜勤手当５千円以上、資

格手当ても引き上げ検

討中で決まり次第３１

年度より実施します！ 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

私は福祉系以外の学科を出ましたが、縁あってこの職場で働き始めて 3 年目になり

ます。まだまだ未熟な所や、不安な事は沢山ありますが、優しい先輩方に支えられて

とてもやりがいを感じています。日々利用者の皆さんの笑顔のために、楽しく過ごせ

る様これからも頑張っていきます。 

是非、一緒に過ごしましょう！ 

Ｙさん さん 勤務年数 2 年６ヶ月 

採用担当者 霜田晃廣 連絡先 026－245－8108 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

（様式３） 

29 
法人名 社会福祉法人 かりがね福祉会 

 

ホームページ
アドレス http://www.karigane.or.jp/ 

法人理念を 

一言で 

障がいをお持ちの方々が地域の中で自分らしく豊かに暮らしていくことをずっと応援

してきました。利用されている方々の、安全な『くらし』、生きがいが持てる『しごと』、

そして、安心できる『いばしょ』を提供することが私達の目標です。 

働きやすさの 

ポイント 

1 福祉の職場でのお仕事経験がない方も大歓迎です。研修も充実しています。 

2 産休・育休・時間短縮勤務制度あり。子育て中の仲間が職場にたくさんいます。 

3 年次有給休暇は、１時間単位での取得が可能です。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

事業の内容は、障がいをお持ちの方への福祉サービスで、１０カ所の事業所を展開して

います。その中から、やりたい仕事、働きたい職場がきっと見つかると思います。 

 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

ライフステージかりがね 上田市真田町長 6430-1 高・障・保・その他 

共同生活サポートセンター 上田市真田町本原 531-1 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円）（基本給） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

生活支援員 正規 月給 1７～18 万円 普通自動車 5 名 
H31 新規学卒者 

及び卒業後３年程度 

生活支援員 嘱託 月給 16～20 万円 普通自動車 3 名 中途採用 

看護師 嘱託/ﾊﾟｰﾄ 時給 1,500 円 普通自動車 3 名 中途採用 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

＊若く活気のある職場です。福祉の職場は未経験でしたが、就業後に資格も取得し、

同僚たちと一緒に成長してきました。真田は地域の方々との結びつきも深く、福祉の

仕事をする環境としては抜群だと思います。私達と一緒に働いてみませんか！ 

Ａ さん 勤務年数 5 年 

採用担当者 事務局長 遠藤良和 連絡先 0268-72-3431 

＊こんなすてきな方々を私達はお待ちしています！ 

・福祉の仕事に対する情熱をお持ちの方 

・チームの一員として役割を全うし、一緒に汗を流せる方 

・笑顔と優しさにあふれ、利用される皆様の立場に立って 

物事を考えられる方 

＊未経験の方、資格をお持ちでない方もぜひご検討ください。 

＊見学はいつでも大歓迎ですので、お気軽に採用担当者まで。 


