
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

第二 ショートステイ光和 三輪1317-10 ○ ２３２－０２９４ ２３２－０２９６

第三 ショートステイにしつるが 鶴賀西鶴賀町1940 ○ ２３１－３０２０ ２３１－３０２２

第四 特別養護老人ホームプリマベーラ 南長野新田町1106-1 ○ ２３１－６５１１ ２３１－６５１２

短期入所生活介護事業所栗田の里 栗田747-6 ○ ２１９－３８８０ ２１９－３８８１

ショートステイこじま 若里五丁目8-6 ○ ２１７－３８６４ ２１７－３８２３

吉田 地域密着型特別養護老人ホームケアホームよしだ 吉田3丁目13-27 ○ ４０５－８３６０ ４０５－８３６１

短期入所生活介護フランセーズ悠とみたけ 富竹118-1 ○ ２１７－７５７５ ２１７－７５７６

富竹の里ショートステイホーム 富竹1621 ○ ２９６－７３８３ ２９６－７３８４

柳原ふれあい荘 柳原1379-1 ○ ２４３－２１２２ ２４３－２１５１

ながでんハートネット柳原あやめの里 柳原2123-1 ○ ２１７－６０８５ ２４１－８０５１

浅川 博愛の園 浅川東条295-5 ○ ２５６－６５２０ ２５６－６５１３

大豆島 フランセーズ悠 大豆島360-3 ○ ２５１－１６５１ ２２１－５３３１

朝陽 朝日ホーム 南堀3-1 ○ ２１５－１２１２ ２１５－１２２２

医療法人宮沢医院グリーンバード 徳間554-1 ○ ２３９－６９５８ ２４３－７４６５

若槻ホーム別館短期入所生活介護 上野1丁目1462-1 ○ ２６２－１８０８ ２６２－１８２８

松寿荘 上野2丁目120-4 ○ ２９６－１８３３ ２９６－８４０３

特別養護老人ホーム若槻ホーム 田中1464-1 ○ ２５１－３５００ ２９５－３４００

安茂里 地域密着型特別養護老人ホームぬくもりの里伊勢宮 伊勢宮2丁目1-1 ○ ２１９－３４５２ ２２８－８５０５

長沼 特別養護老人ホームりんごの郷 穂保207-1 ○ ２９６－１１６５ ２９６－１７８８

グリーンヒル　 篠ノ井布施五明1973 ○ ２９３－６０７７ ２９３－６０２２

グリーンヒル篠ノ井中央館 篠ノ井布施高田692－1 ○ ２９９－３０１１ ２９９－６０５５

あいの里 篠ノ井会447-3 ２９０－１４６５ ２９９－６０３５

博仁会桜荘社会福祉総合施設 篠ノ井二ツ柳1535-1 ○ ２９３－００８８ ２９３－０３７３

地域密着型介護老人福祉施設博仁会篠ノ井桜荘 篠ノ井二ツ柳1535-1 ○ ２９３－００８８ ２９３－０３７３

やすらぎの園 篠ノ井杵淵213-4 ○ ２９３－２６００ ２９３－２９５９

やすらぎの園デイ･ショートセンター 篠ノ井杵淵213-4 ○ ２９３－２６０１ ２９３－６８８０

短期入所生活介護事業所山布施の里 篠ノ井山布施8485-1 ○ ２１７－６４１１ ２２９－１０５５

尚和寮 松代町東条94-1 ○ ２７８－２６００ ２１５－６０３３

ふれあい荘 松代町西寺尾1000 ２７８－５６００ ２７８－５６０６

第２ふれあい荘 松代町西寺尾1000 ２７８－５６００ ２７８－５６０６

柴やすらぎの園 松代町柴330-1 ○ ２１４－７８３０ ２１４－７８３１

大本願ユートピアわかほ 若穂綿内4429 ○ ２８２－３５２２ ２８２－３５２３

小規模特別養護老人ホーム大本願ユートピアわかほ 若穂綿内4429 ○ ２１３－６０１３ ２８２－３５４４

ショートステイサービスセンターサンビラかわなかじま 川中島町今里610 ○ ２８６－１６２０ ２８６－１６９０

地域密着型介護老人福祉施設博仁会川中島桜荘 川中島町今里1034-1 ○ ２５４－６６０６ ２５４－６６１０

短期入所生活介護事業所インターコート藤 青木島町綱島782-6 ○ ２８４－５２１４ ２８４－５４６５

短期入所生活介護事業所コスモス苑こうほく 小島田町330-1 ○ ２１４－９１９９ ２８３－６１１２

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑こうほく 小島田町330-1 〇 ２１４－９１９９ ２８３－６１１２

特別養護老人ホームこうほく 稲里町下氷鉋682 ○ ２８６－５７００ ２８３－４４００

稲里ふれあい荘 稲里町田牧659-1 ○ ２８３－３６１１ ２８３－３６２２

真島の里 真島町真島563-2 ○ ２８５－５５７１ ２８５－５５７３

七二会 七二会荘 七二会己1857 ○ ２２９－２３７３ ２２９－３７８８

シルバーハウスレインボー 豊野町石749-3 ○ ２１９－１２０８ ２１９－１２３８

豊野清風園 豊野町豊野659-1 ○ ２５７－４６１７ ２５７－４５９６

泉平ハイツ短期生活介護センター 豊野町豊野2298-2 ○ ２５７－５１８０ ２５７－５１８４

戸隠 豊岡荘 戸隠豊岡1384 ○ ２５４－３００１ ２５４－３１２１

鬼無里 鬼無里介護サービスセンターやすらぎ 鬼無里160-4 ○ ２５６－２９６１ ２５６－２９６１

大岡 大岡介護サービスセンターことぶき荘 大岡乙3117 ○ ２６６－２６１４ ２６６－２１５５

信州新町 久米路荘 信州新町日原東2186-1 ○ ２６２－３２２２ ２６２－４８１０

計 49事業所 (46)

第二 介護老人保健施設城山 箱清水1丁目12-14 ○ ２３４－７３８２ ２３５－１８３８

第四 介護老人保健施設コスモスあがたまち 南長野南県町658 ○ ２３７－３８００ ２３５－３３７２

芹田 栗田病院 栗田695 ○ ２２６－１３１１ ２２４－８６７３

古牧 医療法人温心会　東和田病院（療養病床及び老人性認知症疾患療養病棟） 東和田723 ○ ２４３－４８９５ ２５９－０９６０

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

古里 ふるさと 三才683 ○ ２５１－３１５５ ２５１－３１５６

コンフォート岡田 北長池914 ○ ２６３－３３６１ ２６３－３３６３

朝日リハビリテーションセンター 南堀137-1 ○ ２１７－２２１０ ２１５－１５２０

老人保健施設星のさと 篠ノ井小松原2360 ○ ２６１－１５５５ ２６１－１６０７

介護老人保健施設桜ホーム 篠ノ井二ツ柳1432-3 ○ ２９０－１１３３ ２９０－１１４５

インターコート藤 青木島町綱島782-6 ○ ２８４－５７７７ ２８４－５３８８

介護老人保健施設コスモス長野 小島田町380 ○ ２８５－２６５４ ２８５－２７３２

介護老人保健施設コスモスさいなみ 小島田町449 ○ ２８３－３１７３ ２８３－３１７５

豊野 ゆたかの 豊野町豊野634 ○ ２５７－３０００ ２５７－５１４５

中条 介護老人保健施設すめらぎ 中条住良木8291-1 ○ ２６７－３３１１ ２６７－３３１２

計 15事業所 (15)

第三 コンフォートごんどう 鶴賀西鶴賀町1484-5 ○ ２１９－３３４４ ２１９－３３５６

介護付有料老人ホームぬくもりの里栗田 栗田72-19 ○ ２１９－６０１５ ２２３－２２１２

介護付有料老人ホームセラピア栗田 栗田314-11 ○ ２１７－７１１１ ２１７－７１５１

古牧 ケアビレッジ銀乃扇 西尾張部1089-8 ○ ２２５－９８１１ ２２５－９８１５

三輪 介護付有料老人ホームあたご 三輪10丁目4-18 ２４１－４３７１ ２６３－７３４３

吉田 ソラーナ上町 吉田1丁目14-33 〇 ２１７－２１９３ ２１７－２１９４

柳原 ケアライフ柳原第２ 柳原2223-1 ○ ２５５－７７１６ ２５５－７７０１

朝陽 介護付き有料老人ホームアムール尾張部 北尾張部707-3 ○ ２１９－５１５７ ２６３－８８７５

特定施設入居者生活介護事業所松寿荘 上野2丁目120-4 ○ ２９６－１８３３ ２９６－８４０３

介護付有料老人ホームシニアパレスレインボー 吉1823-2 ○ ２９５－１８４４ ２９５－１８７１

介護付有料老人ホームぬくもりの里篠ノ井 篠ノ井布施高田747 〇 ２７４－５３５８ ２６１－１０２０

あいらの杜篠ノ井駅前 篠ノ井布施高田798-3 ○ ２９０－５４８０ ２９０－５４８１

ニチイケアセンター長野南 篠ノ井御幣川305-1 ○ ２９３－６８７１ ２９３－６８７２

ヒューマンヘリテージ川中島 神明181 ○ ２１７－１２２０ ２１７－１２２１

松代 尚和寮 松代町東条94-1 ○ ２７８－２６００ ２１５－６０３３

介護付有料老人ホームぬくもりの里今井二号館 川中島町原155-1 ○ ２１３－６４１３ ２９３－３２０２

ケアハウス南長野 川中島町今井原11-8 ○ ２８６－２２７０ ２８６－２２８０

更北 ヒューマンヘリテージ稲里 稲里町中氷鉋1080 ○ ２５４－７２６６ ２５４－７２６８

計 18事業所 (16)
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※「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　

介護保険居宅サービス事業所⑤〈長野市内サービス別（短期入所・特定施設）〉
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