資 料
【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

グリーン長野農業協同組合

1

ＪＡグリーン長野福祉相談センター

長野市松代町清野240－1

2

株式会社 Ｍ’ｓコーポレーション

2

さくら介護支援センター

長野市大字富竹1044－13

3

塩尻市農業協同組合

3

ＪＡ塩尻市居宅介護支援事業所

塩尻市大字広丘原新田570－3

4

エフビー介護サービス株式会社

4

エフビー居宅介護支援事業所 長野南

長野市青木島町青木島乙171-1

４法人

４事業所 <市内３事業所･市外１事業所>

５

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

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

社会福祉法人 ふじ

2

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

3

医療法人 公生会

3

医療法人 公生会 竹重病院

長野市大字鶴賀田町2099

4

医療法人 コスモス

4

居宅介護支援事業所 コスモス

長野市小島田町449

5

医療法人 百藤会

5

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

6

アイム在宅ケアセンター長野

長野市青木島2-1-3

6

株式会社 アイム長野
7

アイム在宅ケアセンター長野北

長野市三輪8-51-36

8

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4-13-31

9

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

7

株式会社 ケアネット

10 ニチイケアセンター高田

長野市大字高田1031-1

11 ニチイケアセンターまめじま

長野市大字大豆島5190

12 ニチイケアセンター長野

長野市檀田2-5-6

13 ニチイケアセンター篠ノ井

長野市篠ノ井御幣川1232-1

14 ニチイケアセンター稲里

長野市稲里町中央1-6-7

15 ニチイケアセンターいいづな

上水内郡飯綱町川上1988

16 労協ながの介護支援センター

長野市三輪10-2-7ＮＡビル1Ｆ

10 社会福祉法人 あさひ福祉会

17 こうほく介護支援センター

長野市稲里町下氷鉋682

11 社会福祉法人 エマオ会

18 ケアステーション エマオ

長野市篠ノ井小森751

19 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

20 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

21 まるこ敬老園居宅介護支援事業所

上田市中丸子1623-11

22 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

23 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

24 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

8

9

株式会社 ニチイ学館

企業組合 労協ながの

12 社会福祉法人 敬老園

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 社会福祉法人暖家長野事業所

長野市若里2-11-21

26 社会福祉法人暖家尾張部事業所

長野市北尾張部707-3

27 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

28 三陽介護サービスセンター居宅介護支援事業所

長野市大字西尾張部1124-6

29 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3-22-41

30 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1-3-8

31 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

32 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

33 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

34 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

35 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

36 信州新町介護サービスセンター居宅介護支援事業所

長野市信州新町新町7-6

37 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

38 居宅介護支援事業所 陽だまり栗田

長野市大字栗田732-1

39 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字居返798-3

16 社会福祉法人 博悠会

40 フランセ―ズ悠居宅介護支援事業所

長野市吉田4-19-5

17 社会福祉法人 博仁会

41 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

18 社会福祉法人 豊智福祉会

42 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

43 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

44 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

13 社会福祉法人 暖家

14 社会福祉法人 長野市社会福祉協議会

15 社会福祉法人 長野南福祉会

19 社会福祉法人 睦会

20 生活協同組合コープながの

45 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

21 特定非営利活動法人 こすもけあくらぶ

46 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

22 特定非営利活動法人 ライフデザインセンター

47 指定居宅介護支援事業所ライフデザイン

長野市大字高田1029-1 エンドウビル1

48 広域連合 松寿荘

長野市上野2-120-4

49 広域連合 戸隠在宅介護支援センター

長野市戸隠豊岡1384

50 広域連合 久米路荘

長野市信州新町日原東2186-1

51 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

52 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

23 長野広域連合

24 長野県厚生農業協同組合連合会

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 ながの農業協同組合

53 ＪＡながの居宅介護支援事業所

長野市吉田3-22-16

26 有限会社 大西

54 指定居宅介護支援事業所 介護屋

長野市伊勢宮2-21-8

27 有限会社 えにし

55 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

28 有限会社 カインズ・ライフ

56 しなの居宅介護支援事業所

長野市上野2-65-20

29 有限会社 ケア･ライフ２１

57 居宅介護支援事業所なかよしこよし

長野市上松2-18-11

30 有限会社 さんるうむ

58 有限会社さんるうむ

長野市篠ノ井御幣川586-2

31 有限会社 中村測量設計事務所

59 燦倶楽部

長野市大字安茂里1823-3

32 有限会社 ふるさと

60 ふるさと居宅介護支援事業所

長野市大字南長池286-5

33 有限会社 おあしす

61 居宅介護支援事業所おあしす

長野市川中島町上氷鉋1708-17

34 合同会社 広町介護支援室

62 広町介護支援室

長野市吉田2-17-26

35 社会福祉法人 信濃の星

63 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

36 長野医療生活協同組合

64 長野医療生協 在宅総合ステーション ながの

長野市東鶴賀1906

37 株式会社 メディカルタウン

65 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1448-16

38 株式会社 伊勢屋薬局

66 いせや薬局

長野県千曲市稲荷山835

39 株式会社 大栄産業

67 リハライフ若里 居宅介護支援事業所

長野市若里5-5-15

40 合同会社 ヘセド

68 居宅介護支援事業所 ヒラタ

長野市篠ノ井御幣川895-6

41 株式会社 ながでんハートネット倶楽部

69 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

42 合同会社 介護のあかぎ

70 居宅介護支援事業所 介護のあかぎ

長野市東犀南2900-3

43 社会福祉法人 新志福祉会

71 居宅介護支援事業所 ふれあい荘

長野市松代町西寺尾1000

72 アップルケア

長野市松代町西寺尾上高相1047-1

73 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

45 株式会社 コスモスプラネット

74 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

46 医療法人 博人会

75 居宅介護支援事業所 桜ホーム

長野市篠ノ井二ツ柳1432-3

47 メディカルケア株式会社

76 サクラポート埴生

千曲市大字鋳物師357

48 合同会社 水篠橋

77 居宅介護支援事業所 水篠橋

長野市信更町安庭537-5

49 特定非営利活動法人 手と手

78 居宅介護支援事業所手と手

長野市大字若槻団地3ｰ17

50 合同会社 そよ風の丘

79 指定居宅介護支援事業所 そよ風

長野市吉田2-22-25

51 医療法人 長野寿光会

80 ハートケア上山田

千曲市上山田温泉3-34-3

44 株式会社 アップルケア

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

52 社会福祉法人 サン・ビジョン

81 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

53 社会福祉法人 かつみ会

82 エンゼル居宅介護支援センター

埼玉県深谷市今泉625

54 株式会社 ティーシーエス

83 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

55 社会福祉法人 小川村社会福祉協議会

84 小川村社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所

上水内郡小川村高府8553

56 社会福祉法人 グリーンアルム福祉会

85 グリーン在宅介護支援センター

須坂市大字仁礼7-10

57 株式会社 コスモハウジング

86 コスモ居宅介護支援事業所

東京都葛飾区亀有2-68-5 102

58 NPO法人 れんげメディカルグループ

87 れんげケアプランセンター

59 杉並交通 株式会社

88 スギコーケアセンター永福町

東京都杉並区永福4-19-4 安藤ビル3階A

60 株式会社 めいとケア

89 めいとケア居宅介護支援事業所

千葉県松戸市小金上総町10-11

大阪市西区立売堀1-7-18 国際通信者ﾋﾞﾙ4F
送付先 大阪市東住吉区北田辺5-10-22 れんげハイツ田辺

60法人

８９事業所 <市内７０事業所･市外１９事業所>

