
※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所・その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

1 
法人名 社会福祉法人 からし種の会 

 

ブース名 緑の牧場学園 

ホームページ
アドレス 

http://www.janis.or.jp/users/karashi/ 

法人理念を 

一言で 

利用者の権利擁護 利用者主体のサービス 地域に開かれた施設 

 

働きやすさの 

ポイント 

1 
充実した職員配置による、利用者さんの個別支援 

 

2 
研修制度充実 新任職員研修、ＯＪＴ研修、施設内研修など 

無資格の方大歓迎 資格取得補助制度あり 

3 充実した職員配置 福利厚生が充実している 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
充実した職員配置 福利厚生が充実している 

若い職員が多く、活気あふれる職場です。充実した職員配置体制で利用者さんに対して、一人ひとりの個

性を大切にした個別支援を実現しています。支援員のほとんどが常勤職員です。一ヶ月の夜勤回数も少な

く 2～3 回です。 

新任職員の教育も充実しています。新任職員一人に対して二人の職員をメンターとして配置し仕事面、メ

ンタル面の相談に応じています。新任職員研修や多くの施設内研修、外部研修への派遣し人財育成に力を

入れています。無資格の方にも資格取得のための補助、配慮を行なっています。 

財政面も安定しており、職員の定着率も高い職場です。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

緑の牧場学園 佐久市八幡 1115-67 高・障・保・その他 

  高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

支援員 正職 

賃金（円） 

186,400 円～ 

161,300 円 

なし  
夜勤あり 

処遇改善手当別 

      

現役スタッフ 

からのメッセージ 

若い人が多い職場です。職員の仲も良く、相談しやすい職場です。職員旅行や

飲み会もあり職員間の笑顔も多いです。新人教育も手厚く、わかりやすく丁寧

に仕事を教えてもらえます。福利厚生にも力を入れています。 

栁澤莉奈 さん 勤務年数 ２年 

採用担当者 廣田典昭 連絡先 0267-58-2244 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所・その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

7 
法人名 社会福祉法人 雄仁会 

 

ブース名 介護老人保健施設のむぎ 

ホームページ
アドレス http://nomugi.jp/ 

法人理念を 

一言で 
ともにより添い ともに笑い 「人として生きる」を支えます 

働きやすさの 

ポイント 

1 年間休日平均 120 日（令和元年度 124 日） 

2 資格取得支援あり（介護福祉士、ケアマネジャーなど） 

3 残業はほとんどありません。（サービス残業なんてもってのほか！） 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
充実の研修制度で安心して業務に入れます 

働きやすさはもちろん、働きがい、チームワークを大切に「輪」

を重んじて職場づくりに取り組んでいます。年間休日は 120 日

前後、残業も無くワークライフバランスもとりやすい環境です。

研修期間は優しい先輩たちがマンツーマンで指導するので心配

ありません！松本市波田の高台にあり松本平を一望できる「老健

のむぎ」で働いてみませんか？ 

先ずはブースでお話だけでもどうぞ！ 

（入職 3 年目の介護正職員の年収見込み 330 万円 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

介護老人保健施設 のむぎ 松本市波田 9802-1 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職 正職員 15 万 6 千～22 万 3 千 ヘルパー2 級以上 2 夜勤あり 

介護職 パート 時給 950～1000 ヘルパー2 級以上 3 夜勤なし 

看護職 正職員 21 万～24 万 正・准看護師 2 夜勤あり 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

これほど多く感謝の言葉をいただける職業は他にないと思いこの業界に飛び込み早 10 年。 

風通しの良い職場で上司、先輩に助けられながら自分の成長を実感する事ができました。現在

は介護副主任の役を仰せつかっています。ようやく慣れてきて充実した毎日を送っています！

処遇改善加算Ⅰの支給でグッと年収も上がりました！ぜひ一緒に働きましょう！ 

忠地 亮典 さん 勤務年数 10 

採用担当者 川瀬 由緒 連絡先 0263-92-7870 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所・その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

9 
法人名 アースサポート 株式会社 

 

ブース名 アースサポート 株式会社 

ホームページ
アドレス https://www.earthsupport.co.jp/ 

法人理念を 

一言で 
生きがいを創造する 

働きやすさの 

ポイント 

1 日勤のみのお仕事で夜勤なし！ 

2 ライフスタイルに合わせて働けます！ 

3 研修サポートが充実☆未経験やブランクの方でも大歓迎！ 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
全国に 450 拠点以上展開！地域密着で働くことができます！ 

【訪問入浴】  ◆ 訪問入浴は業界トップクラスです！ ◆ 

お体が不自由でお風呂に入りたくても入れないお客様のご自宅に伺い、入浴サービスを提供します。 

3 人 1 組の為、介護未経験の方でも安心して働くことができます！ 

      

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

アースサポート松本 長野県松本市庄内 1 丁目 6 番 27 号 その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

訪問入浴ヘルパー 正社員 
203,300 円～

213,300 円 
不問 1 名  

訪問入浴ヘルパー アルバイト 9,250 円 不問 2 名 賃金は日給 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

お客様やご家族様に笑顔になってもらったり、喜んでもらえると、 

「もっと頑張ろう！」という気持ちになれます。 

当社は、人材の育成に力を入れています。 

業界トップクラスならではの研修体制が整っており、経験者はもちろんですが、 

未経験者でも安心して働くことのできる環境です。 

他にも、資格取得支援もあるので、将来を見据えてスキルアップができます！ 

私たちと一緒にアースサポートで働いてみませんか？ 

A・S さん 勤務年数 5 年 

採用担当者 藤原・近藤 連絡先 
【アースサポート名古屋】 

052-744-5011 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所・その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

12 
法人名 社会福祉法人 幸充 

 

ブース名 社会福祉法人 幸充 

ホームページ
アドレス http://koushu-nagano.jp 

法人理念を 

一言で 
地域の福祉の拠点として、信頼され、愛される施設を目指しています 

働きやすさの 

ポイント 

1 先輩職員が担当として付き、できるようになるまで親切丁寧に指導します 

2 産休・育休・育児短時間勤務など子育て支援も充実しています 

3 男女問わず 20 代～60 代まで、働きやすい職場です 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

令和 3 年 4 月「特養ライフ穂高」が穂高駅前（西側）にオープン！ 

オープンに向けて、多数採用します。入社希望時期や配属先もご相談に応じます。 

 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

特別養護老人ホームライフ 池田町会染 1498-1 高・障・保・その他 

特別養護老人ホームライフ松川 松川村東川原 5622-33 高・障・保・その他 

特別養護老人ホームライフ穂高 JR 穂高駅前（西側） 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職 正規 年収 270 万～550 万円 不問 25 名  

介護職 パート 時給 870～1,150 円 不問 10 名 パートも賞与あり 

看護職 正規 年収 350 万～600 万円 看護師（准） ２名  

現役スタッフ 

からのメッセージ 

福祉経験はありませんでしたが、先輩ができるようになるまで丁寧に指導して

くれました。今は、社会の役に立っていること実感できるやりがいのある仕事

に就けてよかったと思っています。 

A さん 勤務年数 ３年 

採用担当者 古幡しのぶ 連絡先 ℡：0261-85-2018 

施設内勉強会 ライフ松川 日常の様子 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

13 
法人名 社会福祉法人 安曇野福祉協会 

 

ブース名 社会福祉法人 安曇野福祉協会 

ホームページ
アドレス 

http://azuminofukushi.jp/ 

法人理念を 

一言で 
利用者さん、ご家族、地域、そして職員を笑顔にするために 

働きやすさの 

ポイント 

1 年間休日 120 日！プラス計画有給 5 日！残業ほぼなし！ 

2 産休・育休後も多数の復職実績あり！時短勤務制度等もあります。 

3 福利厚生充実！ 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
福祉は人対人の職場であるからこそ、職員を大事にしています。 

     ～バレーで施設間交流～        ～職員旅行でリフレッシュ～          ～施設夏祭り～ 

【お気軽にブースへお越しください！施設見学も随時行っています！！】 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 ※種類 

障害者支援施設アルプス学園 安曇野市三郷小倉 6070 障 

特別養護老人ホーム豊岳荘 安曇野市豊科南穂高 817-1 高 

特別養護老人ホーム常念荘 安曇野市堀金烏川 2048-2 高 

養護老人ホーム安曇寮 安曇野市穂高 4790 高 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

生活支援員 

介護員 

支援員 

 

正職 

常勤（正職以外） 

初任給高卒 初任給大卒 

151,900～188,400 
なし 若干名 

有資格者は優遇 

前歴換算あり 

パート 時給 940 なし 若干名 
時間は応相談、賞与あり 

賞与含めた時給 1,096 円 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

福祉の仕事は大変な仕事です。しかし、自分自身を成長させてくれる場だと思います。困

った事があれば相談して下さい。意見があれば発信して下さい。そうすることで夢や希望

が広がります。私たちと一緒に未来を変えましょう。 

菅沼 真衣 さん 勤務年数 3 年 

採用担当者 山越 航 連絡先 0263-72-9141 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

15 
法人名 社会福祉法人ハーモニー 

 

ブース名 社会福祉法人ハーモニー 介護老人保健施設ハーモニー 

ホームページ
アドレス 

http://www.harmony-matsumoto.or.jp/ 

法人理念を 

一言で 
私たちは、お客様がその人らしく生きることを支えます。 

働きやすさの 

ポイント 

1 高い有給休暇取得率：ワークライフバランスを大切にしています。 

2 産休・育休・時間有休：女性に優しい職場です。 

3 研修制度の充実：自己研鑽を図れる職場です。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

職員の成長・キャリアアップの促進、サービスの質向上のために、キャリアパス

制度、人事評価に力をいれています。 

 

「働きがいのある職場を目指しています。」 

 スキルアップに応じて昇給・昇格できます。お給料も上がります。 

 職員の育成、教育指導に力を入れています。老健はプリセプター制度で新人育成をしています。毎月、施

設内研修の研修に参加できます。施設外研修への参加も支援（全額会社負担）します。 

職員旅行（全額会社負担：豪華ディナー等）、有給取得や育児・介護休業等、福利厚生に力を入れています。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

介護老人保健施設ハーモニー 松本市島内 4064-2 高・障・保・その他 

介護老人福祉施設ハーモニー沢村 松本市沢村 3-6-16 高・障・保・その他 

グループホーム笹部 松本市笹部 2 丁目 6 番 54-2 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職 正規 166,200～243,300 介護福祉士 若干  

介護職 有期 時給 890～1,090 初任者研修修了 若干 無資格応相談 

      

現役スタッフ 

からのメッセージ 

小さなお子様の子育て中のお母さまも無理なく働ける職場です。スキルアップに応じ

て昇給・昇格でき頑張った分をしっかり反映してもらえるので、働き甲斐のある職場

です。明るい笑い声の多い職場ですので楽しく働いています。 

介護員・リーダー 内田 さん 勤務年数 ５ 

採用担当者 本澤、下平、青木 連絡先 0263-48-6321 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所・その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

16 
法人名 社会福祉法人 中信社会福祉協会 

 

ブース名 社会福祉法人 中信社会福祉協会 

ホームページ
アドレス http://www.chushin-sws.jp/ 

法人理念を 
一言で 

「人間尊重」基本的人権を守り、利用者の自立を支援します。 
地域福祉の充実発展に寄与します。 

働きやすさの 
ポイント 

1 年間休日 125 日。その他各種休暇制度も充実しています。 

2 
子育てや介護と仕事の両立を応援します。育児休業は 2 年まで取得できま
す。育児や介護のための短時間勤務制度もあります。 

3 
介護リフトなど、介護者の負担軽減のための機器を積極的に取り入れてい
ます。支援員の平均勤続年数は 1０年以上です。 

ウチの一番の 
ウリはコレ！ 

利用者の皆様の笑顔を作る職場です！ 

当法人は、中信地域の障がいのある方々の支援

の充実を目的に多くの賛同者の志を集めて設立

されました。現在では、障がい者の入所施設４カ

所、グループホーム８カ所、通所事業所（生活介

護・就労支援）３カ所、障がい者相談支援センタ

ー及び高齢者デイサービス事業所を運営し、地域

の福祉サービスを必要とする方々の支援に日々

取り組んでいます。 

利用者の皆様、ご家族、地域の方々の笑顔をご

自身の生きがいや喜びとして、大きく成長してい

ただける人財を求めています。 

 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

令和２年 4 月からの嘱託職員 松本市内事業所 高・障・保・その他 

共立学舎（支援パート） 松本市今井４８２２-１ 高・障・保・その他 

ささらの里（支援員臨時） 松本市内田２００ 高・障・保・その他 

ささらの里（調理員） 松本市内田２００ 高・障・保・その他 

みすぎの森（世話人） 松本市内田２００ 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 
人数 

備考 

支援員 嘱託 2,660,000 円～ 普通自動車免許 若干名 令 和 2 年 4 月 か ら 

この他、資格手当、夜勤手当、時間外手当、通勤手当等がつきます。 

現役スタッフ 
からのメッセージ 

勤務体系が整っており、時間にメリハリをもって働くことができます。 
勤務形態ごとにやるべき仕事が分けられ、勤務時間がしっかりと守られており、休日数も
多いです。そのため気分転換に出かけたり、自己学習をする時間を多くとることができ、
充実したプライベートを過ごすことができます。 

穂苅弘樹 さん 勤務年数 ４年 

採用担当者 清水 浩幸 連絡先 0263-78-7203 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

18 
法人名 医療法人 心泉会 

 

ブース名 医療法人心泉会上條記念病院／ローズガーデン 

ホームページ
アドレス https://shinsenkai.or.jp/ 

法人理念を 

一言で 
安定したチームワークで地域社会に貢献したい。 

働きやすさの 

ポイント 

1 働きやすい環境（新人でも安心できるサポート体制） 

2 様々な専門性との交流（スキルアップしやすい） 

3 生活スタイルに対応したシフトを組んでいます。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
「利用者様と笑顔の出会い」があります。これが私たちの何よりの支えです。 

笑顔が生まれる環境つくり、それを楽しみながら工夫する職場です。医

療スタッフから介護スタッフまで様々な専門家がいて、所属する協会主

催の研修への参加や、研究発表などや、毎月定期的に行われる内部研修、

新人育成制度など充実しています。 

キャリアパス制度があり自分が今どこにいるのか、これから何をすれば

よいのか、目標管理制度や評価シートなどによる、評価システムもあり

わかり易い環境です。 

働く人の子育て支援にも力を入れていて、産休育休後の職場復帰率はほ

ぼ１００％です。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

介護老人保健施設ローズガーデン 松本市中山 7494-8 高・障・保・その他 

上條記念病院 松本市村井町西 2-16-1 高・障・保・その他 

社会福祉法人 心泉会 松本市中山 7494-10 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職員 正規 17～23 万円 介護福祉士 3  

介護職員 正規 16～19 万円 初任者研修終了 3  

看護職員 正規 19～25 万円 看護師 2 准看護師 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

カンファレンスなどで、誰でも意見が出しやすい雰囲気があり、委員会の仕事の提案や、実行もしやす

い環境です。いつも明るくって活気があって、和気アイアイとした環境で、様々な利用者様との出会い

があり、知識・経験共に豊かになっていくことができます。 

小林 さん 勤務年数 11 年 

採用担当者 澤口泰隆 連絡先 0263-57-3800 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所・その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

19 
法人名 株式会社 ニチイ学館 

 

ブース名 株式会社 ニチイ学館 松本支店 

ホームページ
アドレス https://www.nichiigakkan.co.jp/ 

法人理念を 

一言で 

人々の健康な生活にかかわる事業領域で豊かな社会と快適な暮らしの実現を目指し生活者一人ひとりの健

康と幸福の実現に誠実に貢献するという経営理念のもと信頼され選ばれる企業を目指します。 

働きやすさの 

ポイント 

1 頑張った分だけ【給料ＵＰ】する！（在籍年数、資格手当、ステップﾃｽﾄ合格） 

2 
いろいろなサービスがありそれぞれに合った働き方ができます。有給休暇を【半日単位】で取得で

きます。 

3 
定期的に社内研修があり、未経験の方、就業時間が短い方でも、自信を持ってサービス提供ができ

ます。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

ニチイなら、あなたにぴったりの働き方が、きっと見つかります！無理なく「家庭」と「仕事」

を両立させることができます。 

 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

ニチイケアセンター松本寿 松本市寿北 6 丁目 29 番 15 号 高・障・保・その他 

ニチイケアセンター松本中央 松本市筑摩 2 丁目 33 番 15 号 高・障・保・その他 

ニチイケアセンター塩尻ききょう 塩尻市大字大門 65-11 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

訪問介護員 常勤（正社員以外） 196,960～204,960 介護職員初任者研修/介護福祉士 2  

グループホーム介護職 非常勤・パート 160,000～180,000 介護職員初任者研修/介護福祉士 5 夜勤あり 

通所介護職 非常勤・パート 150,000～165,000 介護職員初任者研修/介護福祉士 4  

現役スタッフ 

からのメッセージ 

学校の職場見学で、お客様だけでなく、職員が楽しそうに働いているのを見て、「介護職に就きたい」と思いました。

実際に働いてみるとやはり大変ですが、それ以上にやりがいや達成感があります。介護の仕事はお客様だけでなくご

家族の支えにもなります。そして、私たちもお客様に支えられています。とてもやりがいを感じています。 

A さん 勤務年数 3 年 

採用担当者 田中 美智代 連絡先 0263-36-2681 

いつまでも自分らしく、いきいきと暮らしたい。誰もが望む願い

を叶えるために、ニチイはトータル介護サービスを全国で展開し

ています。これからますます必要とされる介護の仕事！【やりが

い】や【達成感】があります。スタッフの年齢は 20 代から 60

代です。不安や悩みをお互いに相談できる雰囲気で働きやすい職

場づくりを目指します。是非ニチイで一緒に働きましょう！！ 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

21 
法人名 株式会社 ほっと・はあと 

 

ブース名 ㈱ほっと・はあと むつみの郷 

ホームページ
アドレス http://hot-h.net/ 

法人理念を 

一言で 
人格・尊厳を大切にし、質の高い創造的なサービスの提供を目指します。 

働きやすさの 

ポイント 

1 希望休制度で柔軟な勤務シフトに対応しています 

2 急なお休み・早退も対応、ママ応援（子供優先）体制があります 

3 産休・育休が取得しやすく、産前・育休後も時短勤務可能です 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
松本市・安曇野市に 6 施設、自宅の近くで働けます！ 

   

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

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 310-2 高齢者 

住宅型有料老人ホーム  むつみの郷里山辺 松本市里山辺 1294-1 高齢者 

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 2-3-17 高齢者 

グループホーム サンライズ里山辺 松本市里山辺 494-3 高齢者 

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 2667-2 高齢者 

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 5274-1 高齢者 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職員 正社員 216,000～2４3,000 円 介護福祉士 ２人 夜勤手当４回含む 

介護職員 正社員 212,000～216,000 円 初任者研修修了 ２人 夜勤手当４回含む 

介護職員 パート 時給 910 円 初任者研修修了 ２人 介護福祉士930円 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

入居者様 30 名程度ですので、ゆったりとした介護を心掛けて、利用者様に毎

日楽しく関わっています。スタッフ間コミュニケーションも良く、チームワー

クを大事にしております。 

水口 さん 勤務年数 ８年 

採用担当者 下里、白谷 連絡先 0263-32-1590 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所・その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

22 
法人名 社会福祉法人 てまり 

 

ブース名 ケアハウスメディタウン/居宅ひなた 他 

ホームページ
アドレス http://temari.naganoblog.jp/ 

法人理念を 

一言で 
安全・清潔・快適 

働きやすさの 

ポイント 

1 入職時、トレーナーによるマンツーマンでの指導あり（1～2 ヶ月） 

2 産休・育休実績あり。 

3 福利厚生で昼食のお弁当を 250 円で提供（メディタウン） 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
喀痰吸引等の研修の実績あり。研修費用は全額法人が負担します。 

デイサービスでは軽度の方、ケアハウスでは重介護の方を中心にケアをさせて頂いており、どちらも大変

やりがいがあります。職員同士、チームケアを大切に緊張感の中にも優しさを忘れずに、介護、看護、ケ

アマネ、事務と所属する部の垣根を越えて、利用者、入居者の皆様の少しでも楽しめる生活のために、日々

の業務に取り組んでおります。20 代から 70 代まで幅広い年代の職員が活躍しています。未経験で始め

る職員も多く、当法人の事業所で実務経験を積み、介護福祉士、そしてケアマネと資格を取得する職員も

おります。ご自身のスキルアップを目指せる職場と自負しております。また、法人には訪問看護、居宅介

護支援、相談支援の事業所もあり、地域に対する包括的なケアを目指しています。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

ケアハウスメディタウン 松本市南松本 2-13-12 高・障・保・その他 

ケアハウスメディタウンアベニュー 松本市高宮南 6-25 高・障・保・その他 

居宅介護支援事業所ひなた 松本市小屋北 1-16-33 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職員 正社員 189,000～241,000 介護福祉士 2 
メディタウン  

アベニュー 

ケアマネージャー 正社員 221,400～254,200 ケアマネ 1 ひなた 

看護職員 臨時職員 224,000～256,000 正看・准看 1 
正社員登用有 

（メディタウン） 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

入職して 3 年が経ちました。入ったばかりの頃は大変でしたが、仕事を続ける中で思ってい

た以上にやりがいを感じています。仕事の中で少しでも入居者様に寄り添えるように、時間を

工夫して取り組んでいます。介護は完全シフト制のため、休みの予定が立てやすいので、仕事

も休日も充実しています。今、私は来年１月の介護福祉士を目標に掲げて仕事も勉強も頑張っ

ています。私たちと一緒にぜひ働きませんか。お待ちしています。 

F・H さん 勤務年数 3 年 

採用担当者 荻村・宮嶋 連絡先 0263-31-0061 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所・その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

23 
法人名 社会福祉法人 しなのさわやか福祉会 

 

ブース名 
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 

ホームページ
アドレス http://s-sawayaka.or.jp 

法人理念を 

一言で 
地域の中でその人らしく輝く生活を支援します。 

働きやすさの 

ポイント 

1 無資格者も大歓迎!! 資格取得も法人負担で!! 

2 育休取得率 100％ 復帰後の時短も対応いたします。 

3 厚生労働省推奨のキャリア段位制度導入。レベル取得に取り組んでいます。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
多職種連携で専門性が深まり、豊富な研修でキャリアアップ 

 

  

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

複合福祉施設 プラムの里 上伊那郡宮田村 4804-1 ○高・障・保・その他 

小規模多機能 こまちの家 駒ケ根市下市場 32-3 ○高・障・保・その他 

複合福祉施設 みぶの里 伊那市美篶 5324-1 ○高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

社会福祉士 正職員 195,800～268,800 
社会福祉士 

（取得見込可） 2  

介護職員 正職員 162,800～241,800 不 問 4 
無資格者 大歓迎 

有資格者尚可 手当有 

各種 療法士 正職員 198,800～268,800 
各種療法士資格 

（取得見込可） 6  

現役スタッフ 

からのメッセージ 

先輩方の丁寧な教えで未経験の私でも、たくさんの知識を得る事ができ、現在は介護福祉士の資格を取得するために

法人負担で実務者研修に働きながら通っております。介護福祉士になり職種手当が付き、その後、５年目に介護支援

専門員の資格を取得し利用者の支援計画を作成できるようになりたいと思っております。 

T・K さん さん 勤務年数 3 年 

採用担当者 塩澤 美佳 連絡先 0265-84-1311 

１つの拠点施設に、特養・老健・グループホーム・有料等の泊るサービスとご自宅の生活を支える

デイケアから訪問事業までを展開しています。だから“働く職員”の生活にも寄り添います。 

職員の育児や介護の時期には公的休暇を含め、夜勤のある勤務から日勤の勤務へ変更が可能です。

また、多職種が勤務しているので、ご利用者のケアについての専門性が関りから深められ、職員の

経験も深められます。 

年間を通して、フォローアップ研修～キャリア段位研修まで、社内・社外研修等が豊富に用意され

ていて、自身のキャリアアップを目指せます。 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

24 
法人名 社会福祉法人 恵和会 

 

ブース名  

ホームページ
アドレス http://www.komakusa-nomura.jp/ 

法人理念を 
一言で 

その人らしく生き生きと 

働きやすさの 

ポイント 

1 研修制度充実 施設内研修 外部研修（経験年数に応じ各種研修参加） 

2 資格取得のための費用補助制度あり（毎年多数が資格取得に挑戦） 

3 アットホームな職場です 

ウチの一番の 
ウリはコレ！ 

認知症ケア・ユニットケアに力を入れて取り組んでいます 

令和２年秋 特別養護老人ホーム開設現在建設中 

          〈その人らしく生き生きと〉を合言葉に 

 新しい職場 新しいスタッフ 新しい環境 

 新たな時代を私たちと一緒に 

私たちらしい介護の仕事をしてみませんか 

 

施設見学は随時受け付けています。 

お気軽にご連絡ください                  

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

ショートステイこまくさ野村 塩尻市広丘野村 2146 高・障・保・その他 

グループホームこまくさ野村 〃 高・障・保・その他 

ヘルパーステーションこまくさ野村 〃 高・障・保・その他 

地域包括支援センター     〃 2163 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職 
正規職 
パート 

200,000 円～（短大卒） 

900 円（時給）～  
介護福祉士他 １5 

資格手当 夜勤手当 

勤勉手当を含む 

看護職 
正規職 
パート 

220,000 円～ 

1300 円（時給）～ 
看護師 1 

日勤 
資格手当含む 

社会福祉士 正規職 200,000 円～255,000 円  社会福祉士 1 
日勤 

資格手当含む 

ケアマネジャー 
正規職 
パート 

200,000 円～ 

1250 円～ 
主任介護支援専門員 

介護支援専門員 
1 

日勤 
資格手当含む 

現役スタッフ 
からのメッセージ 

私たちは利用者様が安心して生活が送れるように寄り添うケアを心がけています。 
また、利用者様様への支援をとおして、自分自身も成長できるやりがいがある仕事です。 
是非、私たちと一緒に働きましょう。 

Ｔ･Ｔ さん 勤務年数 ２年 

採用担当者 事務課長 小嶋秀裕 連絡先 0263-51-1128 

 

 

 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所・その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

25 
法人名 社会福祉法人 平成会 

 

ブース名 
有料老人ホームせせらぎ 

グループホームなごみ 等 

ホームページ
アドレス http://www.heisei-kai.jp/ 

法人理念を 

一言で 
介護は心～希望に起きて感謝に眠る一日の幸を応援いたします～ 

働きやすさの 

ポイント 

1 勤務時間や働き方は様々！お気軽にご相談ください！ 

2 
小さいお子様がいる方や介護が必要なご家族がいる方も多く活躍していま

す！お互いに持ちつ持たれつ、休みを取りやすい環境です。 

3 充実した研修体制で、安心して働くことができます 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
働きながら無料で資格を取得できるのは、当法人の強みです！ 

介護の資格がない方でも応募 OK！ご応募を歓迎いたします！その理由は、入社後の研修体制が充実している

からです。希望の方は、入社後に受講料無料で「介護職員初任者研修修了資格」を取得することができます。 

また、実務経験を積んで、介護福祉士の国家資格を取得したい方には、受験するために必要な「介護職員実務

者研修」を無料で受講することができます。この仕事でスキルアップしていきたい方は、ぜひお気軽にお尋ね

ください。 

経験 10 年以上の介護福祉士は特に優遇！特定処遇改善加算の還元あり！ 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

有料老人ホームせせらぎ 塩尻市宗賀 高 

グループホームなごみ 松本市寿北 高 

小規模多機能型居宅介護事業所 松本市岡田 高 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職員 正社員 160,000～186,000 初任者研修または介護福祉士 ３ 
別途夜勤手当（月６回 30,000 円

～48,000 円）等各種手当あり 

介護職員 契約社員 156,200～171,700 不問 ３ 
別途夜勤手当（月６回 30,000 円

～48,000 円）等各種手当あり 

介護職員 パート 時給９２0～１０４０ 不問 ５  

現役スタッフ 

からのメッセージ 

私は、以前は介護とか福祉とは関係のない仕事をしていました。「生涯、人と関わる仕事がしたい。」そんな想いを持ち続けていたとこ

ろ、介護の仕事に出会いました。「資格も経験もないけど、今から始めて大丈夫かな？」と不安もありましたが、平成会には、働きなが

ら介護の資格を取るのを支援してくれる制度があることを知り、介護の世界に入ることを決めました。 

石川高之 さん 勤務年数 ８年 

採用担当者 人事部 宮澤優一 連絡先 0263-51-6610 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所・その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

27 
法人名 社会福祉法人 孝明 

 

ブース名 孝明舘・孝穂舘 

ホームページ
アドレス http://www.koumei.or.jp/ 

法人理念を 

一言で 
誰もが安心して利用できる施設づくり 

働きやすさの 

ポイント 

1 新人さんにはエルダー制度で親切にサポートします 

2 資格がない・未経験でも 大歓迎です 

3 勤務時間等ご相談にのります 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

いろいろな施設があるのでライフステージに合せて今の自分に合った職場で仕事を続けること

ができます。（育児休暇取得率 100％、看護休暇、介護休暇） 

 

歯科衛生士による口腔ケア指導が受けられます。手技を学んでスキルアップしちゃいましょう！ 

  

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

特別養護老人ホーム 孝明舘 安曇野市明科七貴 3681 高・障・保・その他 

特別養護老人ホーム 孝明豊科舘 安曇野市豊科南穂高 5771 高・障・保・その他 

介護老人保健施設 孝穂舘 安曇野市穂高北穂高 2531-3 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職 正規 217,000（夜勤 4 回） なし 8 人 介護福祉士なら尚可 

介護職 非正規 ＠1,160 なし 4 人 介護福祉士なら尚可 

介護職 パート ＠1,160 なし 4 人 介護福祉士なら尚可 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

みなさん、介護の仕事は『大変そう・・・ 』や『力仕事 』と言ったイメージを持たれていませんか。介護は決

して一人ではなく、１つのチームで協力して行う仕事です。私も先輩職員と協力し合い、意見を出し合いながら利用

者様に、より良いケアを提供できるように頑張っています。皆さんも一緒にチームの一員として働いてみませんか❔ 

牛越 康仁 さん 勤務年数 ５年 

採用担当者 
孝明舘：北條    孝明豊科舘：若狹 

孝穂舘；丸山    孝松舘：古川 
連絡先 

孝明舘 0263-62-5880   孝明豊科舘 0263-71-2236   

孝穂舘 0263-82-1323   孝松舘 0261-61-1800   



 

28 
法人名 社会福祉法人 国際保健支援会 

 

ブース名 介護老人保健施設 つかまの里 
ホームページ

アドレス 
http://www.mhl.janis.or.jp/~kokusai/ 

法人理念を 

一言で 
ご利用者様の尊厳を守り、安全に配慮しながら生活機能の維持・向上を目指します。 

働きやすさの 

ポイント 

1 急なお休みや早退にも対応可能です。 

2 産休・育休が取りやすく、産休後の短時間勤務も可能です。 

3 研修参加への補助があり、資格取得へ向けて支援をしています。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

老健、通所リハ、診療所、サ高住と多様なサービスを展開しています。希望があ

れば異動も可能です。 

 

幅広い年代のスタッフが活躍し、年齢を問わず働きやすい環境です。希望休や有給休暇が取りやすく、プライ

ベートの予定に休みを合わせる事ができます。 

     
求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

つかまの里通所リハビリテーション 松本市筑摩 3-15-31 高・障・保・その他 

介護老人保健施設つかまの里 松本市筑摩 3-15-31 高・障・保・その他 

サービス付き高齢者住宅 埴生の宿 松本市筑摩 3-36-20 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職 正社員 186,500 円～ 初任者研修以上 3 

通所リハ 1 名 

老健 1 名 

埴生の宿 1 名 

介護職 パート 900 円 初任者研修以上 １ 老健 1 名 

看護師 正社員 190,000 円～ 正・准看護士 1 老健 1 名 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

先輩スタッフから丁寧に仕事を教えてもらえます。又、職場の雰囲気が明るく、

何でも相談でき、働きやすい環境です。是非、一緒に働いてみませんか？ 

松下 惠 さん 勤務年数 ２年 

採用担当者 加納 育代 連絡先 0263-29-1210 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所・その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

29 
法人名 医療法人梓誠会 梓川診療所 

 

ブース名 
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 

ホームページ
アドレス http://www.azusa-clinic.jp/ 

法人理念を 

一言で 

質の高い医療・介護・福祉のサービスを提供し、ご利用の皆様とそのご家族に 

ご満足いただけるよう生活の支援を致します。 

働きやすさの 

ポイント 

1 短時間正社員制度あり 

2 育児・介護休暇制度あり 

3 病児保育室 併設（6 ヵ月～小学３年生まで利用可） 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

有料老人ホーム・グループホーム・ディケア・リハビリ・居宅介護支援事業所・

医療機関・病児保育室など、多種にわたる事業所が併設されており、利用者様・

職員共に安心できる環境が整っています。 

 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

通所リハビリテーション スワニーあずさ 松本市梓川梓 2344-1 高 

有料老人ホーム 赤いりんご 松本市梓川梓 1645-1 高 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職 正職 168,000 円～182,000 円 
初任者研修修了 

又は介護福祉士 
２ 

ディケア 

相談員補助業務あり 

看護師 
正職 

パート 

168,000 円～182,000 円 

1,450 円～1,500 円 

正看護師 

准看護士 
1 

有老 

ディケア 

運転手 パート 1,000 円 ハイエース運転可 1 ディケア 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

ディケアで働き 7 年になります。私には高３・中２の子供がいますが、行事

や急用で休みを取りたい時など調整して頂いたり助かっています。互いに協力

し合あえる思いやりのある職場で子育て中でも働きやすいです。 

Y・O さん 勤務年数 ８年 

採用担当者 土屋 紀子 連絡先 0263-88-5609 

地域の皆様に質の高い医療・介護・福祉のサービスを提供 

することを理念に掲げ、職員一丸となって取り組んでいます。

若い力と経験豊富な知識が融合し、活気ある職場です。 

子育て支援にも力を入れ、職員研修補助制度もあり職員のキャ

リアアップに役立っております。 
 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所・その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

31 
法人名 株式会社 雪村 

 

ブース名 住宅型有料老人ホーム おひさま松原台 

ホームページ
アドレス http://ohi-sama.co.jp/ 

法人理念を 

一言で 

わたしたち、おひさま松原台は、 

入居者さまに快適且つ安心して暮らせる環境を提供することを、 

一番の使命と心得ます。 

働きやすさの 

ポイント 

1 残業なし、無理なシフトなし、希望休とれます。 

2 有給休暇 100%取得推奨。 

3 キャリアパス制度導入。内部・外部研修有り。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
入居者さまと、ゆっくりかかわり、楽しく遊んでいます。 

入居者さまの幸せは、スタッフの幸せなくしては実現できません。 

スタッフの皆さんが、心身共に健康で充実した生活がおくれるよう

サポートします。 

理念に基づき、スタッフ全員が一丸となって、「こころよりそう」

介護をしています。みんなで、楽しい職場をつくりましょう！！ 

未経験者や男性スタッフも大歓迎。 

 

定員 24 名様の住宅型有料老人ホーム内でのお仕事です。 

入居者さまに楽しく生活していただくため、イベント、レクリェーションなど 

に力をいれています。 

※ 信州福祉事業所認証・評価制度（ふくにん）認証事業所 

※ ユースエール 認定企業 

※ 子育て両立支援事業所（くるみん） 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

住宅型有料老人ホーム おひさま松原台 松本市松原 41-11 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職 正社員 220,000 円 介護福祉士 2 名 夜勤 4 回/月の場合 

介護職 正社員 212,000 円 初任者研修終了者 2 名 夜勤 4 回/月の場合 

介護職 パート 時給 1,000 円 介護福祉士 2 名 資格取得見込み可 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

アットホームで、和気あいあいとした雰囲気のなか働いています。介護技術は

もとより、充実した行事やレクリェーションのおかげで、レクリェーションの

スキルやコミュニケーション能力も、高めることができますよ♪ 

M さん 勤務年数 5 年 6 ヶ月 

採用担当者 雪村多一 連絡先 0263-87-6590 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所・その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

32 
法人名 株式会社 シダー 

 

ブース名 ラ・ナシカまつもと・まつもと弐番館 

ホームページ
アドレス http://www.cedar-web.com 

法人理念を 

一言で 

障がいを持つ方や高齢の方が、自分の過ごしたい場所で、末永く健康に過ごせる

ためにスタッフ一同、同じ思いでお手伝いすること。 

働きやすさの 

ポイント 

1 研修制度が充実しており未経験の方でも安心して働ける環境です。 

2 職種関係なくスタッフ同士仲が良く、すぐに打ち解けられます。 

3 資格取得制度あり。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

入職された方には必ず教育担当者とプリセプター（メンター）制度を設けていま

す。仕事における不安や悩みの解消、業務の指導・育成を担当します。必要なス

キルや技術を身につけながら、会社に馴染むことができます。 

 

ワークライフバランスを重視する方も安心できる職場です。毎日の頑張りに応える昇給・賞与を支給。

高いモチベーションを保ちながらお仕事に取り組めます。充実した資格取得支援・研修・教育体制をご用意。

資格・経験・ブランクの有無に関わらず、どなたでもスキルアップが可能です。月に 8～10日ほどお休みを取

得できるので、ゆとりを持った働き方が可能！プライベートを大切にしながら働きたい方にぴったりです。ま

た、介護業務だけでなくトレーナーコース、管理者コースなど様々な選択肢をご用意しております。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

ラ・ナシカまつもと 松本市高宮中 4-13 高・障・保・その他 

ラ・ナシカまつもと弐番館 松本市並柳 1-17-12 高・障・保・その他 

  高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職員 正社員 197,400～316,630 円 介護福祉士 2 夜勤あり・シフト制 

介護職員 契約社員 時給 1080 円 不問 1 夜勤あり・シフト制 

看護職員 正社員     

現役スタッフ 

からのメッセージ 

未経験・無資格で入職しました。3 年が経ったころ介護福祉士も取得できました。最初は

不安な事もありましたが、先輩スタッフも優しく、研修も充実していたため安心して働く

事ができました。未経験の方も丁寧にお教え致しますので皆様も働いてみませんか？ 

本林 良平 さん 勤務年数 4 年 

採用担当者 高瀬・百瀬 連絡先 0263-24-0325 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

33 
法人名 社会福祉法人 長野県社会福祉事業団 

 

ブース名 （社福）長野県社会福祉事業団 

ホームページ
アドレス 

http://park19.wakwak.com/~nagano-shafuku-j/ 

法人理念を 

一言で 
誰もが笑顔で輝く社会を創造します 

働きやすさの 

ポイント 

1 職員数は 6６１人！たくさんの職員と知り合うことで自分自身も成長できます。 

2 
福利厚生が手厚い！各種手当の他、退職金制度、互助制度、年金制度等にも加入

できます。 

3 研修制度が充実！法人内研修はもちろん、国内外先進施設派遣研修もあります。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

長野県内に１８事業所を運営！ 

障がい児者に関わる幅広い支援が経験できます。 

 

求人募集中の事業所 

募集職種 募集地域 事業
※

種類 

総合職（支援員） 長野地区、松本地区、上伊那地区 高・障・保・その他 

一般職（支援員） 松本地区、上伊那地区 高・障・保・その他 

  高・障・保・その他 

  高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

支援員 正規職員 
173,100 円～(大卒) 

156,500 円～(短 2 卒) 
普通自動車免許 若干名 59 歳以下 

      

現役スタッフ 

からのメッセージ 

様々な形でたくさんの人と関わることのできる職場で、利用者の方々からも学

ばせてもらえることが多い職場です！ 

井澤 さん 勤務年数 １年 

採用担当者 善哉 、 森 連絡先 ０２６－２２８－０３３７ 

 地域の風土や伝統、食生活、季節の行事などを取り入れながら、障
がいのある方の「より豊かな暮らし創り」を一緒に応援しましょう！ 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所・その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

34 
法人名 医療法人社団 敬仁会 

 

ブース名 医療法人社団 敬仁会 

ホームページ
アドレス http://www.keijin-kai.jp 

法人理念を 

一言で 
共に歩む 

働きやすさの 

ポイント 

1 介護の資格・経験がなくても丁寧にお教えします 

2 『家庭も仕事も大事にしたい』を応援します 

3 『ブランクのある看護師・介護士さん』歓迎します 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
介護の資格や経験がなくてもスキルアップができる職場です 

当法人は、桔梗ケ原病院をはじめ介護老人保健施設『まほろの郷』『萌生の里』、グループホー

ム、訪問看護ステーション、訪問リハビリテーション、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所な

どの事業所があり活躍できる場が多様です。 

学生時代に取得した資格を生かし即戦力として働く人、入職後に資格取得を目指す人、結婚・

出産を経て子育てしながらなど、様々な働き方があります。 

また、現役引退後に入職し介護補助や送迎の運転・補助などの職種で活躍されている職員も多

いのが特徴です。 

お仕事を少しでもお考えの方はどうぞブースへ、お待ちしています。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

介護老人保健施設 まほろばの郷 塩尻市宗賀 1295 高 

介護老人保健施設 萌生の里 塩尻市木曽平沢 2396-1 高 

グループホームまほろば 塩尻市宗賀 1295 高 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護士 正職 
夜勤手当含むモデル賃金 

247,000～283,000 

介護福祉士・初

任者・無資格 
3 夜勤不可応募可 

看護師 正職 264,000～ 看護師 1 夜勤不可応募可 

施設ケアマネ 正職 240,000～ 介護支援専門員 1 夜勤不可応募可 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

40 代に介護士として入職しました。働きながら介護福祉士を取得しました。

資格や経験のない人も応援してくれる職場です。 

Ｎ・Ｓ さん 勤務年数 7 

採用担当者 総務課 木塚 連絡先 0263-51-6301 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

36 
法人名 社会福祉法人 誠心福祉協会 

 

ブース名 障害者支援施設 幸泉園 

ホームページ
アドレス http://kousenen.jp 

法人理念を 

一言で 

利用者様のニーズを尊重し、自立した日常生活を営めるよう支援します。 

「地域に根ざした施設づくり」を目指し、利用者と地域の方が交流できる場を 

提供していきます。 

働きやすさの 

ポイント 

1 積極的に研修に参加できます。 

2 資格取得には記念品が贈呈されます。資格取得サポートも検討中です。 

3 育児休暇・介護休暇・看護休暇等充実しています。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

転職からの採用職員が多いので、介護の専門知識を一から学びやすく疑問点も相

談しやすい環境です。 

 

                   職員の年齢層が幅広いので、様々な年代の人とコミュニ 

ケーションをとれるようになります。また、職員の仲も 

良いのでちょっとしたことから仕事の悩みまで、お互い 

に気軽に相談し合えます。 

旧授産施設だった名残で動物もたくさんいるため、休み 

時間等動物に触れあうこともできます。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

障害者支援施設 幸泉園 安曇野市三郷小倉 2685-1 高・障・保・その他 

  高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

生活支援員 正社員 140,000～180,000 なし 2 可能な方は夜勤あり 

生活支援員 非常勤・パート 時給  1,100 なし 3 
女性浴室における 

入浴介助が主 

生活支援員（夜勤） 非常勤・パート 日給 13,000 なし １  

生活支援員（畜産作業） 正社員 140,000～180,000 なし 1  

現役スタッフ 

からのメッセージ 

私は無資格で、介護について右も左も分からぬまま入社しました。初めは不安

で仕事を覚える事にいっぱいいっぱいでしたが、先輩方に支えられ今では少し

ずつですが、楽しみながら仕事ができるようになりました。確かに介護は楽な

仕事ではありませんが、やりがいを感じられる仕事だと思います。 

今井 美咲 さん 勤務年数 ２年 

採用担当者 西澤 泰彦 連絡先 0263-77-5871 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所、その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

38 
法人名 株式会社 ツクイ 

 

ブース名 ツクイ（松本・安曇野・塩尻） 

ホームページ
アドレス https://www.tsukui.net/ 

法人理念を 

一言で 

ツクイは、地域に根付いた真心のこもったサービスを提供し、 

誠意ある行動で責任をもって、お客様と社会に貢献します。 

働きやすさの 

ポイント 

1 急なお休みも気軽に相談可！お子様の学校行事等も考慮します。  

2 土･日･祝は時給 100 円 UP！ツクイならではの福利厚生制度あり。 

3 未経験の方でも十分な研修とメンター制度でしっかりフォローします。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

「学びたい」「成長したい」を全力でサポートします。 

業界大手の企業で安定して働いてみませんか？ 

◆◆☆当社は、信州ふくにん認証事業所＆社員の子育て応援宣言登録企業です☆◆◆ 

創業 50 年を迎える当社は 47 都道府県に 690 ヶ所 

以上の事業所を展開している東証一部上場企業です。 

やる気のあるできる人財にはドンドン新しい仕事を 

任せています。会社も従業員も共に成長していく為に 

ぜひあなたの力を貸してください！ツクイには介護 

現場で頑張っている皆さんがキャリアアップできる 

環境が沢山あります。 

産前産後休暇は取得率 97％で長期休暇も積極推奨中！ 

宿泊費補助やインフルエンザ予防接種補助など、弊社独自の福利厚生制度もあります。 

まずは、面接前に職場見学からでも OK です。お気軽にお声かけください。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

 事業所名 所在地 事業
※

 

ツクイ松本 井川城 3-4-43 高 ツクイ松本西 GH 笹賀 5514-6 高 

ツクイ松本北深志 北深志 3-5-17 高 ツクイ安曇野 曇野市豊科 4941-1 高 

ツクイ松本井川城 井川城 3-5-31 高 ツクイ塩尻 塩尻市広丘吉田 1071-6 高 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

ケアクルー [パ] 990 円～1,020 円 不問 3 HP2 級あれば尚可 

訪問介護ヘルパー [正]・[パ] 
19.4～24.7 万円 

990 円～ HP2 級以上 1  

PT・OT・ST [正]・[パ] 
22.2～26.8 万円 

1,230 円～ PT・OT・ST 1 
柔整・あん摩マッサージ指

圧師・鍼灸師の方も相談可 

看護師 [正]・[パ] 
22.1～27.4 万円 

1,220 円～ 正看・准看 1  

現役スタッフ 

からのメッセージ 

入社して不安なこともたくさんありましたが、所長をはじめ、先輩方がサポートして支えてくださった

ので焦ることなく、自分のペースで仕事を覚えることができました。 

ケアクルー R.N さん 勤務年数 2 年半 

採用担当者 古閑（こが） 連絡先 080-4621-9210 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所・その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

43 
法人名 社会福祉法人 森と木 

 

ブース名 社会福祉法人 森と木 

ホームページ
アドレス http://www.moritoki.jp/ 

法人理念を 

一言で 
障害のある人もない人も共に地域で生きていくこと。 

働きやすさの 

ポイント 

1 ライフスタイルに応じた様々な雇用形態があります。 

2 託児施設もあり産育休業・介護休業の取得実績があります。 

3 資格取得や自己研修費の補助があります。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

様々な障害福祉サービス事業を行っています。障害福祉の専門性を磨ける職場で

す。 

 

当法人は、障害のある人の地域生活をさまざまな角度から支援させていただいています。乳幼児

期の児童発達支援センターや学齢児童の放課後等デイサービスを始めとして、生活介護、就労移

行支援等の成人の方の通所施設や、グループホーム・ケアホーム、他に短期入所事業、ヘルパー

事業所等の運営をしております。法人開設から１6 年が経過し、２０代～３０代のスタッフが多

く活気あふれる職場です。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

自立サポート森と木 長野市平林 1-30-1 高・障・保・その他 

デイセンター風の森 長野市平林 2-16-15 高・障・保・その他 

モーリー農場 長野市徳間 3266 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

生活支援員 正職員 
【月給】166,000 円～  

260,000 円 

介護初任者 

研修修了 
2 夜勤あり 

生活支援員 パートタイム 
【時給】 

890 円～1,270 円 

ヘルパー2 級

あれば尚可 
4 日勤のみ 

夜勤スタッフ パートタイム 【日給】6,800 円 なし 2  

現役スタッフ 

からのメッセージ 

障害のある乳幼児から大人の方の地域生活支援を行っているため、様々な支援技術が求め

られる仕事です。そのため、日々の勉強は欠かせませんが、法人内の勉強会への参加や自

己研修費用の補助も活用しています。また、上司や同僚と課題や悩みを共有することも大

切にし、仕事に取り組んでいます。 

小林 さん 勤務年数 7 

採用担当者 星野 連絡先 026-259-9970 



※事業種類 高…高齢者施設、障…障害者施設、保…保育所・その他児童福祉施設、その他…その他福祉・介護事業所 

 

45 
法人名 株式会社 ソーシャル・ネットワーク 

 

ブース名 
ウィズ・グループ 

株式会社 ソーシャル・ネットワーク 

ホームページ
アドレス https://socialnetwork.co.jp/ 

法人理念を 

一言で 

私たちは社会福祉事業などを通じて、職員一人ひとりが、豊かな創造力をはぐくみ、志を高

く掲げ、切磋琢磨しながら、それを具現化していくことで社会に貢献して参ります。 

働きやすさの 

ポイント 

1 先輩社員の丁寧な指導により、資格や経験がなくても安心して働けます。 

2 各種手当や福利厚生が充実しています。 

3 産休や育休が取得し易い。育休後も時短勤務が可能です。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

各種手当の手厚さ、非正規社員から正規社員への転換、リフレッシュ休暇制度、様々な社内

イベントの実施等、“人に優しい会社”です。 

 

 

≪京都旅行≫ 

 

≪ボーリング大会≫ 

 

≪接待研修会参加≫ 
 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

ウィズ塩尻 塩尻市広丘高出 2007-5 高・障・保・その他 

ウィズ安曇野 安曇野市穂高柏原 4565-1 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（円） 資格要件 
募集 

人数 
備考 

介護職 正社員 176,000～216,000 介護福祉士尚可 5 名 資格なしの場合は相談 

看護職 正社員 230,000～270,000 正看又は准看 1 名 オンコール必須 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

入社当初はヘルパー2 級の資格のみでしたが、業務の中で得る知識や同僚の支援、社内での資格取得に向けての勉強

会もあり介護福祉士を取得することが出来ました。日々の業務の中で悩みや相談事が生じてきますが、ウィズグルー

プは上司や同僚も時に厳しく、時に優しく助言をしてくれます。温かい職員と連携を取りながら、利用者様により良

いサービスをお届けしたいと思われる方は、是非私達と一緒に働きましょう！ 

N・N さん 勤務年数 8 年 

採用担当者 人事労務担当 坪田 連絡先 0263-31-3772 


