
令和５年４月１日現在　長野市高齢者活躍支援課

サービス種類 地区名 事　　業　　所　　名 所　　在　　地
（総合事業）
介護予防相当
サービスの有無

通院等乗降介助
の有無

電話番号 ＦＡＸ番号

訪問介護ステーション白之介 西長野往生地1176-12 アップルタウン往生地108 ２１７－８６９７ ２１７－８６９８

さくらえちょう敬老園ヘルパーステーション 長野桜枝町823-1 ○ ２３６－１１６５ ２３６－１１６６

ニチリン介護センター 長野西町1049 ２３８－１２１１ ２３８－１２２２

第二 訪問介護センター光和 三輪1317-10 ○ ２１９－１３０１ ２１９－１３０２

ヘルパーステーショントレビオ 長野東後町36-3 表参道大門ヒルズ3階 ○ ２１７－９９９８ ２１７－９９９７

訪問介護事業所さきがけ 鶴賀権堂町1448-7-101 ○ ２１９－２４４５ ２１９－２４４５

えにし長野事業所 鶴賀権堂町2215-3 大通りエムティービル201 ○ ２３１－５３２４ ２３１－５３２６

長野医療生活協同組合　在宅総合ステーションながの 東鶴賀町1906 ○ ２３４－３５８５ ２３４－３５０９

アズヘルパーステーション 柳町1-2　小池ビル1-A ○ ２２３－１２５１ ４００－７２５１

医心館　訪問介護ステーション　長野 稲葉916-1 ○ ２７４－５０２６ ２７４－５０２７

訪問介護ステーション　フィオーレ 稲葉1988-1 ２１４－３６９３ ２１４－３６９７

アムール長野ヘルパーステーション 栗田1568 ○ ２１７－１６５５ ２１７－１６５６

訪問介護事業所なごやか栗田＜休止 R4.1.1～＞ 栗田314-11 ○ ２１７－７１１１ ２１７－７１５１

アシスト訪問介護事業所 栗田653-96 ハイツ山田1階Ｃ号室 ○ ２１９－２７３４ ２１９－２７４４

やさしい手長野栗田訪問介護事業所 栗田904-1 ○ ０５０－１７５２－１２９１ ２６７－６０１６

ヒューマンネットながの長野ステーション 七瀬中町211-15 ゆたかフレンズ2階 ２６８－０６２２ ２６８－１３４１

訪問介護Pal昭和タウン 若里1丁目4-24 〇 ２１７－８４２２ ２１７－８４２３

あさひ訪問介護センター 若里4丁目15-18 しなのビル301 ○ ２１９－２２０３ ２１９－２２０４

ヘルパー・ステーション・エール 若里5丁目10-48 若里信越ビル202号　 ○ ２２３－８８２１ ２２６－４４８２

ニチイケアセンター長野若里 若里6丁目1-6 ベルウィング1F1号 ○ ２２５－６５３１ ２２５－６５３２

やさしい手長野高田訪問介護事業所 高田65-1 ○ ０５０－１７５３－４２５６ ２５２－６１１４

訪問介護事業所すずらん 高田520-1　2階 ２６６－０３０７ ２６６－０３１６

指定訪問介護事業所おたすけ・ぴあっと 高田941-5 ２２５－９０５６ ２２５－９０１１

ニチイケアセンター高田 高田1031-1 ○ ２２９－８８６２ ２２９－８８６５

介護サービス・ながの 高田1462-5 ○ ２２２－１２２７ ２２２－１２２８

かがやき福祉センター長野 南長池761-3 1階 ○ ○ ２６３－２３８３ ２６３－２３８５

ヘルパーステーション　フォーエバーケア田園 西尾張部1026-1 ２１７－６１６１ ２１７－６５１５

ケアビレッジ銀乃扇ヘルパーステーション＜休止 R2.1.20～＞ 西尾張部1089-8 ○ ２２５－９８１１ ２２５－９８１５

多宝たねむら有限会社 三輪1丁目3-11 ○ ２４１－０３１１ ２４４－５４１９

ユーネットワークそりめ 三輪2丁目2-29 ２３９－７１４０ ２３９－６６１０

訪問介護ファミール三輪 三輪8丁目32-3 2階 ○ ２６２－１８３３ ２６２－１８３４

アイム在宅ケアセンター長野北 三輪8丁目51-36 ○ ２３１－６３３０ ２３１－６３３１

しなのよしだ敬老園ヘルパーステーション 吉田3丁目9-19 ○ ２１５－１１６５ ２６３－６７２０

東長野介護サービスセンター訪問介護事業所 吉田5丁目9-26 ○ ２４４－０２２０ ２４４－０４０９

アースサポート長野 中越1丁目2-27 ○ ２３９－７２００ ２３９－７２１１

訪問介護ステーションぽかぽか家族 中越1丁目5-11 ○ ２１９－５５２５ ２１９－５５２６

ニチイケアセンター中越 中越1丁目6-27 ○ ２３９－７７６８ ２３９－７７６９

柳原 訪問介護だいち 柳原2283-1 ハイムあっぷるアベニュー101号 ２６６－０６６１ ２６６－０５５５

ニチイケアセンターまめじま 大豆島5190 ○ ２６６－６０７５ ２６６－６４１７

こまち訪問介護事業所 大豆島1638-1 相当サービスのみ ２１３－６６５２ ２１３－６６５３

ヘルパーステーションあゆみ 風間1100-415 ○ ２１４－１０２０ ２１４－１０２５

訪問介護事業所あゆ 松岡2丁目1-3 サニーハイツ轟102号室 ○ ２１４－８８８９ ２１４－８８７９

株式会社ケアネットケアステーション長野 北長池1242-1 ○＜休止 H30.6.1～＞ ２６３－３０００ ２６３－３００５

株式会社ジェイハート訪問介護事業所 南堀477-1 OSビルⅠ 2階202号 ○ ２１９－２８１１ ２１９－２８２１

ウェルネスライフ北長野 南堀477-1 OSビルⅡ 1階102号 ○ ２１７－０５４１ ２１７－０５４２

訪問介護ステーションあすか 南堀633 ０８０－４１４４－６３３０ ４０５－２０５８

ニチイケアセンター長野 檀田2丁目5-6 ○ ２３９－６３５３ ２３９－６７５６

コープながの福祉センター長野北ホームヘルプステーション 檀田2丁目6-22 ○ ２１７－９０８１ ２１７－９０８３

ケアステーションさくら 檀田2丁目36-13 ○ ２１４－３７３６ ２１４－３７９９

訪問介護ＭＩＲＩＥ若槻 若槻東条1174-2 ２６２－１９６９ ２６２－１９６９

訪問介護事業所松寿荘 上野2丁目120-4 ２９６－１８３３ ２９６－８４０３

ヘルパーセンターレインボー 吉1827-1 ○ ２９５－１８１０ ２９５－１８１２

ニチイケアセンター長野北 稲田3丁目22-17 ○ ２６３－７４３１ ２６３－７４３２

長沼 ながの訪問介護事業所 穂保207-1 ○ ２１７－６９１０ ２１７－７５１０

ニチイケアセンター安茂里 安茂里1015-1 イソノビル2F ○ ２６９－６００３ ２２４－９２０８

安茂里介護サービスセンター訪問介護事業所 安茂里1775 ○ ２２５－８５０２ ２２５－８５０３

訪問介護セカンド・ライフ 安茂里3601-1 西 ○ ２１７－６５２８ ２１７－６５２７

ヘルパーステーションコスモスプラネットあもり 安茂里5095-1 ○ ２１７－７０３０ ２６７－６６０６

指定訪問介護事業所介護屋 伊勢宮2丁目21-18 ○ ２６８－０１３９ ２６８－０１８７

ヘルパーステーションむすびの森 篠ノ井布施五明3428 ○ ２４７－８３４５ ２４７－８３４６

ケアステーションおはな 篠ノ井布施高田1369-10 ○ ○ ２９２－１１７７ ４７７－２７３３

コープながの福祉センター長野南ホームヘルプステーション 篠ノ井御幣川668 ○ ２６１－１２２０ ２６１－１２３２

ニチイケアセンター篠ノ井 篠ノ井御幣川1232-1 ○ ２９０－７７２０ ２９０－７７１９

ケアサービス・りんどう 篠ノ井塩崎91-1 ○ ２１７－８９７７ ２１７－８９８８

介護サービス・しおざき 篠ノ井塩崎3591 ○ ○ ２９２－２４７６ ２１４－１５０５

訪問介護晴ればれ 篠ノ井塩崎4645 ○ ２１４－８１５８ ２１４－８１５９

サン・コート介護ケアセンター＜休止 R3.5.1～＞ 篠ノ井二ツ柳2076-2 ○ ２９２－５３５１ ２９２－５５３９

篠ノ井介護サービスセンター訪問介護事業所 篠ノ井小森587-1 ○ ２９３－７８９５ ２９３－３９３０

ヘルパーステーション・エマオ 篠ノ井小森751-1 ○ ２９３－３３０６ ２９２－８５０１

ニチイケアセンターこうとく 篠ノ井東福寺1314-4 ○ ２９３－７８３１ ２９３－７８３２

アップルケアみなみながの 篠ノ井東福寺1405-1 ○ ２１４－６６２２ ２９３－８８１０

尚和寮 松代町東条94-1 ○ ２７８－２６００ ２１５－６０３３

アップルケア 松代町西寺尾1047-1 ○ ２７８－３６９０ ２７８－３６０９

ニチイケアセンターまつしろ 松代町西条3764-3 中島ハイツＣ棟2F ○ ２１４－９３０５ ２１４－９３０６

株式会社介護のおお岡 松代温泉75-1 ○ ２７８－１７２０ ２７８－１７１６

セリタのホームヘルプサービス川中島 川中島町原131-1 ○ ２１４－６４１５ ２６１－１１２０

まじょの介護便訪問介護事業所 川中島町原575-1 ○ ４０５－６９６３ ４０５－７８３２

ウェルネスライフ川中島 川中島町上氷鉋1119-10 ○ ２８６－７７１８ ２８６－７７２８

　介護保険居宅サービス事業所①〈長野市内サービス別（訪問介護）〉
※「地区名」は事業所の所在地区を表すものであり、営業地域を表すものではありません。営業地域は各事業所により異なりますので、各事業所に直接お問い合わせください。　　　　　　　　サービスの有無は「○」が有

訪問介護
①

第一

芹田

古牧

吉田

三輪

朝陽

第三

大豆島

若槻

松代

川中島

安茂里

篠ノ井



令和５年４月１日現在　長野市高齢者活躍支援課

アイム在宅ケアセンター長野 青木島2丁目1-3 ○ ２８６－７０３０ ２８６－７００５

ヘルパーステーション　コスモス 小島田町449 ○ ２８３－８０１７ ２８３－８０２２

ニチイケアセンター稲里 稲里町中央1丁目6-7 ○ ２８６－１１６１ ２８６－１１６４

ヘルパーステーション・コスモスプラネット稲里＜休止 R元.6.30～＞ 稲里町中央1丁目15-1 ○ ２１４－３０１０ ２１４－３０１１

ヘルパーステーションとよの 豊野町豊野659-1 ○ ２５７－５６４２ ２５７－４５９６

ニチイケアセンターとよの 豊野町蟹沢2857 ステラ101 ○ ２５１－５４４６ ２５７－４９０１

戸隠 戸隠介護サービスセンター訪問介護事業所 戸隠豊岡1533-2 ○ ２１７－６５１０ ２５４－１１４１

鬼無里 戸隠介護サービスセンター鬼無里サテライト訪問介護事業所 鬼無里160-3 ○ ２５６－３１８３ ２５６－２９１０

信州新町 信州新町介護サービスセンター訪問介護事業所 信州新町新町17-6 ○ ２６２－３８９９ ２６２－２３７０

中条 信州新町介護サービスセンター中条サテライト訪問介護事業所 中条日高3964-2 ○ ２６７－３２２５ ２６８－３３２５

計 88事業所 (73)

サービスの種類 地区名 事　　業　　所　　名 所　　在　　地 電話番号 ＦＡＸ番号

第一 さくらえちょう敬老園ヘルパーステーション 長野桜枝町823-1 ２３６－１１６５ ２３６－１１６６

第三 公益社団法人　長野シルバー人材センター 鶴賀西鶴賀町1481-1 ２３７－８３１５ ２３７－８３１７

芹田 訪問介護Pal昭和タウン 若里1丁目4-24 ２１７－８４２２ ２１７－８４２３

古牧 かがやき福祉センター長野 南長池761-3 ２６３－２３８３ ２６３－２３８５

吉田 しなのよしだ敬老園ヘルパーステーション 吉田3丁目9-19 ２１５－１１６５ ２６３－６７２０

大豆島 こまち訪問介護事業所 大豆島1638-1 ２１３－６６５２ ２１３－６６５３

篠ノ井 ケアステーションおはな 篠ノ井布施高田1369-10 ２９２－１１７７ ４７７－２７３３

計 7事業所

※「地区名」は事業所の所在地区を表すものであり、営業地域を表すものではありません。営業地域は各事業所により異なりますので、各事業所に直接お問い合わせください。サービスの有無は「○」が有

サービスの種類 地区名 事　　業　　所　　名 所　　在　　地
介護予防サービス

の有無
電話番号 ＦＡＸ番号

吉田 アースサポート長野 中越1丁目2-27 ○ ２３９－７２００ ２３９－７２１１

大豆島 ツクイ長野 風間1756-1 ２６７－０２５６ ２６７－０２５８

若槻 ニチイケアセンター長野 檀田2丁目5-6 ○ ２３９－６３５３ ２３９－６７５６

篠ノ井 ニチイケアセンター篠ノ井 篠ノ井御幣川1232-1 ○ ２９０－７７１５ ２９０－７７１９

更北 アイム在宅ケアセンター長野 青木島2丁目1-3 ○ ２８６－７０３０ ２８６－７００５

計 5事業所 (4)

長野医療生活協同組合長野中央病院 西鶴賀1570 ○ ２３４－３３２５ ２３４－３５０９

医療法人公生会竹重病院 田町2099 ○ ２３４－１２７２ ２３７－７８０１

高田整形外科オルソクリニック 鶴賀333-4 ○ ２２７－２５１０ ２６７－７７７５

長野赤十字病院 若里5丁目22-1 ○ ２２６－４１５５ ２２６－４１５５

古牧 長野医療生活協同組合南長池診療所＜休止 R4.6.1～＞ 南長池830 ○ ２６３－１２３４ ２６３－１９９４

朝日ながの病院 三輪1丁目2-43 ○ ２１５－８０８１ ２１５－８２０２

老人保健施設ケアポート三輪 三輪5丁目43-20 ○ ２３８－２６５５ ２３８－２６５６

コンフォート岡田 北長池914 ○ ２６３－３３６１ ２６３－３３６３

山田記念朝日病院 南堀135-1 ○ ２４４－６４１１ ２４４－５９６９

篠ノ井 長野県厚生農業協同組合連合会南長野医療センター篠ノ井総合病院 篠ノ井会666-1 ○ ２９２－２２６１ ２９３－００２５

松代 長野県厚生農業協同組合連合会長野松代総合病院 松代町松代183 ○ ２７８－２０３１ ２７８－９１６７

川中島 学校法人四徳学園長野保健医療大学附属整形外科リハビリクリニック 川中島町今井原11-8 ○ ２８６－５３９０ ２８６－５３９１

インターコート藤訪問リハビリテーション 青木島町綱島782-6 ○ ２８４－５７７７ ２８４－５３８８

訪問リハビリテーションセンターコスモス 小島田町449 ○ ２８３－３１７３ ２８３－３１７５

長野医療生活協同組合稲里生協クリニック＜休止 R元.6.1～＞ 稲里町中央2丁目17-8 ○ ２８６－１５００ ２８６－５９００

医療法人大和真田会ましまクリニック 真島町真島2209 ○ ２８４－１５００ ２８４－８６４９

豊野 賛育会クリニック 豊野町豊野634 ○ ２５７－２４７０ ２５７－４４８６

戸隠 長野市国民健康保険戸隠診療所 戸隠豊岡1554 ○ ２５４－２２１１ ２５４－２２９９

鬼無里 長野市鬼無里診療所 鬼無里日影2750-1 ○ ２５６－１０２０ ２５６－１０７５

信州新町 長野県厚生農業協同組合連合会南長野医療センター新町病院 信州新町上条137 ○ ２６２－３１１１ ２６２－３４１１

計 20事業所 (20)

ファミリア訪問看護ステーション＜休止 R3.12.31～＞ 長野東後町36-3 ○ ２１７－５０３９ ２１７－５０２９

訪問看護ステーションふれあい田町 鶴賀田町2099 ○ ２３７－４０２１ ２３７－７８０１

訪問看護ステーションながの 東鶴賀町1906 ○ ２３４－７８４３ ２３４－３５０９

コンフォート訪問看護ステーション 鶴賀西鶴賀町1528 ○ ２１７－２４８４ ２１７－２４９１

アムール七瀬訪問看護ステーション 鶴賀34-1 ○ ２１７－５１９５ ２２６－６０５８

訪問看護ステーション愛和 鶴賀1044-2 ○ ２２６－３８４３ ２２６－３８４１

訪問看護ステーションクラリス 鶴賀362-1-202 ○ ０２７－３８８－９７９６ ０２７－３２９－６２３１

第四 サルーテ長野リハビリ訪問看護ステーション＜休止 H29.11.5～＞ 南長野妻科962 ○ ２３４－４４１１ ２３５－３２９６

東口メンタルクリニック訪問看護ステーション　カシオペア 栗田1579 ○ ２６７－７７０８ ２６７－７６８８

ケアーズ訪問看護ステーションながのの看護 栗田2009　BBBビル302号室 ○ ２１９－６１０４ ２１９－６１０５

訪問看護ステーションデューン長野 鶴賀七瀬705-1 王神ビルB 1階 ○ ２２３－０２０６ ２２３－０２０７

アムール長野訪問看護ステーション 若里2丁目10-6 ○ ２１７－５５２５ ２１７－１５１３

訪問看護ステーションよつ葉＜休止 H31.3.1～＞ 若里5丁目8-6 ○ ２１７－３８６６ ２１７－３８２１

長野赤十字訪問看護ステーション 若里5丁目22-1 ○ ２２６－４２１５ ２２６－４２１５

訪問看護ステーションフィオーレ 稲葉1975 ラックス堀内101号 ２１３－６２３１ ２１３－６２４７

医心館　訪問看護ステーション　長野 稲葉916-1 ○ ２７４－５０２６ ２７４－５０２７

訪問看護ステーション快星 稲葉2036-6 ○ ４００－０５６３ ４００－７０６４

訪問看護ステーション絆 稲葉2462-2 ハイツ小島106号 ○ ２１７－８８７９ ２１７－８９２３

訪問看護リハビリステーションつばさ 川合新田414-1-2 ハイム北岡B棟 ○ ２１４－７８１４ ２１４－７８１５

古牧 訪問看護かえりえ長野 高田63 ○ ０５０－１７４３－８５１８ ０５０－３７３０－７７２５

古里 長野市民病院訪問看護ステーション 富竹1333-1 ○ ２９５－１１８８ ２９５－１１８７

大豆島 訪問看護ステーションあゆみ 風間1100-415 ○ ２１４－２９８７ ２１４－２９８８

訪問看護ステーションきいろ 石渡47-5 ○ ２６２－１９４６ ２６２－１９４７

訪問看護ステーションあおい 南堀32-1 ○ ２１７－５０３６ ２１７－４０７９

訪問看護ステーション嫩草 上野2丁目119-1 ○ ２３６－９３３９ ２３６－９３３３

訪問看護ステーションあやめ長野 稲田3丁目20-11 サニーハイツ稲田103 ○ ２６３－７２０１ ２６３－７２０５

むすびの森篠ノ井訪問看護ステーション 篠ノ井布施五明3428 ○ ２４７－８３４５ ２４７－８３４６

訪問看護ステーションｏｈａｎａ 篠ノ井布施高田557-1 ○ ４６６－６７７１ ４６６－６７７１

セリタの訪問看護ステーション 篠ノ井布施高田747 ○ ２７４－５３６５ ２６１－１０２０

みらい訪問看護ステーション 篠ノ井布施高田1009-1 ユニティービル1階 〇 ２１４－５０２８ ２１４－５２８４

ニチイケアセンター篠ノ井中央訪問看護ステーション 篠ノ井御幣川1157-1 ○ ２９０－５０８１ ２９３－７０５６

訪問看護ステーションしののい 篠ノ井会666-1 ○ ２９２－２２６１ ２９９－３０１０

松代 訪問看護ステーションまつしろ 松代町松代176-14 ○ ２７８－３６２７ ２７８－３６２７

若穂 訪問看護ステーションまつしろ　わかほサテライト 若穂綿内7615-1 ○ ２８２－７１１１ ２８２－７１１７

川中島 こすもけあくらぶ訪問看護ステーション 川中島町今里87-6 ２１４－７５３３ ２１４－７５９８

訪問看護ステーションこころ 青木島町大塚1430 ○ ２８３－１１２２ ２１３－５１５６

訪問看護ステーションコスモス 小島田町449 ○ ２８３－８０１７ ２８３－８０２２

豊野 訪問看護ステーションとよの 豊野町豊野659-1 ○ ２５７－５１５０ ２５７－５６４０

戸隠 戸隠介護サービスセンター訪問看護事業所 戸隠豊岡1533-2 ○ ２５４－１１３８ ２５４－１１４１

信州新町 訪問看護ステーションしんまち 信州新町上条137 ○ ２６２－２３５９ ２６２－１５２６

計 40事業所 (38)

訪問型
基準緩和
サービス

　介護保険居宅サービス事業所②〈長野市内サービス別（訪問入浴介護・訪問リハビリテーション・訪問看護）〉

　長野市介護予防･日常生活支援総合事業　訪問型サービス事業所＜訪問型基準緩和サービス＞

訪問介護
②

更北

豊野

※「地区名」は事業所の所在地区を表すものであり、営業地域を表すものではありません。営業地域は各事業所により異なりますので、各事業所に直接お問い合わせください。

訪問入浴
介護

訪問リハビリ
テーション

訪問看護
(訪問看護ス
テーション)

芹田

篠ノ井

更北

三輪

第三

芹田

更北

若槻

朝陽

第三

朝陽


