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1 株式会社ツクイ（松本・塩尻エリア） 高齢

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

ケアクルー
訪問介護ヘルパー
サービス提供責任者
ケアマネージャー

2 社会福祉法人 すばる安曇野共生会 ○ 高齢
穂高苑(特養・短期・ディ・居宅支援・訪問)（安曇野市穂高有明）
豊里苑(特養・短期)（安曇野市穂高有明）
明科荘（サ高住）（安曇野市明科中川手）

ヘルパー・介護福祉士
看護師

3 障害者支援施設　幸泉園 障がい 障害者支援施設　幸泉園（安曇野市三郷小倉） 生活支援員

4 社会福祉法人　七つの鐘
高齢
高齢
高齢

特別養護老人ホーム　小倉メナー（安曇野市三郷小倉）
すずらん（通所介護）他（安曇野市穂高､三郷､松本市）
なでしこ（安曇野市三郷温）

介護職
看護職

5
社会福祉法人　恵和会
こまくさ野村 ○

高齢
高齢
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
ケアマネジャー

6 社会福祉法人 長野県社会福祉事業団
障がい
保育
その他

全地区　総合職（支援員・経理事務・看護師）
松本地区、上伊那地区　一般職（支援員）
上伊那地区　一般職（経理事務）
長野地区　一般職（看護師）

支援員
経理事務
看護職

7 心泉会 上條記念病院 ローズガーデン 高齢・その他 上條記念病院（松本市村井町西）
看護師
介護職員
介護福祉士

8 特別養護老人ホームぬくもりの里島立
高齢
高齢

特別養護老人ホーム「ぬくもりの里島立」（松本市島立）
通所介護施設「やすらぎの森」（松本市島立）

生活相談員
介護職
看護職

9 社会福祉法人　高遠さくら福祉会 高齢
特養老人ホーム　さくらの里（伊那市高遠町勝間）
グループホーム桜’伊那市高遠町勝間）
地域密着型特別養護老人ホームみのりの杜（伊那市東春近）

介護職
看護職

10 株式会社ほっと・はあと　むつみの郷 高齢

介護付き有料老人ホーム　むつみの郷岡田（松本市岡田松岡）
住宅型有料老人ホーム　　むつみの郷里山辺（松本市里山辺）
サービス付き高齢者向け住宅　むつみの郷あがた（松本市縣）
グループホーム　サンライズ里山辺（松本市里山辺）
介護付き有料老人ホーム　むつみの郷ほたか（安曇野市穂高北穂高）
サービス付き高齢者向け住宅　むつみの郷とよしな（安曇野市豊科）

介護職員

11
社会福祉法人　ジェイエー長野会
特別養護老人ホーム　うつくしの里 ○ 高齢

特養老人ホーム　うつくしの里（松本市里山辺）
うつくしの里デイサービスセンター（松本市里山辺）
松本市蟻ケ崎デイサービスセンター（松本市蟻ケ崎）

看護職
介護士

12 特別養護老人ホームえんれい 高齢 特別養護老人ホームえんれい（塩尻市片丘）
介護職員
入浴介護職員

13 社会福祉法人　れんげ福祉会
高齢
高齢

特別養護老人ホーム　銀松苑（大町市常盤）
デイサービス銀松苑　壱番館・弐番館（大町市常盤）

介護職員
看護師

14 介護老人保健施設　つかまの里 ○ 高齢 介護老人保健施設つかまの里（松本市筑摩） 介護職

15 社会福祉法人　アルプス福祉会 障がい
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）
第2コムハウス・ゆい（松本市新村）

ヘルパー
生活支援員

16 社会福祉法人　孝悌会 高齢
特養老人ホーム　たきべ野（安曇野市豊科高家）
デイサービスセンターいこいの家　たきべ野（安曇野市豊科高家）

介護員
介護支援専門員

17 社会福祉法人　こまくさ福祉会
高齢
高齢
高齢

特別養護老人ホーム白駒の森（茅野市ちの）
特別養護老人ホームふくろうの森（諏訪市四賀）
地域密着型特別養護老人ホームうぐいすの森（諏訪市沖田町）

介護職
看護職

18 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（松本市蟻ケ崎）
愛光苑すざか（須坂市上町）

介護員

19 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会
高齢・障がい
高齢・障がい
高齢

指定訪問介護事業所（松本市双葉）
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

20 サンシャインライフ 高齢
サンシャインあてら（木曽郡大桑村野尻）
サンシャインあてらグループホーム（木曽郡大桑村野尻）
サンシャイン神戸の杜グループホーム（木曽郡南木曽町読書）

介護職
看護職
相談員

21 医療法人道悠会
高齢・保育
その他
その他

サービス付き高齢者向け住宅　悠庵（野溝西）
松本中川病院　通所リハビリテーション（野溝西）
松本中川病院(回復期リハビリテーション病棟)（野溝西）

介護職
リハビリ
看護師

22 介護老人保健施設のむぎ 高齢 介護老人保健施設　のむぎ（松本市波田）
介護職
看護職

23 住宅型有料老人ホーム
ふくろうの家横田 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）
デイサービスセンターふくろうの家（松本市筑摩）
サービス付き高齢者向け住宅ふくろうの家横田みなみ（松本市横田）

介護職
看護職

24
ケアハウスメディタウン/
ケアハウスメディタウンアベニュー

高齢
高齢
高齢

ケアハウスメディタウン（松本市南松本）
ケアハウスメディタウンアベニュー（松本市高宮南）
居宅介護支援事業所ひなた（松本市小屋北）

介護職員
機能訓練指導員
主任ケアマネ

25 社会福祉法人　安曇野福祉協会 ○ 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）
特養老人ホーム　常念荘（安曇野市堀金烏川）
特養老人ホーム　豊岳荘（安曇野市豊科南穂高）
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

第１回　福祉の職場説明会・就職面接会　申込事業所(松本会場)

令和元年8月9日（金）12時30分〜　ホテルブエナビスタ（松本市）で開催

https://www.tsukui.net/
http://kousenen.jp/
http://nanatsunokane.or.jp/
https://www.komakusa-nomura.jp/
https://www.komakusa-nomura.jp/
http://park19.wakwak.com/~nagano-shafuku-j/
http://www.kamijyomhp.or.jp/
https://www.serita-fukushi.or.jp/
https://sakura-v.or.jp/
http://hot-h.net/
http://www.ja-naganokai.or.jp/
http://www.ja-naganokai.or.jp/
http://www.enrei.or.jp/
http://www.ginshoen.or.jp/
http://www.mhl.janis.or.jp/~kokusai/
http://alpsfukushikai.jp/
http://www.takibeno.or.jp/
http://www.lcv.ne.jp/~komakusa/
http://www.miraisai.co.jp/
http://www.syakyo-matsumoto.or.jp/
https://www.sunshinelife.co.jp/
http://www.mnh2001.jp/
http://nomugi.jp/
http://www.fukurou-home.jp/index.html
http://temari.naganoblog.jp/
http://temari.naganoblog.jp/
http://www.azuminofukushi.com/
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第１回　福祉の職場説明会・就職面接会　申込事業所(松本会場)

令和元年8月9日（金）12時30分〜　ホテルブエナビスタ（松本市）で開催

26 株式会社　ニチイ学館
高齢
高齢
高齢

ニチイケアセンター松本筑摩（松本市筑摩）
ニチイケアセンター松本中央（松本市筑摩）
ニチイケアセンター安曇野光（安曇野市豊科田沢）

訪問介護員
グループホーム介護職
通所介護職

27 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）
この街学園（障がい者・通所施設）（茅野市）

支援スタッフ
看護師

28 松塩筑木曽老人福祉施設組合 高齢
桔梗荘、岡田の里、四賀福寿荘、木曽あすなろ荘、ピアやまがた、サンライフおみ、
サニーヒルきそ、やまびこの里、なんてんの里、ちくまの（松本市、塩尻市、東筑摩
郡、木曽郡）

介護職員
生活相談員

29
医療法人梓誠会　梓川診療所
グループホームあずさ小町
通所リハビリテーションスワニーあずさ

高齢
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
看護師

30 社会福祉法人　梓の郷 ○

高齢

高齢
保育

サルビア・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ・あんじゅり・泉の里・愛香里・千歳緑（特別養護老人ホーム・
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）（松本市梓川倭・
島立・庄内）
美事（デイサービス）（松本市庄内）
保育所　さるびあ（松本市梓川倭）

介護職
PT
保育士

31 介護老人保健施設　まほろばの郷
高齢
高齢
高齢

介護老人保健施設　まほろばの郷（塩尻市宗賀）
介護老人保健施設　萌生の里（塩尻市木曽平沢）
グループホームまほろば（塩尻市宗賀）

介護士
看護師
准看護師

32 社会福祉法人　中信社会福祉協会

高齢・障がい
その他
その他
障がい

松本市内事業所（松本市）
共立学舎（松本市今井）
ささらの里（松本市内田）
こきりこささら（松本市内田）

支援員

33 社会福祉法人　松本ハイランド
高齢
高齢

地域密着型特別養護老人ホームゆめの里今井（松本市今井）
河西部西地域包括支援センター（松本市和田）

介護
社会福祉士

34 社会福祉法人　清明会　しらかば園 障がい 障害者支援施設　しらかば園（富士見町落合）
生活支援員
生活介助員

35 社会医療法人財団　慈泉会
その他
その他

相澤地域在宅医療支援センター（松本市本庄）
相澤病院（松本市本庄）

介護福祉士
看護アシスタント

36
ＮＰＯ法人グループもみじ
夕やけ小やけ
宅幼老所夢いちもんめ

高齢
高齢

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

介護職員
看護職員

37 介護老人保健施設　ロングライフ塩尻 高齢 介護老人保健施設　ロングライフ塩尻（塩尻市広丘高出） 介護職

38 かがやきながの（高齢者生協）
その他
その他

小規模多機能型居宅介護 かがやきの家笹部（松本市笹部）
かがやき福祉センター中信（ホームヘルプサービス）（松本市本庄）

介護スタッフ
訪問介護スタッフ

39

シニアホームふれあい新橋
有料老人ホームふれあい荒井荘
シニアリゾートふれあい征矢野
居宅支援センターふれあい

高齢・障がい
高齢
高齢
高齢

有料老人ホームふれあい荒井荘（松本市島立）
シニアホームふれあい新橋（松本市島内）
居宅支援センターふれあい（松本市征矢野）
シニアリゾートふれあい征矢野（松本市征矢野）

介護職員
介護支援専門相談員
作業療法士（ＯＴ）

40
社会福祉法人　平成会
（有料老人ホームせせらぎ等） ○

高齢
高齢
高齢

有料老人ホームせせらぎ（塩尻市宗賀）
グループホームなごみ（松本市寿北）
小規模多機能型居宅介護事業所（松本市岡田）

介護職員

41 社会福祉法人　恵清会　真寿園

高齢
高齢
高齢
高齢
高齢

特別養護老人ホーム真寿園（松本市寿中）
真寿園・松本市寿デイサービスセンター（松本市寿中）
真寿園ヘルパーステーション（松本市寿中）
松本市寿在宅介護支援センター（松本市寿中）
松本市南東部・中央南地域包括支援センター（松本市寿中・松本市筑摩）

介護職員
看護職員

42 社会福祉法人　孝明

高齢
高齢
高齢
高齢

特別養護老人ホーム　孝明舘（安曇野市明科）
介護老人保健施設　孝松舘（北安曇郡松川村）
特別養護老人ホーム　孝明豊科舘（安曇野市豊科）
介護老人保健施設　孝穂舘（安曇野市穂高）

介護職
調理

43
ウィズグループ
株式会社ソーシャル・ネットワーク

高齢
高齢

ウィズ村井（松本市村井町北）
ウィズ塩尻（塩尻市広丘高出）

介護職

44
社会福祉法人　しなのさわやか福祉会
プラムの里・こまちの家・みぶの里

高齢
高齢
高齢

複合福祉施設　プラムの里（上伊那郡宮田村）
小規模多機能　こまちの家（駒ケ根市下市場）
複合福祉施設　みぶの里（伊那市美篶）

社会福祉士
介護職員
各種　療法士

45 介護老人保健施設有明苑 高齢 介護老人保健施設有明苑（安曇野市穂高有明）
看護師
介護士

各法人の詳細は、法人名をクリックしてください（各法
人ホームページが表示されます）

2019/7/26 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）
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。

https://www.nichiigakkan.co.jp/
http://www.konomachi.or.jp/
http://aoihato.com/
http://www.azusa-clinic.jp/
http://www.azusa-clinic.jp/
http://www.azusa-clinic.jp/
http://azusanosato-salvia.jp/
http://www.keijin-kai.jp/
http://www.chushin-sws.jp/
https://www.yumenosato.info/
http://www.shirakabaen.or.jp/
http://www.ai-hosp.or.jp/
http://www.group-momiji.com/
http://www.group-momiji.com/
http://www.group-momiji.com/
http://www.longlife-shiojiri.jp/
http://www.nagano-koureikyo.jp/
http://www.takasawatsusho.co.jp/
http://www.takasawatsusho.co.jp/
http://www.takasawatsusho.co.jp/
http://www.takasawatsusho.co.jp/
http://www.heisei-kai.jp/
http://www.heisei-kai.jp/
http://www.shinjyuen.net/
http://www.koumei.or.jp/
http://www.with-net-5.co.jp/
http://www.with-net-5.co.jp/
http://s-sawayaka.or.jp/
http://s-sawayaka.or.jp/
https://www.arikai.site/

