
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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
社会福祉法人恵久会
特養老人ホーム　プリマベーラ

高齢 特養老人ホーム　プリマベーラ（長野市新田町） 介護職員

3 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

4 株式会社みらいさい福祉会

5 アースサポート株式会社 高齢 アースサポート長野（長野市中越）
訪問入浴オペレーター
デイヘルパー
サービス提供責任者

6 長野市子ども未来部　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

7 社会福祉法人　若槻ホーム 高齢
特養老人ホーム　若槻ホーム（長野市田中）
地域密着型介護老人福祉施設　若槻ホーム別館（長野市上野）

介護職員

8 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） 支援スタッフ

9 社会福祉法人安曇野福祉協会 〇
10 株式会社ツクイ ○

11 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
看護職
新卒採用

12 有限会社えにし 高齢
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）

訪問介護員

13 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）
グループホームしんこう（長野市信更町田野口）

介護士

14 株式会社ニチイ学館長野支店

15 株式会社ながでんウェルネス 〇
高齢
障がい
保育

デイサービスセンター（長野市、千曲市、中野市）
高齢・障がいショートステイ（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

16 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

17 社会福祉法人ながのコロニー

18
社会福祉法人四徳健康会
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） 介護職員

第3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2年3月5日（木）12時30分〜　メルパルク長野で開催

http://www.janis.or.jp/users/karashi/
http://www.janis.or.jp/users/karashi/
https://www.keiqkai.jp/
https://www.keiqkai.jp/
https://www.miyuki-g.or.jp/
https://www.earthsupport.co.jp/
http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/ko-hoiku/
http://care-net.biz./20/wakatsuki/
http://www.konomachi.or.jp/
http://www.sakura-care.co.jp/
http://www.enishi-web.com/
http://www.asahi-kouhoku.com/
http://www.nagaden-wellness.co.jp/
http://www.grn.janis.or.jp/~coco-net/
http://park14.wakwak.com/~shitokukenkoukai/
http://park14.wakwak.com/~shitokukenkoukai/
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19
株式会社ライフケア
㈱ライフケア　グループホームまゆ

高齢
保育

介護付き有料老人ホーム　七瀬の杜（長野市鶴賀居町）
グループホームまゆ篠ノ井（長野市篠ノ井塩崎）
スポーツ＆アカデミー　キッズまゆ篠ノ井店（長野市篠ノ井布施高田）

介護職員
2021年新卒正社員
児童指導員・保育士

医療法人コスモス 高齢
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）
グループホームコスモス長野（長野市小島田町）

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（長野市安茂里差出南）
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）
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）

株式会社コスモスプラネット 高齢
介護付き有料老人ホームコスモスプラネット篠ノ井（長野市篠ノ井会）
コスモスプラネット篠ノ井デイサービスセンター（長野市篠ノ井会）
グループホームコスモスプラネット篠ノ井（長野市篠ノ井会）

介護福祉士
介護職
看護職

株式会社コスモスポールスター 高齢 グループホームコスモスポールスター（長野市篠ノ井）
介護福祉
介護職

22
NPO法人グループもみじ
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

23
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、ほか）

支援職員
世話人

24 地方独立行政法人長野市民病院

25
社会福祉法人ハーモニー福祉会
レインボー 〇 高齢

シニアパレスレインボー（長野市吉）
シルバーハウスレインボー（長野市豊野町石）

介護士

26
医療法人藤美会
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）

介護福祉士
介護職

27
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
ケアマネージャー

28 須坂市　須坂市地域包括支援センター 高齢 須坂市地域包括支援センター（須坂市須坂） 介護支援専門員

29
医療法人百藤会
インターコート藤 〇

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

介護職

31 社会福祉法人敬老園 〇 高齢
さくらえちょう敬老園ヘルパーステーション（長野市大字長野字桜枝町）
みよしちょう敬老園ヘルパーステーション（中野市三好町）
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

32 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

33
医療法人博人会
桜ホーム

高齢
介護老人保健施設　桜ホーム（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

20
介護福祉士
介護職
看護職

21

https://lifecare-mayu.com/
https://lifecare-mayu.com/
http://cosmosnet.or.jp/index.php
http://cosmosnet.or.jp/index.php
http://cosmosnet.or.jp/index.php
http://cosmosnet.or.jp/index.php
http://www.group-momiji.com/
http://www.group-momiji.com/
http://www.janis.or.jp/users/bdh20aab/
http://www.janis.or.jp/users/bdh20aab/
http://harmony-rainbow.main.jp/
http://harmony-rainbow.main.jp/
http://sumeragi.jp/
http://sumeragi.jp/
https://itp.ne.jp/info/202179608000000899/
https://itp.ne.jp/info/202179608000000899/
https://www.city.suzaka.nagano.jp/
http://www.harutanosato.com/
http://www.keiroen.or.jp/
http://park19.wakwak.com/~nagano-shafuku-j/
http://www.sakurahome.or.jp/
http://www.sakurahome.or.jp/
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34 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

35
アタゴ学園株式会社
介護付き有料老人ホームあたご

高齢
保育

介護付き有料老人ホーム　あたご（長野市三輪）
あたご学園　星の木（長野市三輪）

介護職員
保育士

36
株式会社ケアネット
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

37 社会福祉法人山栄会 高齢
千曲事業所（通所介護・短期入所）（千曲市桑原）
ケアハウス佐久だいら南（7月開所予定）（佐久市根々井）

介護職

38 エフビー介護サービス株式会社

39
須坂市教育委員会子ども課
須坂市公立ほいくえん

保育 須坂市公立保育園10園（須坂市内各地） 保育士

40
医療法人長野寿光会
あっとほーむ上山田・ヘルパーセンター上山田

高齢
ヘルパーセンター上山田（千曲市上山田温泉）
あっとほーむ上山田（介護付き有料老人ホーム）（千曲市上山田温泉）
訪問看護ステーション　スマイル（千曲市上山田温泉）

介護職員
介護補助職員
看護師

41
社会福祉法人豊智福祉会
特養老人ホーム泉平ハイツ

高齢 特養老人ホーム　泉平ハイツ（長野市豊野町豊野） 介護員

42
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

43 社会福祉法人みゆき福祉会

44 北信広域連合 高齢 特養老人ホーム（中野市、他）
介護士
介護員

45
株式会社コトブキ
ことぶきの家　若穂

高齢 ことぶきの家　若穂（長野市若穂綿内）
介護職員
看護職員

46 社会福祉法人おらが会

47 社会福祉法人高水福祉会 障がい 中野市・飯山市内の各事業所（詳細は左記ホームページ内の募集要項参照） 生活支援員

48 医療法人光仁会

49 社会福祉法人博悠会 高齢
長野市内5施設（長野市大豆島・富竹・吉田、他）
千曲市内2か所（千曲市戸倉、更埴）
中野市・栄村の各施設（中野市江部、下水内郡栄村豊栄）

介護職

社会福祉法人ハイネスライフ

医療法人ハイネスライフ

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）

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。 2020/2/19 現在

50
高齢
その他

朝日ホーム温泉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
看護職員

http://www.moritoki.jp/
http://www.atago-gakuen.jp/
http://www.atago-gakuen.jp/
http://www.carenet.fujitsu.com/
http://www.carenet.fujitsu.com/
http://www.carehouse-sakudaira.com/
https://www.city.suzaka.nagano.jp/
https://www.city.suzaka.nagano.jp/
http://naganojukoukai.com/
http://naganojukoukai.com/
http://www.valley.ne.jp/~haitu/
http://www.valley.ne.jp/~haitu/
http://www.mcsg.co.jp/
http://www.mcsg.co.jp/
http://www.hokusin.or.jp/
http://kotobuki-group.jp/
http://kotobuki-group.jp/
https://www.ko-sui.com/
http://www.hakuyukai.com/
http://highness-life.com/
https://www.asahi-hospital.com/
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（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）


