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■主催　社会福祉法人長野県社会福祉協議会（長野県福祉人材センター） 　■共催　飯田市　　■協力　長野労働局、公共職業安定所

相談会スケジュール

参加事業所

会場

13：30～14：00 事業所による採用説明

14：00～15：30 個別相談会

全参加事業所が２分間で、採用募集のある求人
について説明をいたします。

もあります！
新型コロナウイルスの感染症予防のた
め、マスクを着けてお越しください。また、
発熱など体調の悪い方、感染者等と接
触があった方は来場をご遠慮ください。

天候や新型コロナウイルスの影響に
より中止する場合、「長野県福祉人
材センター ホームページ」でご案内し
ます。

どんな人材を募集しているのか、求人にない条件でもどこまでなら応じ
られるのかなどをご説明します。

福祉事業所の求人担当者と個別に相談しながら、自分にあったお仕事
探しができます。

長野県福祉人材センター相談コーナー
長野県保育士人材バンク相談コーナー

信州福祉・介護のひろば

人
を
想
う
気
持
ち
が

　
笑
顔
に
つ
な
が
る

福祉・介護の
仕事について
もっと知りたい

〒380-0936 長野市中御所岡田98-1

就職を検討されている方や、福祉のお仕事に興味のある方

どなたでもお気軽にご来場ください。

分野に・ ・福祉 介護 保育 ・ 看護

in 飯田令和4年11月16日水

南信州・飯田産業センター
B201・B202・B203・B204会議室 飯田市座光寺3349-1

産業振興と人材育成の拠点「エス・バード」内

元善
光寺

座光寺高岡

セシル
美容室●

山屋●

高岡亭酒店●

●エス・バード

●ローソン
●ソフトバンクマツモトキヨシ●

●座光寺小学校

●座光寺保育園

●元善光寺

●
国際糸操り人形館

	 （福）ジェイエー長野会
（福）飯田市社会福祉協議会	（株）ニチイ学館	岡谷支店
松川町教育委員会	こども課	（福）泰阜村社会福祉協議会
（福）ぽけっと	 （福）愛知慈恵会
（福）しなのさわやか福祉会	（福）上伊那福祉協会
（福）明星会	 （株）たまゆら
（福）松川町社会福祉協議会	 阿智村社会福祉協議会
（福）長野県社会福祉事業団	（株）サン・アイ
サングリーン（株）	 （福）白鳥会
（一社）ソーシャルデザインプロジェクト		丘のりんご



福祉のしごと地区相談会（飯田会場）参加事業所（R4.11.16（水）開催）

1 社会福祉法人　ジェイエー長野会

 みなみ信州地域事業本部　特養あさぎりの郷
  　　　　   　　　　　　（高森町吉田481-1）

　［特養 ］

高齢

①腰痛防止と自立支援の両立を目指しています！

②勉強会や研修会、資格取得をサポートしスキルアップできます！

2 社会福祉法人
　　　　飯田市社会福祉協議会

 飯田市社会福祉協議会
  　　　　   　　　　　　（飯田市東栄町3108-1）

　［特養・デイサービス・ヘルパー・地域福祉等 ］

高齢

①飯田市社会福祉協議会は、地域福祉事業だけでなく介護保険事業にも積極的に取り組
み、広く飯田市の福祉推進を図っています。

②事業内容が幅広いため、多職種の職員が活躍しており、様々な経験を積んだり知識を身
につけることもできます。

③資格手当、資格取得一時金があり、新たな資格取得を目指す方の支援もしています。

3 株式会社
　　　　ニチイ学館　岡谷支店

　ニチイケアセンター飯田・鼎・知久平他
　　　　　　　　　　(岡谷市銀座1-1-18)

　［ デイサービス・訪問入浴・訪問介護・居宅介護支援 ］

高齢

①働き方はお聞きください。

②休日はご相談ください。

③働きやすい環境をご用意いたします。

4 松川町教育委員会　こども課

　松川町立保育園
　　　　(松川町元大島3823)

　［ 保育園 ］

児童
①基本報酬の他、通勤費・時間外勤務手当・期末手当等が支給されます。有給がありま
す。勤務形態に応じて社会保険が適用。明るく元気な保育士さんをお待ちしております。

5 社会福祉法人
　　　　泰阜村社会福祉協議会

　社会福祉法人　泰阜村社会福祉協議会
　　　　(泰阜村3247-3)

　［ 訪問・デイサービス・特養 ］

高齢
①充実した福利厚生。

6 社会福祉法人　ぽけっと

　社会福祉法人　ぽけっと
　　　（飯田市白山通り1-310-1）

　［訪問入浴 ］

高齢
①やりがいのあるお仕事です。社会福祉活動を通じ地域に貢献できます。

7 社会福祉法人　愛知慈恵会

　　 ねばねの里「なごみ」

　 　　　　　　　 （根羽村3015-362）

　［特養・デイサービス等］

高齢
①年齢不問・移住者歓迎・施設見学のみも可能。

8 社会福祉法人
　　　　しなのさわやか福祉会

　　 プラムの里　こまちの家　みぶの里

　 　　　　　　　 （宮田村4804-1）

　［老健・特養・グループホーム・介護付き有料・住宅型有料・小規
模多機能型居宅介護・認知症デイ・通所デイケア ］

高齢

①無資格者大歓迎　法人負担で国家資格取得しよう。

②育児休業100％取得　復帰後のサポートも柔軟な対応。

③信州ふくにんと職場いきいきのアドバンスプラス認証。

9 社会福祉法人　上伊那福祉協会

　上伊那福祉協会法人本部
　　　　　　　　　　（伊那市美篤7164-1）
　
　［ 特養・養護・障がい者支援施設 ］

高齢
障がい

①プライベートが充実できる　年間休日120日。

②充実した福祉厚生制度がたくさん！！

③スキルアップをバックアップする研修制度の充実。

10 社会福祉法人　明星会

　明星学園
　　　　（飯田市駄科2250）
　
　［ 入所・生活介護等 ］

障がい
①明星学園は、障がいを持つ方々が自分らしく幸せに生きる為の支援を行っています。

11 株式会社　たまゆら

　デイサービス　たまゆら
　　　　　（飯田市北方2688-2）
　
　［ デイサービス ］

高齢

①地域に密着し１２事業所を展開しています。

②保育士常勤の託児所があるため子供を預けながら育児と両立して仕事ができます。

12 社会福祉法人
　　　　　松川町社会福祉協議会

　松川町社会福祉協議会
  　　　　　　　   (松川町元大島2930-12)

　［訪問介護・通所介護・居宅介護支援・特養等 ］

高齢

①私たちの仕事は町の人たちが幸せに暮らせる生活環境を整えることです。

②私たちは心の美人になります。私たちは心を受け止めます。私たちは真剣に働き、真剣
に遊びます。

③元気で明るくやさしい職場です。

13 阿智村社会福祉協議会

　特別養護老人ホーム　阿智荘
  　　　　　　　   (阿智村智里491-41)

　［特養 ］

高齢
①年中無休の事業所ですが、休日が年間121日あります。（月10日公休あり）

14 社会福祉法人
　　　　　長野県社会福祉事業団

　西駒郷
  　  (長野市大字高田364-1)

　［施設入所支援事業等 ］

障がい

①障がいがあっても、高齢であっても、自分自身がどのような境遇にあっても、住み慣れた
地域で、愛する人とともに自分自身の能力を最大限に発揮して、人生を謳歌することができ
る社会の実現をともに目指しましょう！

15
一般社団法人
　ソーシャルデザインプロジェクト
　　　　　　　　　　　　丘のりんご

　丘のりんご・オリーブ・ローリエ
　　　　　（飯田市伝馬町2-4-1）
　
　［ 放課後等デイサービス］

障がい
①障がいのある子どもの放課後の療育支援、学習支援、自宅送迎。

16 株式会社　サン・アイ

　株式会社サン・アイ福祉部
　　　　　（飯田市松尾明8055-1）
　
　［ 福祉用具貸与］

高齢
①資格取得等の自己研鑽ができます。

17 サングリーン株式会社

　たのしや駒ケ根
　　　　　（駒ケ根市赤穂4492-1）
　
　［ 認知症共同生活介護］

高齢

①18人定員（9人×2ユニット）認知症グループホームです。

②入所者1人1人にきめ細やかなケアを目指しています。

③スタッフ間のまとまりの良い働きやすい職場です。

18 社会福祉法人　白鳥会

　飯田中央保育園
　　　　　（飯田市中央通り2-9）
　
　［ 保育園］

児童

①働き方の多様性（時間・曜日・日数）

②人とのかかわりを大切に子どもの思い、活動、意欲を保障できる保育。

③子どもと共に保育士も成長して、楽しい時を共有していきましょう。

ひとことＰＲポイント№ 参加法人名
参加法人の施設・事業所名(所在地）

［　サービスの種類　］
種別


