
令和４年度第１回福祉の職場説明会・就職相談会　松本会場参加事業所一覧

松本会場（７/20）

No 事業所名等 市町村

1 社会福祉法人雄仁会 松本市

2 社会福祉法人中信社会福祉協会 松本市

3 株式会社 雪村 松本市

4 社会福祉法人松本ハイランド 松本市

5 社会福祉法人　梓の郷 松本市

6 社会福祉法人敬老園 上田市

7 株式会社みらいさい福祉会　愛光苑 安曇野市

8 株式会社　ニチイ学館 松本市

9 桐山電機株式会社 松本市

10 松本市役所保育課 松本市

11 社会福祉法人平成会 塩尻市

12 医療法人社団敬仁会 塩尻市

13 一般社団法人　松本市医師会  松本市城山介護老人保健施設 松本市

14 社会福祉法人塩嶺福祉協会 塩尻市

15 株式会社テトラ 塩尻市

16 社会福祉法人　誠心福祉協会 安曇野市

17 エフビー介護サービス株式会社 佐久市

18 社会福祉法人サン・ビジョン 塩尻市

19 社会福祉法人恵和会 塩尻市

20 社会福祉法人　恵清会 松本市

21 医療法人梓誠会　梓川診療所 松本市

22 株式会社ケア柏葉 松本市

23 社会福祉法人芹田福祉サービス 松本市

24 NPO法人CoCo 塩尻市

25 社会福祉法人ジェイエー長野会 松本市

26 社会福祉法人幸充 松川村

27 社会福祉法人れんげ福祉会 大町市

28 サングリーン株式会社　たのしや上土 松本市

29 社会福祉法人松川村社会福祉協議会 松川村

30 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 長野市

31 タカサワ通商株式会社 松本市

32 株式会社ほっと・はあと 松本市

33 社会福祉法人　松本市児童養護協会 松本市

34 株式会社コムレイド 松本市

35 社会福祉法人　松本市社会福祉協議会 松本市

36 松塩安筑老人福祉施設組合　温心寮 松本市

37 城西病院 松本市

38 社会福祉法人七つの鐘 安曇野市

39 長野県波田学院 松本市

40 医療法人心泉会 松本市

41 松塩筑木曽老人福祉施設組合 塩尻市

42 医療法人道悠会 松本市

43 社会福祉法人有明会　介護老人保健施設有明苑 安曇野市

44 社会福祉法人安曇野福祉協会 安曇野市

45 社会福祉法人ハーモニー 松本市

46 社会福祉法人長野県知的障害者育成会ドリームワークス 松本市

47 社会福祉法人アルプス福祉会 松本市

48 株式会社第一システム 松本市

49 エア・ウォーター・スマイル株式会社 松本市

50 株式会社　ウェルライフ信州 松本市

51 社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 安曇野市

52 医療法人芳州会　村井病院 松本市

53 社会福祉法人しなのさわやか福祉会 宮田村

54 株式会社ツクイ 横浜市

55 安曇野赤十字病院 安曇野市

※事業所等の都合により、当日追加・欠席となる事業所がありますがご了承ください。

※一覧の番号は、申し込み順になります。



令和４年度第１回福祉の職場説明会・就職相談会佐久会場　参加事業所一覧

佐久会場(７/２４)

No 事業所名等 市町村

1 社会医療法人恵仁会 佐久市

2 社会福祉法人からし種の会 佐久市

3 社会福祉法人みまき福祉会 東御市

4 社会福祉法人愛泉会 軽井沢町

5 A-line株式会社 佐久市

6 社会福祉法人敬老園 上田市

7 恵仁福祉協会 上田市

8 社会福祉法人ハートフルケアたてしな 立科町

9 株式会社ニチイ学館上田支店 上田市

10 社会福祉法人佐久福寿園 佐久市

11 社会福祉法人　佐久平福祉会 佐久市

12 エフビー介護サービス株式会社 佐久市

13 社会福祉法人　望月悠玄福祉会 佐久市

14 社会福祉法人かりがね福祉会 上田市

15 のぞみグループ（社会福祉法人のぞみ福祉会、㈱シルバーケアのぞみ、㈱エスポワール) 小諸市

16 社会福祉法人　しらかばの会 立科町

17 有限会社ほほ笑み介護支援センター 上田市

18 日本赤十字社　川西赤十字病院 佐久市

19 社会福祉法人　依田窪福祉会 上田市

20 社会福祉法人　里和会 佐久市

21 社会福祉法人　山栄会 佐久市

22 株式会社コトブキ 小諸市

23 社会福祉法人佐久学舎 佐久市

24 社会福祉法人恩賜財団済生会支部長野県済生会 佐久市

25 御代田町 御代田町

26 たてしな保育園 立科町

※事業所等の都合により、当日追加・欠席となる事業所がありますがご了承ください。

※一覧の番号は、申し込み順になります。



令和4年度第１回福祉の職場説明会・就職相談会　飯田会場参加事業所一覧

飯田会場(７/30)

No 事業所名等 市町村

1 社会福祉法人萱垣会 飯田市

2 社会福祉法人飯田市社会福祉協議会 飯田市

3 富士見高原医療福祉センター 富士見町

4 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 高森町

5 社会福祉法人高遠さくら福祉会 伊那市

6 株式会社たまゆら 飯田市

7 社会福祉法人愛知慈恵会 根羽村

8 天龍村社会福祉協議会 天龍村

9 社会福祉法人　泰阜村社会福祉協議会 泰阜村

10 株式会社サン・アイ 飯田市

11 社会福祉法人　夢のつばさ 阿智村

12 社会福祉法人大鹿村社会福祉協議会 大鹿村

13 特定非営利活動法人まんてん 飯島町

14 社会福祉法人林の杜 豊丘村

15 社会福祉法人綿半野原積善会 飯田市

16 社会福祉法人　豊丘村社会福祉協議会 豊丘村

17 社会福祉法人しなのさわやか福祉会 宮田村

18 社会福祉法人あゆみ会 飯田市

19 社会福祉法人　売木村社会福祉協議会 売木村

20 株式会社ツクイ 横浜市

21 JA長野厚生連　下伊那厚生病院 高森町

22 株式会社ニチイ学館 岡谷市

23 飯田市　健康福祉部　子育て支援課 飯田市

24 飯田市私立保育園連盟 飯田市

※事業所等の都合により、当日追加・欠席となる事業所がありますがご了承ください。

※一覧の番号は、申し込み順になります。



令和４年度第１回福祉の職場説明会・就職相談　長野会場参加事業所一覧

長野会場(８/３)

No 事業所名等 市町村

1 社会福祉法人睦会 長野市

2 社会福祉法人ハイネスライフ 長野市

3 有限会社　えにし 中野市

4 社会福祉法人坂城福祉会 坂城町

5 社会福祉法人ハーモニー福祉会 長野市

6 社会福祉法人賛育会 長野市

7 社会福祉法人若槻ホーム 長野市

8 医療法人百藤会 長野市

社会福祉法人博仁会　桜荘 長野市

医療法人博人会   桜ホーム 長野市

10 社会福祉法人森と木 長野市

11 社会福祉法人ヒューマンヘリテージ 長野市

12 長野市こども未来部保育・幼稚園課 長野市

13 医療法人　聖峰会 中野市

14 株式会社ジェイハート 長野市

15 株式会社ライフケア 長野市

16 社会福祉法人育護会 須坂市

17 長野広域連合 長野市

18 コスモスグループ 長野市

19 社会福祉法人　恵久会 長野市

20 社会福祉法人あさひ福祉会 長野市

21 NPO法人　パウル会 小布施町

22 特定非営利活動法人グループもみじ 長野市

23 社会福祉法人絆の会 長野市

24 社会福祉法人おらが会 信濃町

25 株式会社はれコーポレーション 長野市

26 社会福祉法人博悠会 長野市

27 メディカルケア株式会社 千曲市

28 医療法人社団温心会 長野市

29 医療法人桂俊会 長野市

30 株式会社ニチイ学館　長野支店 長野市

31 社会福祉法人グリーンアルム福祉会 須坂市

32 メディカル・ケア・サービス株式会社 長野市

33 長野医療生活協同組合 長野市

34 社会福祉法人四徳会 長野市

35 社会福祉法人治敬会 長野市

36 株式会社ファミリア表参道 長野市

37 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 長野市

38 医療法人　みゆき会 飯山市

39 社会福祉法人新志福祉会 長野市

40 株式会社ケアネット　長野サービスセンター 須坂市

41 医療法人　長野寿光会 千曲市

42 須坂市教育委員会子ども課　公立保育園１０園 須坂市

43 社会福祉法人ながのコロニー 長野市

44 有限会社　長野カイゴサービス  桜の園グループホーム 長野市

45 社会福祉法人暖家 長野市

46 社会福祉法人林檎の里 飯綱町

47 社会福祉法人ともいき会 長野市

48 社会福祉法人　長野市社会事業協会 長野市

49 社会福祉法人　湖会　 長野市

50 株式会社ツクイ 横浜市

51 医療法人宮沢医院 長野市

※事業所等の都合により、当日追加・欠席となる事業所がありますがご了承ください。

※一覧の番号は、申し込み順になります。
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