
2020/2/19

整理
№

ブース名（法人名・事業所名）
※太字名称をクリックすると公式サイトが開きます

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
社会福祉法人からし種の会
緑の牧場学園 〇 障がい 緑の牧場学園（佐久市八幡） 支援員

2 社会福祉法人梓の郷 〇

3
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
うつくしの里ホームヘルパーステーション（松本市里山辺）
特別養護老人ホームうつくしの里（松本市里山辺）

訪問介護員
介護士

4 社会福祉法人すばる安曇野共生会

5 社会福祉法人塩嶺福祉協会

6 医療法人道悠会

7
社会福祉法人雄仁会
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

8 社会福祉法人みらいさい福祉会

9 アースサポート株式会社 その他 アースサポート松本（松本市庄内） 訪問入浴ヘルパー

10 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）（茅野市、諏訪市など）
この街学園 茅野市

支援スタッフ
看護師

11 タカサワ通商株式会社

12 社会福祉法人幸充 高齢
特養老人ホーム　ライフ（北安曇郡池田町会染）
特養老人ホーム　ライフ松川（北安曇郡松川村東川原）
特養老人ホーム　ライフ穂高（安曇野市穂高駅西側）

介護職
看護職

13 社会福祉法人安曇野福祉協会 〇 高齢
障がい

障碍者支援施設アルプス学園（安曇野市三郷小倉）
特養老人ホーム豊岳荘（安曇野市豊科南穂高）
特養老人ホーム常念荘（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

14 社会福祉法人アルプス福祉会

15
社会福祉法人ハーモニー
介護老人保健施設ハーモニー

高齢
介護老人保健施設ハーモニー（松本市島内）
介護老人福祉施設ハーモニー沢村（松本市沢村）
グループホーム笹部（松本市笹部）

介護職

16 社会福祉法人中信社会福祉協会 障がい
共立学舎（松本市今井）
ささらの里（松本市内田）
みずきの森（松本市内田）

支援員
世話人
調理員

17 社会福祉法人七つの鐘

18
医療法人心泉会
上條記念病院、ローズガーデン

高齢
介護老人保健施設ローズガーデン（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

19 株式会社ニチイ学館　松本支店 高齢
ニチイケアセンター松本寿（松本市寿北）
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塩尻ききょう（塩尻市大字大門）

訪問介護員
グループホーム介護職
通所介護職

第3回　福祉の職場説明会・就職面接会　参加事業所(松本会場)

令和2年3月12日（木）12時30分〜　松本市勤労者福祉センター

http://www.janis.or.jp/users/karashi/
http://www.janis.or.jp/users/karashi/
http://www.ja-naganokai.or.jp/
http://www.ja-naganokai.or.jp/
http://nomugi.jp/
http://nomugi.jp/
https://www.earthsupport.co.jp/
http://www.konomachi.or.jp/
http://koushu-nagano.jp/
http://azuminofukushi.jp/
http://www.harmony-matsumoto.or.jp/
http://www.harmony-matsumoto.or.jp/
http://www.chushin-sws.jp/
https://shinsenkai.or.jp/
https://shinsenkai.or.jp/
https://www.nichiigakkan.co.jp/
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第3回　福祉の職場説明会・就職面接会　参加事業所(松本会場)

令和2年3月12日（木）12時30分〜　松本市勤労者福祉センター

20
NPO法人グループもみじ
夕やけ小やけ、夢いちもんめ

高齢 小規模多機能ケアホーム 夕やけ小やけ（松本市並柳）
介護職員
看護職員

21
株式会社ほっと・はあと
㈱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（松本市県）
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

22
社会福祉法人てまり
ケアハウスメディタウン／居宅ひなた、他

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（松本市小屋南）

介護職員
ケアマネージャー
看護職員

23
社会福祉法人しなのさわやか福祉会
プラムの里、みぶの里、こまちの家

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（駒ヶ根市下市場）
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

24 社会福祉法人恵和会 〇 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）
地域包括支援センター（塩尻市広丘野村）

介護職
看護職
社会福祉士
ケアマネジャー

25 社会福祉法人平成会 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

26 株式会社テトラ

27
社会福祉法人孝明
孝明舘・孝穂舘

高齢
特養老人ホーム　孝明舘（安曇野市明科七貴）
特養老人ホーム　孝明豊科舘（安曇野市豊科南穂高）
介護老人保健施設　孝穂舘（安曇野市穂高北穂高）

介護職

28
社会福祉法人国際保健支援会
介護老人保健施設　つかまの里

高齢
つかまの里通所リハビリテーション（松本市筑摩）
介護老人保健施設つかまの里（松本市筑摩）
サービス付き高齢者住宅　埴生の宿（松本市筑摩）

介護職
看護師

29
医療法人梓誠会　梓川診療所
通所リハビリテーション　スワニーあずさ
有料老人ホーム　赤いりんご

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）
有料老人ホーム　赤いりんご（松本市梓川梓）

介護職
看護師
運転手

30 社会福祉法人敬老園 〇 高齢
うつくしがはら温泉敬老園　デイ・栄養課（松本市大字里山辺）
島立デイサービスセンター　他事業所あり（松本市島立）
とよしなグループホーム（安曇野市豊科）

介護職

31
株式会社雪村
住宅型有料老人ホーム　おひさま松原台

高齢 住宅型有料老人ホーム　おひさま松原台（松本市松原） 介護職

http://www.group-momiji.com/
http://www.group-momiji.com/
http://hot-h.net/
http://hot-h.net/
http://temari.naganoblog.jp/
http://temari.naganoblog.jp/
http://s-sawayaka.or.jp/
http://s-sawayaka.or.jp/
http://www.komakusa-nomura.jp/
http://www.heisei-kai.jp/
http://www.koumei.or.jp/
http://www.koumei.or.jp/
http://www.mhl.janis.or.jp/~kokusai/
http://www.mhl.janis.or.jp/~kokusai/
http://www.azusa-clinic.jp/
http://www.azusa-clinic.jp/
http://www.azusa-clinic.jp/
http://www.keiroen.or.jp/
http://ohi-sama.co.jp/
http://ohi-sama.co.jp/
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第3回　福祉の職場説明会・就職面接会　参加事業所(松本会場)

令和2年3月12日（木）12時30分〜　松本市勤労者福祉センター

32
株式会社シダー
ラ・ナシカまつもと・まつもと弐番館

高齢
ラ・ナシカまつもと(松本市高宮）
ラ・ナシカまつもと弐番館（松本市並柳）

介護職員
看護職員

33 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
障がい
児童
その他

総合職（支援員）（長野地区、松本地区、上伊那地区）
一般職（支援員）（松本地区、上伊那地区）

支援員

34 医療法人社団　敬仁会 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）

介護職
看護師
施設ケアマネ

35 社会福祉法人愛泉会 障がい
軽井沢治育園（北佐久郡軽井沢町追分）
精明学園（茅野市金沢）

生活支援員

36
社会福祉法人誠心福祉協会
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
生活支援員（夜勤）
生活支援員（畜産作業）

37 株式会社長野環境システム

38 株式会社ツクイ ○ 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
訪問介護ヘルパー
ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ
看護師

39 松塩筑木曽老人福祉施設組合

40 社会福祉法人木曽社会福祉事業協会

41
桐山電機株式会社
ふくろうの家横田、ふくろうの家横田みなみ
デイサービスセンターふくろうの家

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

42 エフビー介護サービス株式会社

43 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

44
有限会社創生活環境運営
　ひだまりの里ささが・とよしな
　看護小規模多機能集皆所ひだまり

高齢
グループホームひだまりの里ささが（松本市笹賀）
グループホームひだまりの里とよしな（安曇野市豊科）
看護小規模多機能集皆所ひだまり（安曇野市豊科7）

介護職員

45 株式会社ソーシャルネットワーク 高齢
ウィズ塩尻（塩尻市広丘高出）
ウィズ安曇野（安曇野市穂高柏原）

介護職
看護職

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）

2020/2/19 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。

http://www.cedar-web.com/
http://www.cedar-web.com/
http://park19.wakwak.com/~nagano-shafuku-j/
http://www.keijin-kai.jp/
http://www.aisenkai.com/
http://kousenen.jp/
http://kousenen.jp/
https://www.tsukui.net/
http://www.fukurou-home.jp/
http://www.fukurou-home.jp/
http://www.fukurou-home.jp/
http://www.moritoki.jp/
http://www.crew-g.co.jp/
http://www.crew-g.co.jp/
http://www.crew-g.co.jp/
https://socialnetwork.co.jp/

