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整理
番号
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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 株式会社　ツクイ 高齢
ツクイ上田原　　 （上田市上田原）
ツクイ上田秋和　（上田市秋和）
ツクイ千曲　　　　（千曲市大字鋳物師屋）

ケアクルー
訪問介護ヘルパー
PT・OT・ST

2 社会福祉法人　佐久平福祉会 高齢
特別養護老人ホーム　佐久平愛の郷（佐久市平賀740-1）
特別養護老人ホーム　佐久穂愛の郷（佐久穂町高野町303-1）
特別養護老人ホーム　神川愛の郷（上田市蒼久保1145-2）

介護職
介護職
看護師

3 株式会社　ながでんウェルネス ○
高齢
高齢
障がい・保育

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　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）
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（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

4 株式会社　やさしい手信州 高齢
訪問介護事業所やさしい手信州（上田市芳田）
サービス付き高齢者向け住宅やさしえよしだⅡ（上田市芳田）
サービス付き高齢者向け住宅やさしえよしだ（上田市芳田）

介護職

5 株式会社　コトブキ 高齢
寿園介護ステーション（訪問介護）　（小諸市大字市）
寿園介護ステーション（通所介護）　（小諸市御影新田）
ことぶきの家御影　　　　　　　　　　　（小諸市御影新田）

介護職員

6 社会福祉法人　しなのさわやか福祉会 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

7 社会福祉法人　敬老園 ○ 高齢
うえだみなみ敬老園　有料老人ホーム（上田市常田）
ときわぎ敬老園　有料老人ホーム（上田市常磐城）
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

8 相馬商事株式会社（ジョイリハ） 高齢 ジョイリハながの上田原（上田市上田原）
インストラクター
介護職員

9 社会福祉法人　恵仁福祉協会
高齢
高齢
保育

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）
認知症対応型共同生活介護下原ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑほか（上田市真田町長7141番地1）
ナーサリーさなだ（上田市真田町長7141番地1）

介護職員
看護師
保育士

10 社会福祉法人　しらかばの会 ○ 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）

支援職員
世話人

11 社会福祉法人　ハートフルケアたてしな 高齢
特別養護老人ホームすずらん（立科町芦田720-1）
ヘルパーステーションたてしな（立科町芦田720-1）

介護職
介護職
看護職

12 社会福祉法人　みまき福祉会 高齢
特養老人ホームケアポートみまき（東御市布下）
デイサービスセンターきたみまき（東御市布下）

介護職員

13
のぞみグループ
社会福祉法人　のぞみ福祉会

○
高齢・保育
高齢
高齢・保育

社会福祉法人　のぞみ福祉会（小諸市和田）
株式会社　シルバーケアのぞみ（小諸市東雲）
株式会社　エスポワール（佐久市根岸）

介護職

14 社会福祉法人　法延会 保育
児童養護施設　軽井沢学園（北佐久郡軽井沢町追分）
グループホーム「Casa佐久花園」（佐久市安原）

児童指導員
保育士

15 社会福祉法人　上田しいのみ会
高齢
障がい
障がい

特別養護老人ホーム　室賀の里（上田市上室賀）
障害者支援施設　しいのみ療護園（上田市上室賀）
障害者支援施設　上田しいのみ園（上田市中之条）

介護職
生活支援員
看護師

16 社会医療法人　恵仁会
高齢
高齢
高齢・障がい

介護老人保健施設安寿苑（佐久市中込）
介護老人保健施設シルバーポートつかばら（佐久市塚原）
ピアサポートセンターもちづき（佐久市望月）

介護職員

17 社会福祉法人　安曇野福祉協会 ○

障がい
障がい
高齢
高齢

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）
特別養護老人ホーム常念荘/豊岳荘（安曇野市堀金烏川・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

18 社会福祉法人　この街福祉会
障がい・保育
障がい

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

19 医療法人　慈修会 高齢 介護老人保健施設　ほのぼの（上田市住吉） 介護職

20
医療法人百藤会　※
介護老人保健施設　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）

介護職
看護職
リハビリテーション職

21 株式会社　ライフケア 高齢
グループホームまゆ更科（千曲市杭瀬下）
グループホームまゆ松代（長野市松代町松代）
グループホームまゆ（長野市鶴賀居町）

介護職員
2020年新卒者（専門卒以
上）

22 上田市役所 保育 上田市公立保育園（上田市内各所）
臨時保育士（フルタイム）
パート保育士（6時間）
延長保育士

23 医療法人　丸山会 高齢
丸子中央病院（上田市）
介護老人保健施設　御所苑（上田市）
介護老人保健施設　ケアまるこ（上田市）

介護福祉士
介護職員
看護師（准看護師）

24 社会福祉法人ジェイエー長野会 ○ 高齢 ローマンうえだ事業所内（上田市殿城他）
介護職
ホームヘルパー
看護師

25 特定非営利活動法人　ひまわりの丘 障がい 生活介護施設　ひまわりの丘（東御市布下）
介護職
看護職

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

27 特定非営利活動法人 やじろべー 高齢 宅老所　もくれん	（上田市常磐城1-6-13） 看護職

28 株式会社　シダー 高齢 ラ・ナシカ　うえだ（上田市神畑217-7）
介護職員
看護職員

29 株式会社　ニチイ学館 ○
高齢
高齢
高齢・障がい

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）
ニチイケアセンターこさと（上田市上野）
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）

介護職員
居宅介護支援専門員
訪問介護職員

30 社会福祉法人　かりがね福祉会 障がい
ライフステージかりがね（上田市真田町長）
かりがね在宅支援センター　えーる（上田市真田町長）
かりがね共同生活サポートセンター（上田市真田町本原）

生活支援員
看護師

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）

2019/8/7 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）

第１回　福祉の職場説明会・就職面接会　参加予定事業所(上田会場)
令和元年8月21日（水）12時30分〜　上田東急ＲＥＩホテル（上田市）で開催

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.tsukui.net/
http://www.skdf.jp/
http://www.heartnet.co.jp/wn/wn.html
http://www.yasashiite.com/subdomains/section/253/
http://kotobuki-group.jp/
http://s-sawayaka.or.jp/
http://www.keiroen.or.jp/
http://www.somashoji.co.jp/
http://www.azarean.jp/
http://www.janis.or.jp/users/bdh20aab/
http://www.hc-tateshina.jp/
http://www.cpmimaki.or.jp/
https://nozomi-g.co.jp/
https://nozomi-g.co.jp/
http://karuizawa-gakuen.whitesnow.jp/
http://www.shiinomikai.com/
https://www.keijinnet.or.jp/
http://www.azuminofukushi.com/
http://www.konomachi.or.jp/
http://honobono-ueda.jp/
https://intercourt-fuji.com/
https://intercourt-fuji.com/
https://intercourt-fuji.com/
https://lifecare-mayu.com/
http://www.city.ueda.nagano.jp/hoiku/shise/jinji/hoikuen.html
https://maruko-hp.jp/
http://www.roman-ueda.jp/
https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/020001031
http://www.janis.or.jp/users/karashi/
http://www.yazirobay.com/
http://www.cedar-web.com/lanassica/
http://www.nichiigakkan.co.jp/
http://www.karigane.or.jp/

