資料 ５
【新規追加】 指定介護予防支援業務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

社会福祉法人 敬老園

1

まるこ敬老園 居宅介護支援事業所

上田市中丸子1623番地11

2

合同会社 水篠橋

2

居宅介護支援事業所 水篠橋

長野市信更町安庭537番地5

3

株式会社 みらいコンサルタント

3

みらい 居宅介護支援事業所

長野市篠ノ井会13番地3

4

社会福祉法人 睦会

4

柴やすらぎの園ケアプランセンター

長野市松代町柴330-1

5

特定非営利活動法人 デイサービス柔柔・やわやわ

5

介護支援センター・やわやわ

長野市丹波島2-11-12

6

株式会社 アップルケア

6

みなみながの居宅介護支援事業所

長野市篠ノ井東福寺字上庭1407-1

7

特定非営利活動法人 わたぼうし

7

居宅介護支援事業所 わたぼうし

長野市大字稲葉1044-6

8

社会福祉法人 ウエルフェアコスモス

8

居宅介護支援事業所 ウエルフェアコスモス

長野市差出南3-7-1

9

特定非営利活動法人 銀木犀

9

ケアプランセンター 川中島

長野市川中島町原133-8

10 社会福祉法人 岡谷市社会福祉協議会
１０法人

10 岡谷市社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所
１０事業所 <市内８事業所･市外２事業所>

岡谷市長地権現町4−11−50
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1

あさひ福祉サービス 株式会社

1

あさひ介護支援センター

長野市大字高田1130-1

2

アースサポート株式会社

2

アースサポート長野

長野市中越1-2-27

3

医療法人 愛和会

3

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

4

社会福祉法人 ふじ

4

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

5

医療法人 公生会

5

医療法人 公生会 竹重病院

長野市大字鶴賀田町2099

6

医療法人 コスモス

6

居宅介護支援事業所 コスモス

長野市小島田町449

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 大和真田会

8

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

9

医療法人 白楊会

9

居宅介護支援事業者 あがた

長野市大字南長野南県町658

10 医療法人 百藤会

10 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

11 医療法人 宮沢医院

11 医療法人 宮沢医院

長野市吉田２丁目1-29

12 エフビー介護サービス株式会社

12 エフビー居宅介護支援事業所長野

長野市小島７８５

13 アイム在宅ケアセンター長野

長野市青木島2丁目1-3

14 アイム在宅ケアセンター長野北

長野市青三輪８丁目51-36

15 西之門居宅介護支援事業所

長野市西之門町500番地1

16 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

17 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

18 居宅介護支援事業所 つかだ介護支援室

長野市大字小島742-37

19 ニチイケアセンター高田

長野市大字高田1031-1

20 ニチイケアセンターまめじま

長野市大字大豆島5190

21 ニチイケアセンター長野

長野市檀田2丁目5-6

22 ニチイケアセンター篠ノ井

長野市篠ノ井御幣川1232-1

23 ニチイケアセンター稲里

長野市稲里町中央1丁目6-7

13 株式会社 アイム長野
14 株式会社 いずみ
15 株式会社 ケアネット
16 株式会社 つかだ介護支援室

17 株式会社 ニチイ学館
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24 ニチイケアセンターいいづな

上水内郡飯綱町川上1988番地

25 ニチイケアセンターあづみ野

北安曇郡池田町大字会染12107-2

18 株式会社 ライフケア

26 ケアセンター・ライフケア

長野市鶴賀居町115-5

19 企業組合 労協ながの

27 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

20 社会福祉法人 あさひ福祉会

28 こうほく介護支援センター

長野市稲里町下氷鉋682

21 社会福祉法人 エマオ会

29 ケアステーション エマオ

長野市篠ノ井小森751

22 社会福祉法人 かつみ会

30 エンゼル居宅介護支援センター

埼玉県深谷市今泉625

31 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

32 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

33 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

34 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

35 あさま温泉敬老園居宅介護支援事業所

松本市里山辺67-1

24 社会福祉法人 光仁会富竹の里

36 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

25 社会福祉法人 賛育会

37 賛育会豊野居宅介護支援事業所

長野市豊野町豊野659-1

26 社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

38 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

27 社会福祉法人 千寿会

39 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

40 社会福祉法人暖家長野事業所

長野市若里2丁目11-21

41 社会福祉法人暖家尾張部事業所

長野市北尾張部707-3

42 尚和寮

長野市松代町東条94番地1

43 ふれあい介護サービスセンター居宅介護支援事業所

長野市大字鶴賀緑町1714-5

44 吉田介護サービスセンター居宅介護支援事業所

長野市吉田3丁目22-41

45 城山介護サービスセンター居宅介護支援事業所

長野市箱清水１丁目3-8

17 株式会社 ニチイ学館

23 社会福祉法人 敬老園

28 社会福祉法人 暖家
29 社会福祉法人 長野市社会事業協会

30 社会福祉法人 長野市社会福祉協議会
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46 安茂里介護サービスセンター居宅介護支援事業所

長野市大字安茂里1775

47 篠ノ井介護サービスセンター居宅介護支援事業所

長野市篠ノ井小森587‐1

48 豊野介護サービスセンター居宅介護支援事業所

長野市豊野町豊野655-5

49 鬼無里介護サービスセンター居宅介護支援事業所

長野市鬼無里160-3

50 大岡介護サービスセンター居宅介護支援事業所

長野市大岡乙254-1

51 信州新町介護サービスセンター居宅介護支援事業所

長野市信州新町17-9

52 中条介護サービスセンター居宅介護支援事業所

長野市中条日高3964-2

53 居宅介護支援事業所 陽だまり栗田

長野市栗田732-1

54 居宅介護支援事業所 アヴィラージュ篠ノ井駅前

長野市篠ノ井布施高田798-3

32 社会福祉法人 博悠会

55 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

33 社会福祉法人 博仁会

56 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

34 社会福祉法人 豊智福祉会

57 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

35 社会福祉法人 睦会

58 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

36 社会福祉法人 若槻ホーム

59 若槻ホームケアプランセンター

長野市田中1464-1

37 社団法人 長野県針灸師会

60 近藤鍼灸治療院

長野市大字稲葉上千田200-28

38 生活協同組合コープながの

61 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

39 特定非営利活動法人 こすもけあくらぶ

62 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

40 特定非営利活動法人 手と手

63 居宅介護支援事業所手と手

長野市大字若槻団地3ｰ17

41 特定非営利活動法人 ライフデザインセンター

64 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

65 広域連合 松寿荘

長野市上野２丁目120-4

66 広域連合 戸隠在宅介護支援センター

長野市戸隠豊岡1384

67 広域連合 久米路荘

長野市信州新町日原東2186-1

30 社会福祉法人 長野市社会福祉協議会

31 社会福祉法人 長野南福祉会

42 長野広域連合
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68 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

69 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

44 長野県高齢者生活協同組合

70 福祉相談センターかがやき

長野市大字南長池761-3

45 ながの農業協同組合

71 ＪＡながの居宅介護支援事業所

長野市吉田3-22-16

46 有限会社 大西

72 指定居宅介護支援事業所 介護屋

長野市伊勢宮2-21-8

47 有限会社 えにし

73 えにし長野事業所

長野市鶴賀権堂町2215-3 大通りエムティービル201号

48 有限会社 カインズ・ライフ

74 しなの居宅介護支援事業所

長野市上野2丁目65-20

49 有限会社 ケア･ライフ２１

75 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

50 有限会社 さんるうむ

76 有限会社さんるうむ

長野市篠ノ井御幣川586-2

51 有限会社 シルバー・サロン

77 シルバー・サロン長野

長野市大字中御所64

52 有限会社 中村測量設計事務所

78 燦倶楽部

長野市大字安茂里1823-3

53 有限会社 ふるさと

79 ふるさと居宅介護支援事業所

長野市大字南長池286-5

54 有限会社おあしす

80 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

55 合同会社 広町介護支援室

81 広町介護支援室

長野市吉田2丁目17-26

56 社会福祉法人 ハーモニー福祉会

82 居宅介護支援事業所 レインボーわかつき

長野市大字吉1823-2

57 株式会社 ツクイ

83 総合福祉 ツクイ長野

長野市風間巾下1756-1

58 社会福祉法人 信濃の星

84 指定居宅介護支援事業所 おたすけ・ぴあっと

長野市大字稲葉上千田103-1

59 長野医療生活協同組合

85 長野医療生協 在宅総合ステーション ながの

長野市早苗町22-2

60 社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

86 千曲市社会福祉協議会居宅介護支援事業所

千曲市杭瀬下二丁目6番地

61 社会福祉法人 ハイネスライフ

87 社会福祉法人ハイネスライフ指定居宅介護支援センター

長野市南堀3番地1

62 株式会社 メディカルタウン

88 居宅介護支援事業所 メディカルタウン

長野市大字鶴賀権堂町1448番地16

63 社会医療法人財団 慈泉会 地域在宅医療センター

89 相澤居宅介護支援事業所

松本市本庄2-10-21

64 医療法人 長野寿光会

90 ハートケア上山田

千曲市上山田温泉3-34-3

43 長野県厚生農業協同組合連合会
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65 ハートケアライフ佐久 株式会社

91 ケアプランセンターばんり

佐久市長土呂793-12

66 株式会社 伊勢屋薬局

92 いせや薬局

長野県千曲市大字稲荷山835

67 株式会社 ティーシーエス

93 トータルケアサービス高輪事業所

東京都港区三田3-7-16 御田八幡ビル1階

68 株式会社 大栄産業

94 リハライフ若里 居宅介護支援事業所

長野市若里5丁目5-15

69 合同会社 ヘセド

95 居宅介護支援事業所 ヒラタ

長野市篠ノ井御幣川895-6

70 有限会社 ウェルネスライフ

96 ウェルネスライフ千曲

千曲市上徳間606-3

71 株式会社 ながでんハートネット倶楽部

97 ながでんハートネット居宅介護支援長野

長野市東鶴賀78

72 合同会社 介護のあかぎ

98 居宅介護支援事業所 介護のあかぎ

長野市東犀南2900-3

73 ライフ介護サービス 合同会社

99 在宅介護支援室 あすか

長野市南堀639

74 社会福祉法人 新志福祉会

100 居宅介護支援事業所 ふれあい荘

長野市松代町西寺尾1000

75 株式会社 アップルケア

101 アップルケア

長野市松代町西寺尾1047-1

76 社会福祉法人 サン・ビジョン

102 介護支援センターグレイスフル上伊那

上伊那郡箕輪町中箕輪6065

77 株式会社 コスモスプラネット

103 居宅介護支援事業所 コスモスプラネット篠ノ井

長野市篠ノ井会618-2

78 メディカルケア株式会社

104 サクラポート埴生

千曲市大字鋳物師357

79 医療法人 博人会

105 居宅介護支援事業所 桜ホーム

長野市篠ノ井二ツ柳1432-3

80 株式会社 癒しの森

106 癒しの森堀切 居宅介護支援事業所

東京都葛飾区堀切1-20-20

81 株式会社 ハート介護サービス

107 ハート介護サービス幡ヶ谷

東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目22番16号レナール幡ヶ谷１F

82 社会福祉法人 上越老人福祉協会

108 ケアプランいなほ園

上越市上真砂219番地

８２法人

１０８事業所 <市内８７事業所･市外２１事業所>

