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介護予防支援委託予定居宅介護支援事業所一覧
事

業

者

名

所在地

申請（開設）者の名称

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

社会福祉法人 敬老園

全労済

長野市大字長野立町978‑2

全国労働者共済生活協同組合連合会

長野市大字鶴賀田町2099

医療法人 公生会

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

特定非営利活動法人ライフデザインセンター?

テルウェル東日本長野介護センタ

長野市七瀬中町161‑1

テルウェル東日本株式会社

高田オルソケアー居宅介護支援事業所

長野市大字鶴賀333‑4

医療法人高田整形外科オルソクリニック

医療法人

長野市大字鶴賀1042

医療法人愛和会?

長野市大字南長野南県町658

医療法人

シルバー・サロン長野

長野市大字中御所64

有限会社シルバー・サロン

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

株式会社

近藤鍼灸治療院

長野市大字稲葉上千田200‑28

社団法人長野県針灸師会?

あさひ介護支援センター

長野市大字稲葉中千田沖2056

あさひ福祉サービス株式会社

セコム安心館介護センター長野

長野市大字栗田976

セコム上信越株式会社?

株式会社大栄産業長野居宅介護支援事業所

長野市大字高田415

株式会社コムスン長野ケアプランセンター

長野市大字高田445‑2

アイリスケア高田

医療法人

在宅介護サービスセンター
公生会

愛和会

竹重病院

居宅介護事業部

居宅介護支援事業者

あがた

アーバンネット七瀬ビル３F

高野ビル１階
原ビル２階

白楊会

ケアネット

株式会社大栄産業
株式会社

コムスン
ニチイ学館

長野市大字高田1031‑1

株式会社

協 ふるさと居宅介護支援事業所

長野市大字南長池286‑5

有限会社ふるさと

議 福祉相談センターかがやき

長野市大字南長池761‑3

長野県高齢者生活協同組合

済 医療法人社団 温心会 東和田病院

長野市大字東和田723

医療法人社団

長野市三輪５丁目43‑20

医療法人公生会

長野市吉田２丁目1‑29

医療法人

フランセ―ズ悠居宅介護支援事業所

長野市吉田４丁目19‐3

社会福祉法人

労協ながの介護支援センター

長野市吉田５丁目12‑10

企業組合

長野中高年雇用福祉事業団

長野市大字小島50‑8

株式会社

長野物理療法センター

長野市在宅介護支援センター博愛の園

長野市浅川東条295‑5

社会福祉法人

博愛会

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

社会福祉法人

博悠会

アイリスケアセンターまめじま

長野市大字大豆島5190

株式会社

長野市大字北長池935

医療法人啓成会?

長野市大字北長池1242‑1

株式会社

コープながの福祉センター長野北ケアマネージャーステーション

長野市大字北長池2039

生活協同組合コープながの

朝日ホーム指定居宅介護支援センター

長野市大字南掘3‑1

社会福祉法人

医療法人松樹会朝日指定居宅介護支援センター

長野市大字南堀137‑1

医療法人松樹会

桜の園居宅介護支援事業所

長野市桜新町724‑4

有限会社長野カイゴサービス

アイリスケアセンター長野

長野市長野市檀田二丁目5番6号

株式会社ニチイ学館

居宅介護支援事業所レインボーわかつき

長野市大字若槻団地1‑508

社会福祉法人ハーモニー福祉会

居宅介護支援事業所手と手

長野市大字若槻団地3ｰ17

特定非営利活動法人手と手?

居宅介護支援事業所

長野市上野２丁目120‑4

長野広域連合

しなの居宅介護支援事業所

長野市上野２丁目589‑１

有限会社カインズ・ライフ

若槻ホームケアプランセンター

長野市田中1464‑1

社会福祉法人若槻ホーム

燦倶楽部

長野市大字安茂里1823‑3

有限会社中村測量設計事務所

長野市差出南1丁目11‑54

有限会社大西

居宅介護支援事業所夢想園

長野市大字上ケ屋2682‑125

有限会社夢想園?

アイリスケアセンター篠ノ井

長野市篠ノ井布施高田863‑13篠ノ井セントラルビル2F

株式会社

有限会社さんるうむ

長野市篠ノ井御幣川586‑2

有限会社 さんるうむ

み
事
業

在宅介護支援センター
医療法人

ケアポート三輪

宮沢医院

所 株式会社 長野物理療法センター

長野市在宅介護支援センター
株式会社

コンフォート岡田

ケアネット長野サービスセンター北長池

松寿荘

指定居宅介護支援事業所

介護屋
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温心会

宮沢医院
博悠会

ニチイ学館

ケアネット

ハイネスライフ

ニチイ学館
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介護予防支援委託予定居宅介護支援事業所一覧
事

業

者

長野市在宅介護支援センター
訪問看護ステーション

所在地

星のさと

りんご

長野市在宅介護支援センター
ケアステーション

名

桜ホーム

エマオ

長野市篠ノ井小松原2359‑25

医療法人みすゞ会?

長野市篠ノ井小松原2360

医療法人

長野市篠ノ井二ツ柳1432‑3

医療法人博人会

長野市篠ノ井小森751

社会福祉法人

エマオ会
睦会

みすず会

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213‑4

社会福祉法人

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163‑9

長野県厚生農業協同組合連合会

なごみ居宅介護支援事業所

長野市川中島町原769‑12

特定非営利活動法人なごみ

株式会社コムスン

長野市金井田68‑2

株式会社

長野南ケアセンター

アイム在宅ケアセンター長野

協

申請（開設）者の名称

金井田ビル２階

コムスン

長野市青木島2丁目1‑3

株式会社アイム

長野市青木島町綱島782‑6

医療法人 百藤会

議 居宅介護支援事業 真島の里

長野市真島町真島563‑2

社会福祉法人長野南福祉会?

済 ましまクリニック居宅介護支援事業所

長野市真島町真島2209

医療法人大和真田会ましまクリニック?

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

み 居宅介護支援事業所 コスモス
事
業

長野市小島田町449

医療法人 コスモス

こうほく介護支援センター

長野市稲里町下氷鉋682

社会福祉法人

アイリスケアセンター稲里

長野市稲里町中央1丁目6‑7

株式会社

居宅介護支援事業所

長野市七二会己1857

長野広域連合?

長野市豊野町豊野659‑1

社会福祉法人

有限会社長野健康科学センター

長野市豊野町豊野1220

有限会社長野健康科学センター

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

社会福祉法人 豊智福祉会

長野市戸隠在宅介護支援センター

長野市戸隠豊岡1384

長野広域連合

グリーン在宅介護支援センター

長野県須坂市大字仁礼7‑10

社会福祉法人グリーンアルム福祉会

いせや薬局

長野県千曲市大字稲荷山835

株式会社伊勢屋薬局?

サクラケア千曲店

長野県千曲市大字小島3171‑5

メディカルケア株式会社

ウェルネスライフ千曲

長野県千曲市大字上徳間507‑1

有限会社ウェルネスライフ

七二会荘

所 賛育会豊野居宅介護支援事業所

長野県厚生農業協同組合連合会

新町病院

事
業

ニチイ学館

賛育会

長野県上水内郡信州新町大字上条137

長野県厚生農業協同組合連合会?

長野市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所

大字鶴賀緑町1714‑5

社会福祉法人

長野市社会福祉協議会

長野市社会福祉協議会東長野居宅介護支援事業所

吉田５丁目9‑26

社会福祉法人

長野市社会福祉協議会

長野市城山在宅介護支援センター

箱清水１丁目3‑8

社会福祉法人

長野市社会福祉協議会

長野市安茂里在宅介護支援センター

大字安茂里1775

社会福祉法人

長野市社会福祉協議会

長野市社会福祉協議会

篠ノ井小森587‐1

社会福祉法人

長野市社会福祉協議会

稲里町中氷鉋405

社会福祉法人

長野市社会福祉協議会

長野市豊野在宅介護支援センター

豊野町豊野655‑5

社会福祉法人

長野市社会福祉協議会

長野市社会福祉協議会戸隠居宅介護支援事業所

戸隠豊岡2088‑イ

社会福祉法人

長野市社会福祉協議会

長野市鬼無里在宅介護支援センター

鬼無里160‑3

社会福祉法人

長野市社会福祉協議会

長野市大岡在宅介護支援センター

大岡乙254‑1

社会福祉法人

長野市社会福祉協議会

長野県長野市若穂綿内6434番地

社会福祉法人善光寺大本願福祉会

社会福祉法人暖家長野事業所

若里２丁目10‑1

社会福祉法人暖家

社会福祉法人暖家篠ノ井事業所

篠ノ井布施高田68‑9

社会福祉法人暖家

あいの里ケアプランセンター

長野県長野市篠ノ井会586番地2

株式会社アップル

博仁会桜荘社会福祉総合施設

長野市篠ノ井二ツ柳1432‑3

社会福祉法人博仁会

居宅介護支援そら

長野県飯山市豊田268番地1

有限会社宙

篠ノ井居宅介護支援事業所

追 長野市社会福祉協議会氷鉋居宅介護支援事業所
加

シャルム宮入101号

あさひ福祉会

所 長野市在宅介護支援センターユートピアわかほ

計

８５事業所
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