
令和4年度第３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　３月１日(水)

No 法人名 事業所名 市町村

1 みらいさい福祉会 愛光苑 安曇野市

2 敬老園 うつくしがはら温泉敬老園 上田市

3 からし種の会 緑の牧場学園 佐久市

4 丸山会 丸子中央病院・御所苑・ケアまるこ 上田市

5 この街福祉会 この街福祉会 茅野市

6 長野県社会福祉事業団 本部事務局 長野市

7 心泉会 医療法人心泉会上條記念病院/老健ローズガーデン松本市

8 安曇野福祉協会 安曇野福祉協会 安曇野市

9 梓の郷 介護老人福祉施設サルビア　他 松本市

10 長野県厚生農業協同組合連合会 富士見高原医療福祉センター 富士見町

11 城西医療財団 城西病院 松本市

12 塩嶺福祉協会 特別養護老人ホームえんれい 塩尻市

13 敬仁会 介護老人保健施設まほろばの郷・萌生の里 塩尻市

14 アサヒサンクリーン株式会社　名古屋支店アサヒサンクリーン在宅介護センター伊那 飯田市

15 親愛の里 社会福祉法人　親愛の里 松川町

16 グループもみじ 小規模多機能ホーム夕やけ小やけ 長野市

17 恵和会 こまくさ野村 塩尻市

18 ユニマット　リタイアメント・コミュニティ松本ケアセンターそよ風 松本市

19 恵清会 特別養護老人ホーム真寿園 松本市

20 サン・ビジョン グレイスフル塩尻 塩尻市

21 医療法人梓誠会　梓川診療所 有料老人ホーム赤いりんご／グループホームあずさ小町　他松本市

22 平成会 グループホームおかだ、有料老人ホームせせらぎ等塩尻市

23 北アルプスの風 ほっとハウス信濃ときわの家 大町市

24 幸充 特別養護老人ホームライフ穂高 池田町

25 中信社会福祉協会 障害者支援施設　梓荘　他 松本市

26 孝明 特別養護老人ホーム孝明舘 安曇野市

27 松塩筑木曽老人福祉施設組合 特別養護老人ホーム桔梗荘　他 塩尻市

28 安曇野市 こども園幼稚園課 安曇野市

29 ケア柏葉 安心ホームてんじん 松本市

30 誠心福祉協会 幸泉園 安曇野市

31 株式会社　ニチイ学館 松本支店 松本市

32 三沢介護院 ヘルパーステーションあがた 松本市 

33 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

34 天祐堂　松林医院 介護老人保健施設にしじょう 筑北村

35 長野県厚生農業協同組合連合会 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター 上田市

36 松本市役所 松本市保育課 松本市

37 桐山電機株式会社 住宅型有料老人ホームふくろうの家横田 　他松本市

38 タカサワ通商株式会社 有料老人ホームふれあい荒井荘　他 松本市

39 木曽社会福祉事業協会 障害者支援施設　上松荘 上松町

40 アルプス福祉会 アルプス福祉会 松本市

41 やさしい手諏訪 看護小規模多機能型居宅介護かえりえわかみや岡谷市

42 聖十字学園 幼保連携型認定こども園聖十字幼稚園 松本市

43 七つの鐘 小倉メナー　他 安曇野市

44 松本市社会福祉協議会 指定訪問入浴介護事業所 松本市

45 れんげ福祉会 特別養護老人ホーム銀松苑 大町市

46 雄仁会 介護老人保健施設のむぎ 松本市

47 ハーモニー 介護老人保健施設ハーモニー 松本市

48 CoCo 居宅介護事業所CoCoはーと 塩尻市

49 信濃の郷 白樺の家 池田町



令和4年度第３回福祉の職場説明会・就職相談会　長野会場参加事業所一覧　長野会場３月６日(月)

No 法人名 事業所名 市町村

1 ハーモニー福祉会 レインボー 長野市

2 賛育会 豊野事業所 長野市

3 長野市こども未来部保育・幼稚園課 長野市こども未来部保育・幼稚園課 長野市 

4 メディカルケア株式会社 メディカルケア（サクラケア） 千曲市

5 株式会社ファミリア表参道 ファミリア表参道 長野市

6 株式会社ライフケア まゆ川中島　他 長野市

7 藤美会 介護老人保健施設すめらぎグループホームすめらぎ長野市

8 須坂市教育委員会子ども課 公立保育園 須坂市 

9 コスモスグループ 介護老人保健施設コスモス長野 長野市

10 長野カイゴサービス 桜の園グループホーム 長野市

11 ニチイ学館 ニチイケアセンター 長野市

12 睦会 やすらぎの園・須坂やすらぎの園 長野市

13 ヒューマンヘリテージ ヒューマンヘリテージ神明34 長野市

14 コトブキ ことぶきの家　若穂 小諸市

15 グリーンアルム福祉会 グリーンアルム福祉会 須坂市

16 廣望会 アトリエCoCo 長野市

17 博悠会 フランセーズ悠富竹・大豆島・中野他 長野市

18 かりがね福祉会 かりがね福祉会 上田市

19 ハイネスライフ 朝日ホーム 長野市

20 医療法人　みゆき会 飯山介護老人保健施設みゆき 飯山市

21 特定非営利活動法人グループもみじ みんなのあもり・宅老所さくら 長野市

22 育護会 さくらの杜育豊 軽井沢町

23 長野医療生活協同組合 長野医療生活協同組合 長野市

24 若槻ホーム 特別養護老人ホーム　若槻ホーム 長野市

25 林檎の里 自閉症支援施設あおぞら 飯綱町

26 善光寺大本願福祉会 大本願ユートピアわかほ 長野市

27 四徳健康会 ケアハウス南長野 長野市

28 四徳会 グリーンヒル 長野市

29 長野市社会事業協会 事務局 長野市

30 えにし えにし 中野市

31 おらが会 特別養護老人ホームおらが庵 信濃町

32 治敬会 介護老人福祉施設愛ランドはるかぜ 長野市

33 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長野上松 長野市

34 愛泉会 軽井沢治育園 軽井沢町

35 暖家アムールグループ アムールグループ 長野市

36 医療法人桂俊会 グループホームかぐらばし 長野市

37 ウェルネスライフ ウェルネスライフ 千曲市

38 川上村社会福祉協議会 川上村デイサービスセンター 川上村

39 白馬村社会福祉協議会 白馬村社協ヘルパーステーション 白馬村

40 森と木 自立サポート森と木 長野市 

41 ジェイエ―長野会 特別養護老人ホームりんごの郷 長野市

42 長野寿光会 あっとほーむ上山田・ヘルパーセンター上山田千曲市

43 みらいさい福祉会 愛光苑 須坂市

44 敬老園 こうしゃ敬老園　他 上田市

45 からし種の会 緑の牧場学園 佐久市

46 丸山会 丸子中央病院・御所苑・ケアまるこ 上田市

47 この街福祉会 この街福祉会 茅野市

48 長野県社会福祉事業団 本部事務局 長野市


