資 料

２

【新規追加】 介護予防支援を委託する居宅介護支援事業所一覧
NO.

指定居宅介護支援事業者名称

67 株式会社 ニチイ学館

No.

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 名 称

指定居宅介護支援事業所所在地

ニチイケアセンター稲毛

千葉県千葉市稲毛区緑町1-18-3新日本オフィスビル102

長野市社会福祉協議会信州新町居宅介護支援事業所

長野市信州新町17-9

長野市社会福祉協議会中条居宅介護支援事業所

長野市中条

東伊興指定居宅介護支援事業所

東京都足立区東伊興3-21-3

株式会社マツハシ

真心介護センター

長野市栗田976番地

有限会社おあしす

居宅介護支援事業所おあしす

長野市川中島町上氷鉋1708番地17

66 社会福祉法人 長野市社会福祉協議会
6 医療法人 社団あすは会

５法人

６事業所

<市内４事業所･市外２事業所>

介護予防支援を委託する居宅介護支援事業所一覧
NO.

指定居宅介護支援事業者名称

No.

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 名 称

指定居宅介護支援事業所所在地

1

アースサポート株式会社

1

アースサポート長野

長野市吉田3丁目6番24号

2

医療法人 愛和会

2

医療法人 愛和会 居宅介護支援事業所

長野市大字鶴賀1044-2

3

医療法人 啓成会

3

居宅介護支援事業所 コンフォート岡田

長野市大字北長池935

4

医療法人 公生会

4

医療法人 公生会 竹重病院

長野市大字鶴賀田町2099

5

医療法人 コスモス

5

居宅介護支援事業所 コスモス

長野市小島田町449

6

医療法人 社団あすは会

6

東伊興指定居宅介護支援事業所

東京都足立区東伊興3-21-3

7

医療法人 社団温心会

7

医療法人 社団温心会 東和田病院

長野市大字東和田723

8

医療法人 だいわ会

8

願寿ぬ森居宅介護支援事業所

沖縄県うるま市石川3273番地の2

医療法人 大和真田会

9

医療法人大和真田会 ケアプランセンターましま

長野市真島町真島2209

9

10 医療法人大和真田会 ケアプランセンターながの

長野市大字南長野南石堂町1971

10 医療法人 白楊会

11 居宅介護支援事業者 あがた

長野市大字南長野南県町658

11 医療法人 百藤会

12 長野市在宅介護支援センターインターコート藤 居宅介護支援事業所

長野市青木島町綱島782-6

12 医療法人 宮沢医院

13 医療法人 宮沢医院

長野市吉田２丁目1-29

13 エフビー介護サービス株式会社

14 エフビー居宅介護支援事業所長野

長野市鶴賀七瀬362-1 七瀬東ビル204号

15 アイム在宅ケアセンター長野

長野市青木島2丁目1-3

16 アイム在宅ケアセンター長野北

長野市三輪8丁目51−36

17 西之門居宅介護支援事業所

長野市西之門町500番地1

18 株式会社ケアネット長野サービスセンター中御所

長野市中御所４丁目13-31

19 株式会社ケアネット長野サービスセンター

須坂市大字小山字蒔田2518-1

20 つかだ介護支援室

長野市大字小島742-37

21 ニチイケアセンター高田

長野市大字高田1031-1

22 ニチイケアセンターまめじま

長野市大字大豆島5190

23 ニチイケアセンター長野

長野市檀田2丁目5-6

24 ニチイケアセンター篠ノ井

長野市篠ノ井御幣川1232-1

14 株式会社 アイム長野
15 株式会社 あうん
16 株式会社 ケアネット
17 株式会社 つかだ介護支援室

18 株式会社 ニチイ学館

介護予防支援を委託する居宅介護支援事業所一覧
NO.

指定居宅介護支援事業者名称

No.

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 名 称

指定居宅介護支援事業所所在地

25 ニチイケアセンター稲里

長野市稲里町中央1丁目6-7

26 ニチイケアセンター松本寿

松本市寿中1丁目5-33

27 ニチイケアセンター稲毛

千葉県千葉市稲毛区緑町1-18-3新日本オフィスビル102

19 株式会社 マイディア

28 マイディア居宅介護支援事業所

長野市南千歳1丁目3-7

20 株式会社 ライフケア

29 ケアセンター・ライフケア

長野市鶴賀居町115-5

21 企業組合 労協ながの

30 労協ながの介護支援センター

長野市三輪10丁目2-7ＮＡビル1Ｆ

22 社会福祉法人 あさひ福祉会

31 こうほく介護支援センター

長野市稲里町下氷鉋682

23 社会福祉法人 エマオ会

32 ケアステーション エマオ

長野市篠ノ井小森751

24 社会福祉法人 かつみ会

33 エンゼル居宅介護支援センター

埼玉県深谷市今泉625

25 社会福祉法人 グリーンアルム福祉会

34 グリーン在宅介護支援センター

須坂市大字仁礼7-10

35 さくらえちょう敬老園居宅介護支援事業所

長野市大字長野桜枝町823-1

36 かるいざわ敬老園居宅介護支援事業所

北佐久郡軽井沢町大字追分1436

37 しんしゅうなかの敬老園

中野市西1丁目6-2

38 しおがわ敬老園

上田市塩川1001番地

39 うえだはら敬老園居宅介護支援事業所

上田市大字上田原1050番地

40 さくだいら敬老園居宅介護支援事業所

佐久市佐久平駅北17-4

27 社会福祉法人 光仁会富竹の里

41 光仁会富竹の里介護支援センター

長野市富竹字堰下1621番地

28 社会福祉法人 賛育会

42 賛育会豊野居宅介護支援事業所

長野市豊野町豊野659-1

29 社会福祉法人 山栄会

43 佐久だいら居宅介護支援事業所

佐久市常田77-1

30 社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

44 居宅介護支援事業所 ケアプラザわかほ

長野市若穂綿内6434

31 社会福祉法人 千寿会

45 社会福祉法人千寿会居宅介護支援事業所

千曲市戸倉2440番地1

46 社会福祉法人暖家長野事業所

長野市若里2丁目11-21

47 社会福祉法人暖家尾張部事業所

長野市北尾張部707-3

48 尚和寮

長野市松代町東条94番地1

18 株式会社 ニチイ学館

26 社会福祉法人 敬老園

32 社会福祉法人 暖家
33 社会福祉法人 長野市社会事業協会

介護予防支援を委託する居宅介護支援事業所一覧
NO.

指定居宅介護支援事業者名称

No.

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 名 称

指定居宅介護支援事業所所在地

49 長野市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所

長野市大字鶴賀緑町1714-5

50 長野市社会福祉協議会東長野居宅介護支援事業所

長野市吉田3丁目22-41

51 長野市城山在宅介護支援センター

長野市箱清水１丁目3-8

52 長野市社会福祉協議会 安茂里居宅介護支援事業所

長野市大字安茂里1775

53 長野市社会福祉協議会 篠ノ井居宅介護支援事業所

長野市篠ノ井小森587‐1

54 長野市豊野在宅介護支援センター

長野市豊野町豊野655-5

55 長野市社会福祉協議会戸隠居宅介護支援事業所

長野市戸隠豊岡2088-イ

56 長野市鬼無里在宅介護支援センター

長野市鬼無里160-3

57 長野市大岡在宅介護支援センター

長野市大岡乙254-1

58 長野市社会福祉協議会信州新町居宅介護支援事業所

長野市信州新町17-9

59 長野市社会福祉協議会中条居宅介護支援事業所

長野市中条

35 社会福祉法人 長野南福祉会

60 居宅介護支援事業真島の里

長野市真島町真島2164

36 社会福祉法人 ハイネスライフ

61 社会福祉法人ハイネスライフ指定居宅介護支援事業所

長野市南堀3番地1

37 社会福祉法人 博仁会

62 博仁会桜荘社会福祉総合施設

長野市篠ノ井二ツ柳字大当1535-1

63 フランセ―ズ悠居宅介護支援事業所

長野市吉田4丁目19‐5

64 居宅介護支援事業所フランセーズ悠まめじま

長野市大字大豆島360-3

65 居宅介護支援事業所フランセーズ悠小布施

上高井郡小布施町大字小布施10番地20

39 社会福祉法人 豊智福祉会

66 泉平ハイツ指定居宅介護支援事業所

長野市豊野町豊野2298-2

40 社会福祉法人 宮郷会

67 居宅介護支援事業所 あいの詩

群馬県伊勢崎市田中島町1169

41 社会福祉法人 睦会

68 長野市在宅介護支援センターやすらぎの園

長野市篠ノ井杵淵字新田前213番地4

42 社会福祉法人 若槻ホーム

69 若槻ホームケアプランセンター

長野市田中1464-1

43 社団法人 長野県針灸師会

70 近藤鍼灸治療院

長野市大字稲葉上千田200-28

44 生活協同組合コープながの

71 コープながの福祉センター長野南ケアマネージャーステーション

長野市篠ノ井御幣川668

45 全国労働者共済生活協同組合連合会

72 全労済在宅介護サービスセンター

長野市大字長野立町978-2

34 社会福祉法人 長野市社会福祉協議会

38 社会福祉法人 博悠会

介護予防支援を委託する居宅介護支援事業所一覧
NO.

指定居宅介護支援事業者名称

No.

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 名 称

指定居宅介護支援事業所所在地

46 特定非営利活動法人 こすもけあくらぶ

73 居宅介護支援ＮＰＯ法人こすもけあくらぶ

長野市川中島町今里87-6

47 特定非営利活動法人 手と手

74 居宅介護支援事業所手と手

長野市大字若槻団地3ｰ17

48 特定非営利活動法人 ライフデザインセンター

75 指定居宅介護支援事業所ライフデザイン

長野市大字鶴賀緑町3036-2

76 居宅介護支援事業所 松寿荘

長野市上野２丁目120-4

77 居宅介護支援事業所 長野市戸隠在宅介護支援センター

長野市戸隠豊岡1384

78 居宅介護支援事業所 久米路荘

長野市信州新町日原東2186-1

79 長野市在宅介護支援センター 長野松代総合病院

長野市松代町松代183

80 長野県厚生農業協同組合連合会 新町病院

長野市信州新町上条137

51 長野県高齢者生活協同組合

81 福祉相談センターかがやき

長野市大字南長池761-3

52 ながの農業協同組合

82 ＪＡながの居宅介護支援事業所

長野市吉田3-22-16

53 メディカルケア 株式会社

83 サクラケア千曲店

千曲市大字小島3172

54 有限会社 大西

84 指定居宅介護支援事業所 介護屋

長野市差出南1丁目11-54

55 有限会社 えにし

85 えにし長野事業所

長野市大字南長野県町460-2 長教ビル401号室

56 有限会社 カインズ・ライフ

86 しなの居宅介護支援事業所

長野市上野2丁目65-20

57 有限会社 ケア･ライフ２１

87 居宅介護支援事業所なかよしこよし

長野市上松2丁目18-11

58 有限会社 さんるうむ

88 有限会社さんるうむ

長野市篠ノ井御幣川586-2

59 有限会社 シルバー・サロン

89 シルバー・サロン長野

長野市大字中御所64

60 有限会社 ながの介護センター

90 居宅介護支援事業所ながの

長野市稲葉字中河原沖940番地139

61 有限会社 中村測量設計事務所

91 燦倶楽部

長野市大字安茂里1823-3

62 有限会社 ふるさと

92 ふるさと居宅介護支援事業所

長野市大字南長池286-5

63 あさひ福祉サービス 株式会社

93 あさひ介護支援センター

長野市大字高田1130-1

49 長野広域連合

50 長野県厚生農業協同組合連合会

６３法人

９３事業所

<市内７６事業所･市外１７事業所>

