
※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 

 

3 
法人名 医療法人 みゆき会 

 

ブース名 医療法人 みゆき会 

ホームページ
アドレス https://www.miyuki-g.or.jp/ 

法人理念を 

一言で 

介護・医療を通じて「この地域に住む全ての人が住み続けたい」と思える地域を

作ります。 

働きやすさの 

ポイント 

1 産休・育休あり。託児所も完備、子育て応援しています。 

2 多様な働き方で家庭と仕事の両立を図っています。 

3 正規職員転換制度あり、多数の職員が転換しています。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
くるみんマーク取得。職場いきいきアドバンス認定事業所。 

 

社内託児所          社員旅行           文化祭 

       

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

飯山介護老人保健施設みゆき 飯山市大字下木島 9 番地 高・障・保・その他 

ショートステイみゆき 飯山市大字下木島 9 番地 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 正規職員 203,000～212,000 介護福祉士 2 名 夜勤あり 

介護職 非正規職員 時給 1,050～1,100 なし 2 名  

看護職 正規職員 199,000～284,000 看護師(准) 2 名 夜勤あり 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

みなさん、こんにちは。みゆき会は託児所の設置や子育て支援がしっかりして

いる為、年々小さなお子さんがいる職員数も増え、活気ある職場になっていま

す。是非、みゆき会で一緒に働きましょう！お待ちしています！ 

平田 麻由 さん 勤務年数 11 年 

採用担当者 藤沢 京子 連絡先 0269-81-3850 



※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 

 

5 
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】             【訪問介護】             【デイサービス】 

3 人 1 組になってお客様のお宅に      お客様のお宅に訪問し、 食事や移動の介助、機能訓練や 

訪問し、サービスを提供します。     生活援助や身体介護を行います。 レクリエーションの補助などを 

訪問入浴は業界トップクラスです！    訪問介護の拠点数は業界第 3 位！ 行います。 

                          

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

アースサポート長野 長野県長野市中越 1 丁目 2 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 

訪問入浴オペレーター アルバイト 9,550 円 
普通自動車免許 

（AT 限定不可） 
1 名 賃金は日給 

デイヘルパー アルバイト 7,450 円 不問 2 名 賃金は日給 

サービス提供責任者 正社員 
223,300 円～

230,300 円 

ヘルパー1 級、介護福祉士、 

介護職員基礎研修終了、 

実務者研修のいずれか 

普通自動車免許（AT 限定可） 

1 名  

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、業界トップクラスならではの研修体制が整っているため、 

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 

 

6 
法人名 長野市こども未来部保育・幼稚園課 

 

ブース名 長野市こども未来部保育・幼稚園課 

ホームページ
アドレス 

http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/ko-hoiku/ 

法人理念を 

一言で 
「かがやく笑顔で げんきに遊ぶ しなのきッズ」を育てよう 

働きやすさの 

ポイント 

1 得意な分野を生かした保育ができます。 

2 研修制度が充実しているので、スキルアップができます。 

3 完全週休２日制。年次休暇も利用してリフレッシュできます。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
みんなで考え、みんなで作り上げる職場作り 

「かがやく笑顔で げんきに遊ぶ しなのきッズ」は、長野市乳幼児期の教育・保育の指針で、

目標とする子どもの姿です。 

 子どもが笑顔で過ごせる保育園を職員みんなで考え、作り上げていきませんか。 

 長野市の公立保育所、認定こども園は 29 園あり、働き方も様々です。あなたの生活に合わせ

た働き方がきっとあるはずです。是非、長野市こども未来部保育･幼稚園課のブースを覗いてく

ださい。 

 また、各保育園では体験、実習の受け入れをしています。保育園での業務、気になったら一度

保育園に足を運んでみてください。イメージがわきやすいと思います。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

長野市立保育所・認定こども園のいずれか 長野市 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 

保育士 
会計年度任用職員 

フルタイム 

171,800円～

224,000 円 
保育士 10 令和 2 年度採用 

看護師 
会計年度任用職員 

フルタイム 
190,600 円 

看護師 
看護師としての４年

以上の実務経験必要 
１ 令和 2 年度採用 

子育て支援員 
会計年度任用職員 

パートタイム 
時給 1,020 円 

子育て支援員研修 

（地域子育て支援コ

ース（地域子育て支

援拠点事業））修了者 

１ 令和 2 年度採用 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

休みもとりやすい環境で以前の“保育園勤務＝大変”というイメージが全く変

わっていたので、働きやすい環境で驚きました。 

N・N さん 勤務年数 １年 

採用担当者 峯村 裕子 連絡先 026-224-8032 



※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 若槻ホーム 

 

ブース名 社会福祉法人 若槻ホーム 

ホームページ
アドレス 

http：//care-net.biz./20/wakatsuki/ 

法人理念を 

一言で 
法人に関わる全ての方が感動をしていただけるようなホームを目指しています。 

働きやすさの 

ポイント 

1 「人間尊重」ご利用者、職員を大切にする法人です。 

2 「周知を集めた経営」全職員がより良い施設を求め提案できる法人です。 

3 「一級の社会人」より良い社会福祉法人を目指し研修が充実しています。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
人間関係が良好で、職場の雰囲気が良いです。 

 

①経営理念「感動を呼ぶホームを目指そう」を掲げ、ご利用者、家族に寄り添ったケアを実践しています。 

 

②職員の処遇の面でも、資格手当、夜勤手当、通勤手当等はもちろん、毎年職員のリフレッシュに関わる費用

（旅行の交通費や宿泊費、食費など）の助成制度（上限 3 万）があります。 

 

③研修が充実しており、職員として必要な知識や技術をより深めることが出来ます。 

 

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若槻ホーム 長野市田中 1464-1 高・障・保・その他 

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 1 丁目 1462-1 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 

介護職員 正規 169,700 
介護福祉士 

普通自動車運転免許 
1 

資格手当、夜勤手当等

別途あり 

      

      

現役スタッフ 

からのメッセージ 

他職種から転職をしました。ご入居者からの「ありがとう」の言葉は。10 年以上勤務し

ている今でもうれしく思い仕事をしていく上でのやりがいになっています。 

周りのスタッフも優しく一人ひとりの意志を尊重するなど、とても働きやすい職場です。

皆さんも一緒に楽しく働きましょう。 

西義彦 さん 勤務年数 １１年 

採用担当者 岡村純 連絡先 026-251-3500 



※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 有限会社 えにし 

 

ブース名 (有) えにし 

ホームページ
アドレス 

http://www.enishi-web.com 

法人理念を 

一言で 
❝一期一会を大切に！❞ 

働きやすさの 

ポイント 

1 とにかく明るい職場です。 

2 育児休業・介護休業・時短勤務制度などがあります。 

3 各種手当や能力給・移動時間保証制度などがあります。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

私たち“えにし”は人と人とのご縁を結び、一期一会を大切にしながら日々社会

貢献を続けている会社です。バイタリティあふれるスタッフが大勢おり、職場環

境もとても明るくアットホームな雰囲気の中で働くことが出来ます。 

勤続年数 10 年以上のスタッフも現在半数を超えていることから見ても居心地

の良さはおわかりになるかと思います。 

また有資格者がとても多く介護福祉士取得者は全体の５～７割を超えておりま

す。スキルアップ向上のための研修会も随時行っております。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

ヘルパーステーションえにし 中野市新井 361-1 高・障・保・その他 

えにし長野事業所 
長野市権堂町

2215-3-201 

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 

訪問介護員 
常勤 

(正職以外) 
158,240 円～186,413 円 初任者研修以上 各 1 名 えにし(中野・長野) 

訪問介護員 非常勤  1,010 円～1,190 円 初任者研修以上 各 1 名 えにし(中野・長野) 

 
 

 
    

現役スタッフ 

からのメッセージ 

昨年 11 月に入社したばかりで右も左も全くわからない私でしたので 1 対 1

でのケアも自分には無理だと思っていました。でも先輩方皆さんがゼロからご

指導してくれたおかげでやっと基本的な訪問ケアが出来るようになりました。

まだまだ慣れないところもありますがご利用者様にお会いすることが楽しく

なるようにこれからも頑張っていきたいです！ 

Ｎ・Ｙ(女性)さん 52 歳 さん 勤務年数 0 年 4 ヵ月 

採用担当者 黒岩 与人 連絡先 TEL:026-231-5324 



※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 あさひ福祉会 

 

ブ ー ス 名 社会福祉法人 あさひ福祉会 

ホームページ
ア ド レ ス http://www.asahi-kouhoku.com/ 

法人理念 

を一言で 
利用者本位のサービスの提供と職員本位の健全経営 

働きやすさの 

ポ イ ン ト 

1 福利厚生充実。有給休暇取得率 8 割⤴。 

2 産休・育休制度完備。復職者は育児短時間勤務制度を利用しています。 

3 入職後、見習い期間中は、ベテランスタッフが同行します。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

 

賞与：年 2 回  昇給：年 1 回 

バースデイ休暇：取得率 100％ 

リフレッシュ休暇：取得率 100％ 

 

 

平成 30 年度 育休・産休制度取得者：3 名 

平成 30 年度 育児短時間制度取得者：1 名 

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こうほく 長野市稲里町下氷鉋 高・障・保・その他 

グ ル ー プ ホ ー ム し ん こ う 長野市信更町田野口 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 

介護士（特養） 正規職員 215,000～232,740 介護福祉士 2 夜勤あり 

介護士（ＧＨ） 正規職員 191,000～208,550 初任者研修以上 1 夜勤あり 

介護士（ＧＨ） パ ー ト 時給 885～935 無し 1 夜勤あり 

現 役 ス タ ッ フ 

からのメッセージ 

ご利用者様との会話から学ばせていただく事も多く、毎日がとても楽しいです。 

ご利用者様が一日楽しく過ごせて、次回の利用を楽しみにして下さるお姿や「ありがとう」の

一言をいただくと、日々の生活に少しでもお手伝いが出来ているのかなあと嬉しく思います。

それは自分の明日への活力になり、この仕事にやりがいを感じる瞬間です。 

Ｋ さん 勤務年数 4 年 

採 用 担 当 者 峯村 恭輔 連絡先 026-286-5500 



※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 株式会社 ながでんウェルネス 

 

ブース名 【ながでんグループ】株式会社ながでんウェルネス 

ホームページ
アドレス 

http://www.nagaden-wellness.co.jp/ 

法人理念を 

一言で 
「おもてなし」と「尊厳」を大切にした「お付き合い」の実践 

働きやすさの 

ポイント 

1 働きやすい環境づくりは職員がつくる！ 

2 長野電鉄沿線に事業所展開。ながでんグループ各種特典有り！ 

3 介護系事業所 13 ヵ所、180 名の団結・協力体制！未経験者も安心。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
お客さま（CS）と職員（ES）は同じラインで成長に臨む会社です。 

当社は長野電鉄グループの会社です。長野電鉄沿線を中心にデイサービス 10 事業所、ショートステイ 3事業

所を展開しています。当社の介護事業の特色は、国の介護保険制度が求める介護サービスを提供するところに

あり、単にお客さまをお預かりするのではなく、「介護度改善」に向けたサービスを展開しています。この改

善には基本「運動」がベースとなりますが、当社は、プール・フィットネスの設備を整え、運動と健康づくり

の専門職がいますので、国・お客さまのニーズにマッチングし、安定した事業展開で雇用も安定化です！ 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

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 ○高 ・障・保・その他 

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 ○高 ・○障 ・保・その他 

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 2 事業所 中野市（信州中野駅前） 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 正職・ﾊﾟｰﾄ 160,000～ 有資格者優遇 若干名 他待遇有り 

看護職員 正職・ﾊﾟｰﾄ 180,000～ 正・准看護師 若干名 他待遇有り 

児童指導員 

機能訓練指導員 

正職・ﾊﾟｰﾄ 
165,000～ 

健康運動指導士等 

柔整師/OT/PT 等 
若干名 他待遇有り 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

会社創業・第 1 号事業所の開所時から勤めています。現在は 13 事業所まで発展し、近

年は職員が協力し合い、働きやすい職場づくりも進んでいます。 

仕事は確かに大変ですが、頑張った分、僅かでも会社から職員に労いの還元もあったりし

ます。長く勤めてこれた、いける環境も良くなっていますが、環境は会社ではなく自分達

がつくるもので、まだまだ良くしていけると思っています。一緒にどうですか♪ 

穗谷 仁美 さん 勤務年数 15 年 

採用担当者 藤巻 功 連絡先 026-238-6633 



※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 廣望会 

 

ブース名 社会福祉法人 廣望会 

ホームページ
アドレス 

http://www.grn.janis.or.jp/~coco-net/ 

法人理念を 

一言で 
すべては、みんなが「幸福」であるために。 

働きやすさの 

ポイント 

1 男性、女性関係なく活躍できる職場 

2 産休・育休がとりやすく子育てにやさしい 

3 高年齢者・障がい者もいきいきと働いています 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

この街であなたとともに、“叶えたい夢”がある。誰もが笑顔で「働く」「暮らす」が当

たり前の地域のしくみを創っていきます。 

 

障害のある方の夢の実現を、様々な形・方法で実践しています。 

温泉にいきたい！ ディズニーランドへ旅行したい！ 就職をしたい！ 

一人暮らしがしたい！ 結婚したい！… 

一人ひとりの夢が実現した時の分かち合った喜びを決して忘れない。そう、

そんな支援冥利（成功体験）を積み上げて、幸せを繋げていきます。 

 

 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

アトリエ CoCo 長野市若穂保科 高・障・保・その他 

クリーニング工房 CoCo 千曲市若宮 高・障・保・その他 

スタジオ CoCo 千曲市上山田 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 

障がい者支援員 正職員 
165,000 円～

200,000 円 
普通自動車免許 若干名  

障がい者支援員 パート 時給 850 円～900 円 普通自動車免許 若干名  

現役スタッフ 

からのメッセージ 

個性豊かな利用者さんに囲まれ、自分らしく働けるところ 

ということで入社しました。和やかで明るい雰囲気です。 

利用者さんの笑顔や信頼がやりがいです。まず一歩、一緒に 

働きましょう。  

小 林  彩 さん 勤務年数 １３年 

採用担当者 綿貫 好子 連絡先 026-268-5220 



※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 社会福祉法人 四徳健康会 

 

ブース名 ケアハウス南長野 

ホームペー
ジアドレス 

http://park14.wakwak.com/~shitokukenkoukai/ 

法人理念を 

一言で 

入居者様がゆとりと生きがいのある生活を営んでいただくため、快適なお部屋 

環境・満足されるお食事・心地よい入浴等の提供に努めます。 

働きやすさの 

ポイント 

1 
夜勤は月 4 回を原則としており、夜勤・明・休日の 3 日シフトを組み、 

身体への負担が少なくなるよう配慮しています。 

2 無資格・未経験者も歓迎、資格取得支援があります。 

3 休日希望日を勤務シフトに反映できます。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

笑顔が絶えない明るい施設環境を目指しています。そのために、風通しの良い 

職場作りに努めています。 

20 代から 60 代まで幅広い年齢層の職員がいます。社会経験・介

護経験豊富な職員がいますので、丁寧にアドバイスをします。 

 “あなたも介護のプロになりませんか” 

 

ケアハウス南長野は、次代を担う若いパワーを求めています！ 
※施設長が自らパフォーマンスしてしまう、とても明るい職場です。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

ケアハウス南長野 
長野市川中島町今井原 11-8 

（ＪＲ今井駅から徒歩 2 分） 
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 正職員 
161,500～177,900 

（初任給） 

特になし 

（有資格者歓迎） 
若干名 

早・遅・夜勤あり 

給料は前歴考慮あり 

介護職員 パート 時給 900～920 
特になし 

（有資格者歓迎） 
若干名 日勤のみ 

      

現役スタッフ 

からのメッセージ 

まだ働き始めたばかりですが、先輩職員の皆さんが優しく指導してくださり、

また、入居者の皆様も気にかけてくださり、とても良い施設だと感じています。 

是非、私と一緒に働いてみませんか。 

H・K(女性) 20 代前半 さん 勤務年数 1 ヵ月 

採用担当者 施設長 徳武正男 連絡先 026-286-2270 



※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 ライフケア 

 

ブース名 ㈱ライフケア グループホームまゆ 

ホームページ
アドレス https://lifecare-mayu.com/ 

法人理念を 

一言で 

「利他・感謝」の理念のもと、社会の困りごとを解決し、地域に開かれた 

環境づくりを目指します 

働きやすさの 

ポイント 

1 明るい挨拶が自慢です！ 

2 充実の社内研修！（認知症、身体介助、基礎～ベテラン 階層別研修等） 

3 男女比率 4：6！ 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
スタッフの働きやすさを本気で追求！ 

 

地域密着型のため、あたたかく小規模な事業所を複数運営しております。 

大きな施設さんから「もっとお客様との関わりをもてる支援をしたい」 

と転職されてきたスタッフが大半を占めています。 

またプライベートのライフステージに合わせ、時短勤務を活用したり、 

なるべく長く安心してキャリアアップしていただけるよう会社も 

応援しています。また、社外への研修もバックアップいたします！ 

そして入社時研修のほか、年間のスケジュールに基づいた社内研修（O-JT、OFF-JT）や委員会活動も 

活発な為、他事業所のスタッフとの交流も生まれ、多職種で連携し、刺激しあいながら仕事ができます。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

介護付き有料老人ホーム 七瀬の杜 鶴賀居町 111-3（鶴賀消防署そば） 高・障・保・その他 

グループホームまゆ篠ノ井 篠ノ井塩崎 4015（稲荷山駅そば） 高・障・保・その他 

スポーツ＆アカデミー キッズまゆ篠ノ井店 篠ノ井布施高田710（篠ノ井駅そば） 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 

2021 年新卒 正社員 月給 20 万～2２.３万円 不問 5  

介護職員 正社員 月給 21.4 万～28.5 万円 介護福祉士 3 無資格者の方も歓迎 

児童指導員・保育士 パート 時給 1,000 円～1,200 円 
保育士、教員免

許、社会福祉士等 
1 

左記の他児童福祉の 

分野で実務 2 年以上 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

見学の際の明るい雰囲気と、スタッフの皆さんの気持ちよい挨拶で入社を決めました。 

3 ヶ月間の実践的で丁寧な研修により、毎日前向きに仕事に取り組むことができます。 

M さん 勤務年数 2019 年新卒 

採用担当者 採用担当 連絡先 026-269-8740 



※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 

 

20-1 

法人名 医療法人 コスモス 

 

ブース名 【コスモスグループ】医療法人コスモス 

ホームページ
アドレス http://cosmosnet.or.jp/index.php 

法人理念を 

一言で 
やさしさと思いやりの心で福祉に取り組みます 

働きやすさの 

ポイント 

1 
コスモスグループには、沢山の職場や職種があり、自分の希望する事業所を選択

することができます。（勤務数年後の異動希望も可能です） 

2 勤務形態（正規職員、パート）・勤務時間が自由に選べます。 

3 グループ内に職員向けの託児所を設置しています。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
ともかく、相談してください。必ず、職場が見つかります。 

長野市更北地区を中心に、介護・医療サービスを展開しているコスモスグループの１社です。 

施設系サービス、在宅系サービス、居住系サービスと介護の職種は豊富で、皆さんのやりたい 

介護の仕事がきっと見つかります。 

職種や勤務形態も皆さんの希望に応じることができるので、是非相談してみてください。 

職員の研修体制も、整っており、内部研修会・外部研修会・資格取得のための研修会制度も 

充実しています。 

リフレッシュ休暇や職員研修旅行など、職員の福利厚生にも力を入れています。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

介護老人保健施設コスモス長野 長野市小島田町 高 

コスモス長野デイサービスセンター 長野市小島田町 高 

認知症対応型共同生活介護  
グループホームコスモス長野 

長野市小島田町 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 

介護福祉士 正職・パート 要相談 介護福祉士 ２  

介護職 正職・パート 要相談 介護資格 ２  

看護職 正職・パート 要相談 看護資格 １  

現役スタッフ 

からのメッセージ 

 

 さん 勤務年数  

採用担当者 栗林 茂雄 連絡先 026-285-0183 



※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 

 

20-2 

法人名 社会福祉法人 ウエルフェアコスモス 

 

ブース名 
【コスモスグループ】 

社会福祉法人ウエルフェアコスモス 

ホームページ
アドレス http://cosmosnet.or.jp/index.php 

法人理念を 

一言で 
やさしさと思いやりの心で福祉に取り組みます 

働きやすさの 

ポイント 

1 
コスモスグループには、沢山の職場や職種があり、自分の希望する事業所を選択

することができます。（勤務数年後の異動希望も可能です） 

2 勤務形態（正規職員、パート）・勤務時間が自由に選べます。 

3 グループ内に職員向けの託児所を設置しています。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
ともかく、相談してください。必ず、職場が見つかります。 

長野市更北地区を中心に、介護・医療サービスを展開しているコスモスグループの１社です。 

施設系サービス、在宅系サービス、居住系サービスと介護の職種は豊富で、皆さんのやりたい 

介護の仕事がきっと見つかります。 

職種や勤務形態も皆さんの希望に応じることができるので、是非相談してみてください。 

職員の研修体制も、整っており、内部研修会・外部研修会・資格取得のための研修会制度も 

充実しています。 

リフレッシュ休暇や職員研修旅行など、職員の福利厚生にも力を入れています。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

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 高 

地域密着型特定施設入居者生活介護  
介護付有料老人ホームコスモスあもり 

長野市安茂里伊勢宮 高 

認知症対応型共同生活介護  
グループホームウエルフェアあもり 

長野市安茂里下洞田 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 

介護福祉士 正職・パート 要相談 介護福祉士 ２  

介護職 正職・パート 要相談 介護資格 ２  

看護職 正職・パート 要相談 看護資格 １  

現役スタッフ 

からのメッセージ 

 

 さん 勤務年数  

採用担当者 清水 稔 連絡先 026-285-0183 



※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 

 

21-1 

法人名 株式会社 コスモスプラネット 

 

ブース名 【コスモスグループ】株式会社コスモスプラネット 

ホームページ
アドレス http://cosmosnet.or.jp/index.php 

法人理念を 

一言で 
やさしさと思いやりの心で福祉に取り組みます 

働きやすさの 

ポイント 

1 
コスモスグループには、沢山の職場や職種があり、自分の希望する事業所を選択

することができます。（勤務数年後の異動希望も可能です） 

2 勤務形態（正規職員、パート）・勤務時間が自由に選べます。 

3 グループ内に職員向けの託児所を設置しています。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
ともかく、相談してください。必ず、職場が見つかります。 

長野市更北地区を中心に、介護・医療サービスを展開しているコスモスグループの１社です。 

施設系サービス、在宅系サービス、居住系サービスと介護の職種は豊富で、皆さんのやりたい 

介護の仕事がきっと見つかります。 

職種や勤務形態も皆さんの希望に応じることができるので、是非相談してみてください。 

職員の研修体制も、整っており、内部研修会・外部研修会・資格取得のための研修会制度も 

充実しています。 

リフレッシュ休暇や職員研修旅行など、職員の福利厚生にも力を入れています。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

介護付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 高 

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 高 

認知症対応型共同生活介護  
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 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 

介護福祉士 正職・パート 要相談 介護福祉士 ２  

介護職 正職・パート 要相談 介護資格 ２  

看護職 正職・パート 要相談 看護資格 １  

現役スタッフ 

からのメッセージ 

 

 さん 勤務年数  

採用担当者 最上 裕一 連絡先 026-299-6716 



※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 

 

21-2 

法人名 株式会社 コスモスポールスター 

 

ブース名 【コスモスグループ】株式会社コスモスポールスター 

ホームページ
アドレス http://cosmosnet.or.jp/index.php 

法人理念を 

一言で 
やさしさと思いやりの心で福祉に取り組みます 

働きやすさの 

ポイント 

1 
コスモスグループには、沢山の職場や職種があり、自分の希望する事業所を選択

することができます。（勤務数年後の異動希望も可能です） 

2 勤務形態（正規職員、パート）・勤務時間が自由に選べます。 

3 グループ内に職員向けの託児所を設置しています。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
２０２０年４月１日開所予定です。新しい職場で一緒に働きましょう！ 

長野市篠ノ井地区を中心に、介護・医療サービスを展開しているコスモスグループの１社です。 

施設系サービス、在宅系サービス、居住系サービスと介護の職種は豊富で、皆さんのやりたい 

介護の仕事がきっと見つかります。 

職種や勤務形態も皆さんの希望に応じることができるので、是非相談してみてください。 

職員の研修体制も、整っており、内部研修会・外部研修会・資格取得のための研修会制度も 

充実しています。 

リフレッシュ休暇や職員研修旅行など、職員の福利厚生にも力を入れています。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

認知症対応型共同生活介護  

グループホームコスモスポールスター 
長野市篠ノ井 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 

介護福祉士 正職・パート 要相談 介護福祉士 ２  

介護職 正職・パート 要相談 介護資格 ２  

      

現役スタッフ 

からのメッセージ 

 

 さん 勤務年数  

採用担当者 最上 裕一 連絡先 026-299-6716 



※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 ハーモニー福祉会 

 

ブース名 レインボー 

ホームページ
アドレス http://harmony-rainbow.main.jp/ 

法人理念を 

一言で 
「いつも楽しく喜びいっぱいの暮らし」をスタッフ一同全力でサポートします 

働きやすさの 

ポイント 

1 人間関係が良く、楽しく働けます。離職率が低いです。 

2 クリニック・保育園 完備で安心して働けます。 

3 無資格・未経験者も研修制度あり、大歓迎です。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
いくつも事業所がありますので、新しい仕事にチャレンジできます！ 

 

緑豊かな自然の中にある施設でロケーションは最高です。保育園やデイサービスセンター、障害者就労支援等、

子供からお年寄りと接することができ、障害福祉サービスの一環でカフェ＆レストランは、入居者様はもちろ

んご家族や地域の皆様にも喜ばれております。 

皆様に喜んで頂けるよう、また安心して頂けるよう、1 人 1 人に寄り添った介護を心がけています。スタッフ

の立案でバーベキュー大会や花火大会等を行ったり、毎月行うパーティーでスタッフによる催し物をしたり、

楽しくやりがいを持って仕事ができます。正職員への登用制度もあります。 

入居者様、利用者様はもちろんのこと、働くスタッフもやりがいを持って幸せに楽しく仕事ができるようにと

努めております。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

シニアパレスレインボー 長野市吉 1823-1 高・障・保・その他 

シルバーハウスレインボー 長野市豊野町石 749-3 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 

介護士 正社員・嘱託 186,000～ 問わない 3 名 夜勤あり 

介護士 同上 同上 同上 同上 同上 

      

現役スタッフ 

からのメッセージ 

1 才の子供をレインボー保育園に預けて働いています。入居者様には、これからの人生を

楽しくお暮し頂けるよう明るく笑顔の対応に心がけています。とても環境の良い職場で、

自分自身も向上していけます。ぜひ一緒に働きましょう！ 

権田 梨会 さん 勤務年数 7 

採用担当者 藤澤 成樹 連絡先 026-295-1810 



※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 

 

26 
法人名 医療法人 藤美会 

 

ブース名 介護老人保健施設・グループホームすめらぎ 

ホームページ
アドレス http://sumeragi.jp 

法人理念を 

一言で 
和顔愛語の精神で利用者が自然と心身を委ねられるサービスを目指します。 

働きやすさの 

ポイント 

1 職員も生活されている方も明るく楽しい。和気あいあい。 

2 アイディアを形にできます。どんどん提案してみよう。 

3 福利厚生で毎日の飲み物提供から各種資格取得までサポート。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

若手とベテランのバランスがいいですよ。いろいろな世代の職員と一緒の就業時

間は、仕事だけじゃなく人生も学べる充実した８時間です。 

 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

介護老人保健施設すめらぎ 長野市中条住良木 8291-1 ○高 ・障・保・その他 

グループホームすめらぎ 長野市中条住良木 9060 ○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 

介護福祉士 正社員 242,200～ 介護福祉士 ２ 夜勤手当（５回分）込 

介護職 正社員 222,200～ 初任者研修 ２ 夜勤手当（５回分）込 

介護職 正社員 217,200～ なし １ 夜勤手当（５回分）込 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

中条？遠い？私も最初はそうでした。遠くない！遠くない！一度来てみてくだ

さい。飯山市や千曲市から通っている職員もいます。どこからでも来たくなる、

そんな雰囲気の施設です。 

藤 澤 さん 勤務年数 ３年 

採用担当者 岸 田 連絡先 026-267-3311 

介護職員初任者研修、介護福祉士実

務者研修、介護福祉士、介護支援専

門員の資格取得を考えている方は

ご相談ください。豊富なサポート制

度があります。 



※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 

 

27 
法人名 医療法人 桂俊会 

 

ブース名 グループホームかぐらばし 

ホームページ
アドレス 

https://itp.ne.jp/info/202179608000

000899/ 

法人理念を 

一言で 

福祉と医療の関わりを重要視し、家庭的で尊厳のある生活環境の中、心身の力を

活かし、安らぎと喜びのある場として、利用者とその家族の幸せを追求する 

働きやすさの 

ポイント 

1 利用者・職員とも笑顔の絶えない職場です。 

2 研修制度、内部・外部とも充実しています。 

3  

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
病院併設のグループホームです何かと安心です。 

笑顔がモットーに家庭的で明るいグループホームです。ご利用者様 職員和気あいあいと楽しい

1 日を過ごしています。初心者の方もすんなりと入って仕事が出来る環境です。新しい職員も入

り頑張っています。私達と一緒に働いて楽しいグループホームを作りませんか。 

 

 

 

 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

グループホームかぐらばし 長野市神楽橋 10-113 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 

介護職 正社員 204,000～222,000 
ヘルパー2 級

以上 
3 夜勤有 

介護職 パート 900～1,000 なし 3 夜勤有 

ケアマネジャー 正社員 252,000～256,000 
介護支援専門

員 
1 夜勤有 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

ご利用者様と職員で楽しくレクレーションを行っています。ご利用者様との関り・介

護に対する悩みなど職員同士が気軽に話し合える職場です。一緒に働きましょう 

横地 佐和子 さん 勤務年数 8 年 

採用担当者 山崎 和美 連絡先 026-252-6080 



※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 

 

28 
法人名 須坂市 

 

ブース名 須坂市地域包括支援センター 

ホームページ
アドレス https://www.city.suzaka.nagano.jp

法人理念を 

一言で 

住み慣れた家庭や地域で安心して生活できるよう、高齢者のみなさんやご家族、

ご近所に暮らす方の介護や認知症に関するご相談等、関係機関や多職種と連携

し、様々な支援をおこないます。 

働きやすさの 

ポイント 

1 専門職が多くおり、職場のサポート体制がしっかりしています。 

2 概ね月１回研修会があり、ご自身のスキルアップが図れます。 

3 ご自分で業務スケジュール調整ができ、休暇も取りやすい職場です。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

子育てや介護等があっても、ご自分の働きやすい日数や時間帯で勤務でき、多様

な働き方に対応しています。 

 

勤務場所は須坂市役所本庁舎２階になります。保健師や主任介護支援専門員、社会福祉士、作業

療法士、看護師、事務職と様々な職種がおり、勤務年数も１年目から 10 年以上と様々ですが、

明るく温かい職場です。仕事内容は要支援認定者等のケアマネジメント業務（ケアプランの作成

等）で、家庭訪問等によりご本人やご家族の意向を確認し、サービスの調整や状況確認等をおこ

ないます。ケアマネジメント業務の経験がなくでも、最初は他の職員と家庭訪問を同行したり、

書類の作成も一緒に行ったりと一つ一つ丁寧にサポートします。悩みや不安、疑問等を気軽に相

談できる職場を目指しています。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

須坂市地域包括支援センター 須坂市大字須坂 1528-1  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 

介護支援専門員 パート 時給 1,265 円 介護支援専門員 １ 日勤のみ 

      

      

現役スタッフ 

からのメッセージ 

職場のみなさんに支援の方向性について気軽に相談できたり、担当している利

用者様の情報共有や情報交換の場も月１回あり、自分が不在でも対応していた

だけたりと安心して働けるので、頑張っています。ぜひ一緒に働きましょう。 

齊藤 めぐみ さん 勤務年数 １年６か月 

採用担当者 関野 志穂 連絡先 026-245-4566 



※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 

 

30 
法人名 株式会社 治田の里 

 

ブース名 治田の里 

ホームページ
アドレス http://www.harutanosato.com/ 

法人理念を 

一言で 
「安心」「安全」「安宅」の思想 

働きやすさの 

ポイント 

1 新卒の職員が仕事を続けていける職場。 

2 きちんと休みがとれる。 

3 社員同士家族と思い接している。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
スタッフ同士の仲間意識が強く、交代で休みもとれリフレッシュできる。 

 

今現在 11 年目を迎え、この間に新卒社員を何名か採用して参りました。その新卒の方々がほとんど辞めずに

仕事を続けて在籍しておられます。また、スタッフ同士の仲間意識が強く、チームワークよく働いていただい

ております。休暇もきちんととれており、有給休暇で海外へ旅行、国内旅行とプライベートを楽しんで、リフ

レッシュして笑顔で職場へきている職員も多数おり、笑顔で働けることでお客様にも笑顔で過ごして頂いてお

ります。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

有料老人ホーム 治田の里 千曲市 高・障・保・その他 

看護小規模多機能型居宅介護施設 千曲市 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 正社員 
198500 円～ 

263500 円 

初任者研修

以上 
２  

      

      

現役スタッフ 

からのメッセージ 

開所からお世話になり居心地よく働くことができ今に至ります。小学生だった

子供も中学になり子育てしながら働け、仲間にも恵まれ楽しく仕事していま

す。 

小井土 恵美子 さん 勤務年数 11 年 

採用担当者 小松 恵子 連絡先 ０２６－２７２－８６２０ 



※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 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 

 

33 
法人名 医療法人 博人会 

 

ブース名 桜ホーム 

ホームページ
アドレス http://www.sakurahome.or.jp/ 

法人理念を 

一言で 

「愛と共感」「個人の尊厳」「ヒューマニズムの精神」を処遇の原点とし、人生の

完結に繋がるための日常処遇を大切にしたサービスの向上を実現します。 

働きやすさの 

ポイント 

1 未経験・無資格者でも先輩職員が丁寧に指導します。 

2 他部署・他職種との協働体制（お互いに協力） 

3 産休・育休制度あり。時短制度あり。子育てや介護に優しい職場です。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

福祉ＱＣ（品質管理）活動や、ＩＳＯ9001 の取得を通じて、施設内業務の標準化を図り、

より質の高い介護サービスの提供に努めています。それ以上に、職員同士・利用者様にも思

いやりを持って対応できるよう、人間性を高め合っていける職場です！！ 

◆開放的な雰囲気の中で、大変な業務の中にも、やりが

いや楽しさを持って働けます。介護未経験でも介護に興

味があり、やる気のある方を求めています。働きながら、

資格取得をしている職員は大勢います。意欲のある方、

是非お越しください。 

◆同じ建屋に「介護老人保健施設」、「通所リハビリテー

ション（デイケア）」、「認知症対応型共同生活介護（グル

ープホーム）」、「居宅介護支援事業所」、「地域包括支援セ

ンター」があり、お互いに連携しあい、利用者のニーズに合う介護サービスの提供に努めています。また、隣

接のグループ法人である社会福祉法人博仁会桜荘（特別養護老人ホーム）とも協力関係にあります。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

介護老人保健施設桜ホーム（入所） 長野市篠ノ井二ツ柳 高 

桜グループホーム 同上 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 常勤（正職） 
月給 172,000～ 

（資格手当別） 
なし 2 

夜勤有（手当 7 千円

／１回） 

介護士 非常勤・ﾊﾟｰﾄ 時給９００～ なし １ 日数時間応相談 

看護師 常勤（正職） 月給 248,500～ 看護師（正准） １ 夜勤有（可能な方） 

看護師 非常勤・ﾊﾟｰﾄ 時給 1,400～ 看護師（正准） １ 日数時間応相談 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

学校を卒業後今の職場で働き始めてから 17 年になりました。育児休暇も充実しており、

女性に優しい職場です。介護は大変ですが、利用者様と心が通じ合える喜びがあります。

又、利用者様の大切な１日を“昨日より楽しかった”と思えるように心がけています。難

しく考えず、一緒に楽しみましょう。 

Y さん 勤務年数 17 

採用担当者 飯島 浩之 連絡先 026-290-1133 



※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 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 

 

35 
法人名 アタゴ学園株式会社 

 

ブース名 介護付き有料老人ホームあたご 

ホームペー
ジアドレス http://www.atago-gakuen.jp/ 

法人理念を 

一言で 

『私たちは、利用者様と家族の気持ちに寄り添い、安心して自分らしい生活が

出来るようにお手伝いします。』 

働きやすさの 

ポイント 

1 同施設内に企業主導型保育所完備 

2 ベテラン職員が多く在籍 

3 パートナー制度により新任職員へ親切・丁寧な指導が出来る 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

経験豊富な職員が多く、優しく丁寧に指導致します。また、指導計画書に沿っ

て新任職員さんのペースに合わせて指導するので、不安なく働けます。 

 

介護・保育という人材不足が著しい時代に、３Ｋと言われるイメージを払拭したいと考え、利用者様、そし

て職員が働きやすい環境作りに力を注いでおります。是非とも皆さんのお力添えを！！ 

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 あたご 長野市三輪 10-4-18 高・障・保・その他 

あたご学園  星の木  長野市三輪 10-4-18 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 正規職員 
175,400〜

188,430 円 

初任者研修

以上 
２  

介護職員 パート 時給 900 円〜 
初任者研修

以上 
２  

保育士 パート 時給 1,000 円〜 
保育士又は

幼教 
２  

現役スタッフ 

からのメッセー

ジ 

元気で明るい職員が多く勤務しております。介護を通じて自らも成長できる職

場です。共に楽しく働きましょう。お待ちしております。 

滝沢誠二 さん 勤務年数 １４年 

採用担当者 西村 英二 連絡先 026-241-4371 



※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 

 

37 
法人名 社会福祉法人 山栄会 

 

ブース名 社会福祉法人 山栄会 

ホームページ
アドレス 

http://www.carehouse-sakudaira.com 

法人理念を 

一言で 
いつまでも若く、明るい豊かな生活を ～High Quality of Life～を目指して 

働きやすさの 

ポイント 

1 月 3 日の希望休制度で、プライベートも充実 

2 職員間も上司とも相談しやすい環境 

3 積極的になれば、何でもできる可能性あり 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
利用者様のことを一番に考える現場です。 

※自由記載欄。写真等は一般の方の目に触れますので、許可が取れている物をお使いください。 

 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

千曲事業所 千曲市桑原８０ ○高 ・障・保・その他 

ケアハウス佐久だいら南（7 月開所予定） 佐久市根々井 816-1 ○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 

介護職 正社員 150,000～ 
不問 

介護福祉士等優遇 
4 名 

千曲事業所 

通所介護・短期入所 

介護職 正社員 150,000～ 
不問 

介護福祉士等優遇 
14 名 

ケアハウス 

佐久だいら南 

      

現役スタッフ 

からのメッセージ 

在宅介護を支える要になってきている短期入所。大変なことは確かに多いですが、職員同

士協力することで働きやすくなります。介護はチームワークが重要ですから良く話しま

す。業務のことだけでなく時にはプライベートな話も出てきますが、強制はされません。 

介護が初めてでも先輩がフォローしてくれたので心強いです。法人も現場に理解があるの

で困ったときに相談しやすいのも働きやすさにつながりますね。 

K さん 勤務年数 ７年 

採用担当者 本部 木村 積善 連絡先 0267-67-7654 



※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 

 

39 
法人名 須坂市教育委員会子ども課 

 

ブース名 須坂市公立ほいくえん 

ホームページ
アドレス 

https://www.city.suzaka.nagano.jp/ 

法人理念を 

一言で 

保育理念 

いのちを大切にし、生きる力を育みます 

働きやすさの 

ポイント 

1 充実の休暇制度（有休年 15 日で最長 40 日、療養休暇、産休、育休等） 

2 休憩代替保育士、加配保育士、延長保育士の配置による充実の保育体制 

3 平成 12 年以降建設の快適な園舎（10 園中８園は平成 23 年以降建設） 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

子どもの育ち と 私たちのかかわり 

笑顔・温かさ・信頼・チームワークを大切にした保育をしています 

須坂市では、市立豊丘保育園で「信州型自然保育（信州やまほいく）」の県認定を平成 29 年 1 月に受け、自

然保育の理解を深め、保育活動に生かしてきました。豊かな自然環境を生かした保育を全保育園で実施してい

ることから、平成３０年度に全公立保育園が認定園になりました。豊かな自然環境の中で一緒に保育しません

か？ 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

須坂市公立保育園 10 園 須坂市東横町 1274 外 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 

保育士 フルタイム 月額181,100円 保育士 ２ R02.4～勤務 

      

      

現役スタッフ 

からのメッセージ 

私は養成校を卒業して公立保育園2年目です。 

小さいころからの夢だった保育士になれてとても幸せです(*̂ )̂v 

保育実習をした時にとても雰囲気が良くて「ここで働きたい！」と思いました。 

試験を受け、正規にはなれなかったですが、実習中に嘱託保育士のことを教えて 

頂いていたので、迷わずチャレンジしました。毎日いる場所なので、自分も笑顔 

で楽しく仕事ができる環境であることも大事だと思いました。 

正規になれるチャンスもあるので働き甲斐もあります。先輩保育士のように皆 

から慕われる魅力的な保育士になる為奮闘中！！  

竹前 美紅 さん 勤務年数 3 年 

採用担当者 徳永 正道 連絡先 026-248-9026 



※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 

 

40 
法人名 医療法人 長野寿光会 

 

ブース名 あっとほーむ上山田・ヘルパーセンター上山田 

ホームページ
アドレス 

長野寿光会：http://naganojukoukai.com/ 

グループ全体： http://hmcg.jp/ 

法人理念を 

一言で 

私たちの使命は、医療や介護を通じて社会に貢献することであり、一人でも多く

の方に善良な医療と介護を提供し続けることです。 

働きやすさの 

ポイント 

1 明るい職場でスタッフ間の仲も良く、何でも聞きやすい職場です！ 

2 実務経験のない方やブランクがある方でも、安心のサポート体制！ 

3 
託児所（利用料金は食事代のみ）もあり、小さいお子様がいる方も安心して働け

る環境を整えています！ 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 

北海道から沖縄まで全国で 9 つの病院・関連施設を運営しています。法人全体研修の実

施や各地域の連携によりマニュアル作成等行い、法人全体のサービス向上をはかると共

に、それぞれの地域にマッチしたサービスが提供できるよう努めています。 

お子様がいらっしゃる方やワークライフバランスを重視されている方には魅力ある環境です。 

現在、幅広い年代の方がご活躍中です。各専門職の連携が良く、利用者様の施設生活を充実でき

るよう協力し合っています。また、今年の１０月からは、介護付き有料が新築されます。見学も

随時行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

ヘルパーセンター上山田 千曲市上山田温泉 3-34-3 高・障・保・その他 

あっとほーむ上山田（介護付き有料老人ホーム） 〃 高・障・保・その他 

訪問看護ステーション スマイル 〃 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 常勤 17 万～25 万円 

介護福祉士 

介護初任者研修終了等 
若干名 夜勤あり・交代制 

〃 非常勤 時給 ９５０円 同上 若干名 勤務時間応相談 

介護補助職員 非常勤 時給 ９００円 不問 3 名 〃 

看護師 常勤 28 万～33 万円 正・准看護師 若干名 日勤・オンコールあり 

〃 非常勤 時給1.200～1.500円 正・准看護師 若干名 勤務時間応相談 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

数年前に初任者研修終了し資格はありましたが、実務経験はありませんでした。しか

し、人と関わる仕事がしたくて、一念発起し転職しました。初めは戸惑う事もありま

したが、先輩達からの指導もあり安心して働けています。これからは、介護福祉士を

目指し頑張りたいと思っています。是非、一緒に働きましょう！ 

中嶋 和希 さん 勤務年数 2 年 

採用担当者 林・塚田 連絡先 ０２６－２７５－１５８１ 



※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 

 

41 
法人名 社会福祉法人 豊智福祉会 

 

ブース名 特別養護老人ホーム泉平ハイツ 

ホームページ
アドレス http://www.valley.ne.jp/~haitu/ 

法人理念を 

一言で 

「無償の愛」を合言葉とし、「利用者ファースト」を常に念頭に置いてより質の

高いサービスの提供を目指します。 

働きやすさの 

ポイント 

1 職員の研修制度、資格取得制度があります。 

2 「育児短時間勤務」・「介護短時間勤務」制度があります。 

3  

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
 

 

 ・ 介護員の平均年齢が 35.9 歳（令和２年１月１日現在）と比較的若いので、職員の仲がとてもよく、 

   雰囲気の良い職場です。 

 ・ 職員同士、また上司に対しても気軽に相談できるような体制づくりに努めています。 

 ・ 職員親睦会の活動も充実しています。 

 ・ 特別休暇制度の充実（結婚、配偶者の出産、親族の忌引き、災害被災、夏季厚生、資格取得等） 

 

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 泉平ハイツ 長野市豊野町豊野２２９８番地 2 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 

介護員 正職 
180,000～ 

197,000 
介護福祉士 ２ 夜勤あり 

      

現役スタッフ 

からのメッセージ 

とても働きやすく、明るい職場です。介護の仕事は、時につらく、時に重く、 

時に面倒なこともありますが、利用者の笑顔を見ると達成感、充実感を感じら

れる、とてもやりがいある仕事です。是非一緒に働きませんか。 

今井 彩花 さん 勤務年数 ５年 

採用担当者 佐藤 恒夫 連絡先 026-257-5180 



※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 

 

42 
法人名 メディカル・ケア・サービス 株式会社 

 

ブース名 
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 

ホームページ
アドレス http://www.mcsg.co.jp 

法人理念を 

一言で 
その人らしい快適で穏やかなシルバーライフを常にサポートします☆ 

働きやすさの 

ポイント 

1 働きやすい労働環境を常に追い求め、実践に活かしています♪ 

2 休憩・定時退勤・有給休暇は当たり前☆プライベートが充実します♪ 

3 キャリアアップが明確なので、将来像がイメージできます☆ 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
スタッフ間の仲が良く、気軽に何でも相談しています。 

 

① 2020 年新規オープンに伴い、幹部候補(ホーム長・ユニットリーダー)を同時募集中です。 

そういった経験がない方でも、やる気と明るさを武器に早期育成も可能です☆ 

仕事内容などはお気軽にブースまでどうぞ♪ 

② 介護経験ゼロでも、研修・資格支援制度等が充実しているため安心して介護の世界に入ることができます。 

グループホーム運営居室数が、昨年で国内第一位になりました☆この実績により、将来も安定しています。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

愛の家グループホーム長野吉田 長野市吉田 高・障・保・その他 

愛の家グループホーム長野上松 長野市上松 高・障・保・その他 

愛の家グループホーム豊野 長野市豊野 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 

ホーム長 正 ～325,000 介護福祉士 1  

ユニットリーダー 正 ～257,000 実務者研修 4  

ケアスタッフ 正・契 ～231,000 円 なし 5 記載額は正社員 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

初めての介護のお仕事ですが、スタッフ間の仲がとても良いです。毎日のお仕

事がとても楽しく、元気に働く事が出来ています。 

M さん 勤務年数 2 年 

採用担当者 小林 連絡先 026-239-6010 



※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 

 

44 
法人名 北信広域連合 

 

ブース名 北信広域連合 

ホームページ
アドレス http://www.hokusin.or.jp/ 

法人理念を 

一言で 

1. 利用者に寄り添い、明るい家庭的な雰囲気で、その人らしい日常生活を送ることができるよう支援します。 

2. 地域と施設の交流により、関係機関等との密接な連携を図りながら、地域に開かれた施設を目指します。 

3. 向上心を持ち、利用者に愛され、信頼される職員となるよう、知識と技術の向上に努めます。 

働きやすさの 

ポイント 

1 年次有給休暇等の休暇が、充実しています。 

2 勤務成績に応じて、定期的な昇給も行われています。 

3  

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
勤務する職員は、特別地方公共団体の地方公務員となります。 

                    北信広域連合は、中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温            

泉村、栄村、北信保健衛生施設組合、岳北広域行政事務組合、岳南広

域消防組合の２市１町３村３組合で組織され、栄村以外の５市町村に

施設があるため、自宅に近い施設で働くということも可能です。 
                   令和３年３月開所予定（飯山市）の新施設は、特別養護老人ホーム

９０床（ショート５床）、養護老人ホーム６５床の北信地域にはない

大規模施設です。新しい開所施設職員として一緒に働きませんか。 
                   ※老人ホーム千曲荘と老人ホーム高社寮は閉所となります。 

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（５事業所） 中野市ほか 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 

看護師 非常勤 月額157,600円 
看護師又は

准看護師 
若干名  

介護員 
非常勤 

パート 

月額150,600円

又は157,600円 

時給８９７円～ 

なし※有資

格者優遇 
若干名  

現役スタッフ 

からのメッセージ 

 仕事・家庭・趣味と充実した時間を過ごすとこができる職場環境となってい

ます。ぜひ、一緒に働ける方をお待ちしています。 

岩﨑 司 さん 勤務年数 ２０ 

採用担当者 池田 正実 連絡先 ０２６９－３８－５０５０ 



※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 

 

47 
法人名 社会福祉法人 高水福祉会 

 

ブース名 福）高水福祉会 

ホームページ
アドレス https://www.ko-sui.com/ 

法人理念を 

一言で 
誰もが「この地域で生まれ暮らして幸せであった」と実感できるために！ 

働きやすさの 

ポイント 

1 未経験者 OK！ 充実の研修制度 

2 自分の職歴をデザイン！ 明確なキャリアルート 

3 ちょっと休みが欲しい時！ 便利な時間単位年休 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
“想い”に応え続ける法人です！ 

 

〇「福祉に興味はあるけど、資格も経験もない…」 

 大丈夫です！法人独自の研修システムで働きながら学び、少しずつ自信を付け、キャリアアップできます。 

〇「学校（前職）で学んだことを活かしたい／将来は〇〇職に就きたい」 

 当法人は『提案型』です。あなたのアイディア、経験、何でもお役立ていただけます。 

 人事制度が導入されているため、キャリアルートも公開されています。 

〇「プライベートも大切にしたい」 

 育児・介護系の休みは、皆で支え合える風土が出来ています。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

募集要領参照（配属先未定のため） 中野／飯山市内 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 正規 １６０，９００～ なし 
2 名 

専門／短大卒 

生活支援員 正規 １７２，７００～ なし 大卒以上 

現役スタッフ 

からのメッセージ 

「上手くいかないな」「大変だな」と思う事は沢山あります。しかし、職員が

一丸となり一人一人の利用者さんについて考える時間は、自分にとって大きな

力になります。利用者さんとの関わりで「こんなことも出来るんだ！」と発見

できた時はやりがいを感じ、日々学ぶことで新しいことに挑戦していくことが

出来ます。頼りになる先輩が沢山います。一緒に学び、考え、楽しい職場にし

ていきましょう。 

K.S. さん 勤務年数 ３年目 

採用担当窓口 山室 雅英 連絡先 0269-81-2771 



※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 

 

50 
法人名 社会福祉法人・医療法人 ハイネスライフ 

 

ブース名 社会福祉法人・医療法人 ハイネスライフ 

ホームページ
アドレス 

http://highness-life.com/ 

https://www.asahi-hospital.com/ 

法人理念を 

一言で 
医療と介護の融合により、超高齢化社会を迎える日本を、地域で支えます 

働きやすさの 

ポイント 

1 信頼をベースに医療職と介護職が連携しながら仕事を進めます。 

2 介護職をプロ専門家と位置づけ、常に人材育成・能力向上を図ります。 

3 「地域貢献活動」と「国際貢献活動」の双方に積極的に取り組んでいます。 

ウチの一番の 

ウリはコレ！ 
医療と介護の融合、２つの病院と介護施設の協働による総合的ケアの実施 

 

 

 

 

 

 

～高山での「おむつ教室」の様子～   ～朝日ホームでの「オユンナさんコンサート」の様子～ 

ハイネスライフグループの中心施設として「山田記念朝日病院」と「朝日ながの病院」(旧ＮＴＴ病院)の２

つの病院があります。社会福祉施設は長野市北部と高山村に立地しています。 

ハイネスライフグループでは、今年１月にはモンゴル人介護技能実習生が１5 名になり、現在介護現場では

不可欠な新戦力となっています。介護の専門家を目指す皆さん！ハイネスライフグループのもつ総合的機能の

中で、職域を広げつつキャリアアップを図って国際貢献活動にもチャレンジしてみませんか？ハイネスライフ

グループは大きな活躍の場を提供できます。 

求人募集中の事業所 

事業所名 所在地 事業
※

種類 

朝日ホームおんせんリハビリテーションセンター 高山村牧 151-1 高・障・保・その他 

高山おんせん朝日ホーム(特養) 高山村牧 105 高・障・保・その他 

山田記念朝日病院・朝日ながの病院 長野市南堀 135-1 高・障・保・その他 

特に募集中の求人 

職種 雇用形態 賃金（万円） 資格要件 募集人数 備考 

介護職員 正職員 17.0～26.5 介護福祉士 3  

看護師 正職員 21.0～30.0 正看護師 3  

現役スタッフ 

からのメッセージ 

グループの中にいくつもの事業所があって、いろいろな経験を積み重ねながらスキルアップすることが

できます。人材育成チームのバックアップで、働きながら資格取得できるよう工夫されていて、魅力の

ある職場です。 

朝日ホーム MF さん 勤務年数 10 年 

採用担当者 畠山悦子／二木真木 連絡先 ０２６―215―1212 


