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1 あさひ福祉サービス　株式会社 高齢
デイサービス若里（長野市若里）
デイサービス丹波島（長野市青木島）
宅老所いっぷく（長野市高田）

介護士

2 エフビー介護サービス　株式会社 高齢
ケアライフ柳原（長野市小島）
グループホーム川中島（長野市川中島町今井）
あったかほーむ稲葉（長野市稲葉）

営業職
介護総合職

3 社会福祉法人　坂城福祉会 高齢
特養老人ホーム　さかき美里園（埴科郡坂城町大字坂城）
特養老人ホーム　第二美里園（埴科郡坂城町大字坂城）
特養老人ホーム　さかき美山園（埴科郡坂城町大字南条）

介護職員
看護職員

4 社会福祉法人　林檎の里 障がい 自閉症支援施設あおぞら（上水内郡飯綱町芋川） 生活支援員

5 医療法人　宮沢医院 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

6 社会福祉法人　グリーンアルム福祉会 高齢
特養老人ホーム　グリーンパルペル（須坂市仁礼）
介護老人保健施設　ウィングラス（須坂市仁礼）
グループホーム　グリーンクリスタル（須坂市仁礼）

介護職
看護職

7 社会福祉法人　佐久平福祉会 高齢
特養老人ホーム　佐久平愛の郷（佐久市平賀）
特養老人ホーム　佐久穂愛の郷（南佐久郡佐久穂町高野町）
特養老人ホーム　神川愛の郷（上田市蒼久保）

介護職

8
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）
短期入所生活介護事業所　インターコート藤（長野市青木島町綱島）
地域密着型特定施設　インターコート藤（長野市青木島町綱島）

介護職員
看護・リハ

9 社会福祉法人　恵久会 高齢 特養老人ホーム　プリマベーラ（長野市南長野新田町） 介護職員

10 社会福祉法人　敬老園 高齢
さくらえちょう敬老園（長野市桜枝町）
中野市内デイサービスセンター（中野市内）

介護職
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http://www.asahi-fukusi.jp/
http://www.fb-kaigo.co.jp/
http://www.sakakifukushikai.or.jp/
http://www.ringonosato.or.jp/
http://www.miyazawaiin.com/
http://www.greenarum.jp/
http://www.skdf.jp/
https://intercourt-fuji.com/
https://intercourt-fuji.com/
https://www.keiqkai.jp/
http://www.keiroen.or.jp/
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11 社会福祉法人　ウェルフェアコスモス 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）
地域密着型特定施設入居者生活介護　介護付き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　グループホームウェルフェアあもり（長野市安茂里下
洞田）

介護福祉士
介護職
看護職

12 株式会社　ながでんウェルネス
高齢
障がい
保育

デイサービスセンター（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）
放課後等デイサービス（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

13 社会福祉法人ハーモニー福祉会 高齢
有料老人ホーム　シニアパレスレインボー（長野市吉）
小規模特養　シニアパレスレインボー（長野市豊野町石）

介護職

14 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（長野市篠ノ井布施五明）
ハートフル五明（長野市篠ノ井布施五明）
はぁてぃ若槻・うわのホーム（長野市徳間、長野市上野）

支援員
支援員兼世話人

15 社会福祉法人　みゆき福祉会 高齢
里山の家　木島平（下高井郡木島平村穂高）
高社の家（中野市新井）

介護職員
看護職員

16 医療法人　博人会 高齢
介護老人保健施設　桜ホーム（入所・通所）（長野市篠ノ井二ツ柳）
桜グループホーム（長野市篠ノ井二ツ柳）

介護士
看護師

17 社会医療法人　城西医療財団
高齢
障がい

介護老人保健施設　白馬メディア（北安曇郡白馬村神城）
介護老人保健施設　安曇野メディア（安曇野市豊科）
北アルプス訪問介護ステーション（北安曇郡白馬村神城）

介護職
看護職
リハビリ職

18 社会福祉法人　四徳会 高齢
特養老人ホーム　グリーンヒル（長野市篠ノ井布施五明）
地域密着型特養老人ホーム　グリーンヒル篠ノ井中央（長野市篠ノ井布施高田）

介護職員
看護師

19 社会福祉法人　博愛会 高齢
特養老人ホーム　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

20 社会福祉法人　新志福祉会
高齢
保育

ふれあい荘（松代・稲里・柳原）（長野市）
グループホーム（介護士）・デイサービス（看護）（長野市松代町）
杉の子保育園（長野市）

介護士
保育士
調理師

http://www.cosmosnet.or.jp/welfare/
http://www.heartnet.co.jp/wn/wn.html
http://harmony-rainbow.main.jp/
http://www.nagano-colony.or.jp/
https://miyuki-f.or.jp/
http://www.sakurahome.or.jp/
http://www.shironishi.or.jp/
http://www.valley.ne.jp/~greenhil/
http://w1.avis.ne.jp/~haku2000/
http://www.fureaiso.com/
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21 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
教諭
看護師

22 株式会社　みらいさい福祉会 高齢
愛光苑すざか（須坂市上町）
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）

介護員

23 社会福祉法人　おらが会 高齢
特養老人ホーム　あらが庵（上水内郡信濃町柏原）
信濃町デイサービスセンター（上水内郡信濃町柏原）
グループホームおらがの里（上水内郡信濃町柏原)

介護職員

24 社会福祉法人　あさひ福祉会 高齢
特養老人ホーム　こうほく（長野市稲里町下氷鉋）
こうほくデイサービスセンター(長野市稲里町下氷鉋）
グループホームしんこう・ショートステイしんこう（長野市信更町田野口）

介護士（特養）
介護士（デイ）
介護職員（グループホーム）

25 社会福祉法人　安曇野福祉協会
高齢
障がい

障がい者支援施設　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

26 社会医療法人　恵仁会
高齢
障がい

老健　安寿苑（佐久市中込）
老健　シルバーポートつかばら（佐久市塚原）
ヘルパーステーション中込・長土呂（佐久市中込・長土呂）

介護職員

27 メディカルケア株式会社 高齢
八幡グループホームみのり（千曲市八幡）
さくらポート力石（千曲市力石）

介護職

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

介護職
看護職

29 医療法人　聖峰会 高齢 介護老人保健施設　長寿の里（中野市上今井）
介護士
看護師
事務職

30 株式会社　ジェイハート 障がい
ジェイハートヘルパーステーション（長野市南堀）
ジェイハート生活介護事業所ミンクリー（長野市吉田）
ジェイハート生活介護事業所ジャムウォーク（長野市三輪）

訪問介護員
生活介護員

http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/ko-hoiku/
http://miraisai.co.jp/
http://oragakai.jp/
http://www.asahi-kouhoku.com/
http://www.azuminofukushi.com/
http://www.keijinnet.or.jp/
http://www.sakura-care.co.jp/
https://www.miyuki-g.or.jp/
http://www.issh.jp/
http://j-heart.life.coocan.jp/
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31 社会福祉法人　博悠会 高齢
特養老人ホーム　フランセーズ悠（長野市大豆島）
特養老人ホーム　フランセーズ悠なかの（中野市片塩）
特養老人ホーム　フランセーズ悠さかえ（下水内郡栄村豊栄）

介護職

32 ＮＰＯ法人　グループもみじ 高齢
小規模多機能ホーム　みんなのあもり（長野市安茂里葭ヶ淵）
宅老所さくら（長野市吉田）

介護職員
看護職員

33 株式会社　ライフケア
高齢
障がい

グループホームまゆ（長野市鶴賀居町）
グループホームまゆ松代（長野市松代町松代）
介護付き有料老人ホーム　七瀬の杜（長野市鶴賀居町）
スポーツ＆アカデミー　キッズまゆ（長野市青木島）

介護職員
介護支援専門員
児童指導員

34 有限会社　えにし 高齢 えにし長野事業所（長野市権堂町） ホームヘルパー

35 社会福祉法人　四徳健康会 高齢 ケアハウス南長野（長野市川中島町今井原） 介護職員

36 社会福祉法人　大志会 障がい 稲荷山太陽の園（千曲市野高場）
生活支援員
看護師

37 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

38 社会福祉法人　治敬会 高齢
介護老人福祉施設　愛ランドはるかぜ（長野市大豆島）
グループホーム愛ランドわたうち（長野市若穂綿内）
介護付き有料老人ホーム　愛ランドまめじま（長野市大豆島）

介護職
看護職

39 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）
この街ホーム（諏訪市、茅野市）

支援スタッフ

40 社会福祉法人　暖家 高齢
ノーマライアクティブ（デイサービス）（長野市栗田）
ウィズ若里（有料老人ホーム）（長野市若里）
暖家戸倉の集い（千曲市戸倉）

介護職員
送迎スタッフ

http://www.hakuyukai.com/
http://www.group-momiji.com/
http://lifecare-recruit.com/
http://www.enishi-web.com/
http://park14.wakwak.com/~shitokukenkoukai/
http://taishikai.or.jp/
https://www.comfort-okada.com/
http://iland-jikeikai.jp/
http://www.konomachi.or.jp/
http://hi-danke.com/
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41 株式会社　ニチイ学館 高齢

同社が運営するデイサービスセンター
　　　　　　（千曲市八幡、長野市篠ノ井・稲里・高田・大豆島・檀田、中野市新井）
同社が運営する訪問介護事業所
　　　　　　（千曲市八幡、長野市篠ノ井・稲里・若里・高田・大豆島・稲田・檀田）
有料老人ホーム　ニチイケアセンター長野南（長野市篠ノ井御幣川）

デイサービス介護員
訪問介護員
有料介護員

42 社会福祉法人　山栄会 高齢
ショートステイ千曲（千曲市桑原）
千曲デイサービスセンター（千曲市桑原）

介護職
相談員
看護師

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）
モーリー農場（長野市徳間）
子どもの自立生活館茜舎（長野市平林）

生活支援員
保育士
夜勤スタッフ

44 株式会社　治田の里 高齢
有料老人ホーム　治田の里（千曲市稲荷山）
小規模多機能型居宅介護施設　治田の里（千曲市稲荷山）

介護職

45 オネストリィ　株式会社 保育
放課後等デイサービス　はぴねす安茂里（長野市安茂里上河原）
放課後等デイサービス　はぴねす東和田（長野市東和田）
放課後等デイサービス　はぴねすジョブ若槻（長野市若槻東条）

保育士

46 社会福祉法人　湖会 保育 児童養護施設　松代福祉寮（長野市松代町東条）
保育士
児童指導員
栄養士兼調理員

47 栗田病院 その他 栗田病院（長野市栗田）
看護職
介護職

48 社会福祉法人　賛育会 高齢
豊野清風園（長野市豊野町豊野）
老健ゆたかの（長野市豊野町豊野）

介護員
調理員
看護師

49 特定非営利活動法人　どんぐり福祉会 障がい どんぐりの家（長野市篠ノ井御幣川） 相談・支援・指導員

50 エム工房　有限会社 高齢 ソワン南俣デイサービスセンター（長野市稲葉） 介護職員

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）

平成31年3月3日 現在

https://www.nichii-kaigo.jp/
http://www.carehouse-sakudaira.com/
http://www.moritoki.jp/
http://www.harutanosato.com/
https://happiness-nagano.com/
http://www.grn.janis.or.jp/~m2782556/A-1.htm
http://www.kuritahp.or.jp/
http://www.san-ikukai.or.jp/
http://star.gmobb.jp/dongurifukusikai/
http://www.soins.co.jp/day/index.html

