
介護保険事業所一覧

サービス種類 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所杏寿荘 387-0004 長野県千曲市倉科79番地 026-273-4350

居宅介護支援事業所 森の里 387-0005 長野県千曲市森1024番地３ 026-272-7700

居宅介護支援事業所 アップルハウス居宅介護支援事業所 387-0007 長野県千曲市屋代1165番地 026-274-7172

居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所屋代の華 387-0007 長野県千曲市屋代1099番地1 026-214-5534

居宅介護支援事業所 千曲市社会福祉協議会居宅介護支援事業所 387-0011 長野県千曲市大字磯部1110番地1 026-275-3100

居宅介護支援事業所 サクラケア千曲店 387-0013 長野県千曲市小島3172番地 026-273-1442

居宅介護支援事業所 ちくま居宅介護支援事業所 387-0015 長野県千曲市千本柳347番地 026-214-4201

居宅介護支援事業所 ささえ愛居宅介護支援事業所 387-0015 長野県千曲市鋳物師屋356番地1 026-285-0570

居宅介護支援事業所 こばやし介護相談室 387-0016 長野県千曲市寂蒔1244番地1 026-214-5178

居宅介護支援事業所 いせや薬局 387-0021 長野県千曲市稲荷山835番地 026-261-3504

居宅介護支援事業所 ニチイケアセンター聖 387-0023 長野県千曲市八幡3538番地１ 026-261-3230

居宅介護支援事業所 社会福祉法人千寿会居宅介護支援事業所 389-0804 長野県千曲市戸倉2440番地１ 026-261-0600

居宅介護支援事業所 エフビー居宅介護支援事業所　千曲 389-0804 長野県千曲市戸倉1910番地1ミヤサンビル102 026-214-8461

居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所あっといーずホーム 389-0806 長野県千曲市磯部170番地2 026-276-5176

居宅介護支援事業所 ハートケア上山田 389-0821 長野県千曲市上山田温泉三丁目34番地3 026-275-1581

居宅介護支援事業所 介護支援センターはやしや 389-0821 長野県千曲市上山田温泉一丁目50番地1 026-276-6232

居宅系サービス 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

訪問介護 森の里ホームヘルプステーション 387-0005 長野県千曲市森1024番地３ 026-272-7700

訪問介護 在宅介護サービス　まごころ　千曲営業所 387-0007 長野県千曲市屋代１４５４番地３ 026-273-2181

訪問介護 株式会社友悠ネットワーク千曲 387-0007 長野県千曲市屋代2923番地 026-273-5990

訪問介護 アップル訪問介護事業所 387-0007 長野県千曲市屋代1723番地 026-272-3720

訪問介護 ニチイケアセンターちくま 387-0012 長野県千曲市桜堂356番地1　3号 026-274-7017

訪問介護 ピアサポートアイ 387-0012 長野県千曲市桜堂429番地 026-273-2636

訪問介護 ヘルパーステーション埴生 387-0015 長野県千曲市鋳物師屋357番地 026-273-6220
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訪問介護 ちくま訪問介護センター 387-0015 長野県千曲市千本柳347番地 026-272-0237

訪問介護 訪問介護ステーション治田の里 387-0021 長野県千曲市稲荷山1780番地 026-272-8620

訪問介護 ニチイケアセンター聖 387-0023 長野県千曲市八幡3538番地１ 026-261-3230

訪問介護 森と人と訪問介護事業所 387-0023 長野県千曲市八幡985番地6 026-274-5255

訪問介護 社会福祉法人千寿会ヘルパーステーションちくま 389-0804 長野県千曲市戸倉2440番地１ 026-261-0600

訪問介護 ウェルネスライフ千曲 389-0805 長野県千曲市上徳間606番地3 026-261-5433

訪問介護 千曲市社会福祉協議会ヘルパーステーション 389-0806 長野県千曲市磯部1110番地１ 026-275-3100

訪問介護 ヘルパーセンター上山田 389-0821 長野県千曲市上山田温泉四丁目1番地18 026-275-1581

訪問介護 香風園ヘルパーステーション 389-0822 長野県千曲市上山田2454番地 026-276-1200

訪問介護 ニチイケアセンター戸上 389-0824 長野県千曲市力石1番地1 0268-81-2033

訪問介護 サクラポート力石 389-0824 長野県千曲市力石485番地4 0268-82-5302

居宅系サービス 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

訪問看護 千曲中央病院 387-0011 長野県千曲市杭瀬下58番地 026-273-1212

訪問看護 訪問看護ステーションアプリコット 387-0011 長野県千曲市杭瀬下58番地 026-274-2499

訪問看護 訪問看護ステーション治田の里 387-0021 長野県千曲市稲荷山1780番地 026-272-8620

訪問看護 訪問看護ステーションスマイル 389-0821 長野県千曲市上山田温泉三丁目34番地3 026-261-5185

訪問看護 訪問看護ステーションはる風 387-0005 長野県千曲市寂蒔103番地1 050-3754-4584

訪問看護 訪問看護ステーション埴生 387-0015 長野県千曲市鋳物師屋357番地 026-273-6220

居宅系サービス 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

訪問リハビリ 千曲中央病院 387-0011 長野県千曲市杭瀬下５８番地 026-273-1212

訪問リハビリ 長野寿光会上山田病院 389-0821 長野県千曲市上山田温泉三丁目34番地3号 026-275-1581

居宅系サービス 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

通所介護 森の里デイサービスセンター 387-0005 長野県千曲市森1024番地３ 026-272-7700

通所介護 フランセーズ悠こうしょくデイサービスセンター 387-0006 長野県千曲市粟佐1177番地 026-273-6370

通所介護 デイサービスセンターリハビリ処屋代 387-0007 長野県千曲市屋代1099番地１ 026-214-5200

通所介護 更埴デイサービスセンター 387-0011 長野県千曲市杭瀬下870番地 026-247-8595

通所介護 デイサービスセンターながでんハートネット千曲 387-0011 長野県千曲市杭瀬下三丁目144番地 026-214-6821

通所介護 ツクイ千曲 387-0015 長野県千曲市鋳物師屋518番地1 026-273-6010

通所介護 ニチイケアセンター聖 387-0023 長野県千曲市八幡3538番地１ 026-261-3230

通所介護 千曲デイサービスセンター 387-0024 長野県千曲市桑原80番地 026-214-7654
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通所介護 通所介護フランセーズ悠とぐらデイサービスセンター 389-0805 長野県千曲市上徳間337番地1 026-273-6370

通所介護 戸上デイサービスセンター 389-0806 長野県千曲市磯部1110番地１ 026-275-3655

通所介護 デイサービスセンター上山田 389-0821 長野県千曲市上山田温泉四丁目１番地１８号 026-214-2023

通所介護 ニチイケアセンター戸上 389-0824 長野県千曲市力石1番地1 0268-81-2033

通所介護 サクラポート力石 389-0824 長野県千曲市力石485番地4 0268-82-5302

居宅系サービス 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

通所リハビリ 千曲中央病院 387-0011 長野県千曲市杭瀬下５８番地 026-272-5995

通所リハビリ 医療法人財団大西会老人保健施設ひまわり 387-0024 長野県千曲市桑原1670番地１ 026-274-1711

通所リハビリ 長野寿光会上山田病院 389-0821 長野県千曲市上山田温泉四丁目34番地3号 026-275-1581

居宅系サービス 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

短期入所生活介護（ショートステイ） 杏寿荘 387-0004 長野県千曲市倉科79番地 026-273-4350

短期入所生活介護（ショートステイ） 森の里 387-0005 長野県千曲市森1024番地３ 026-272-7700

短期入所生活介護（ショートステイ） 特別養護老人ホームフランセーズ悠こうしょく 387-0006 長野県千曲市粟佐1177番地 026-273-6370

短期入所生活介護（ショートステイ） 地域密着型特別養護老人ホーム科野の里 387-0007 長野県千曲市屋代128番地6 026-273-6610

短期入所生活介護（ショートステイ） ながでんハートネット千曲かむりきの里 387-0011 長野県千曲市杭瀬下三丁目144番地 026-214-6870

短期入所生活介護（ショートステイ） メディケア千曲中央 387-0012 長野県千曲市桜堂367番地3 026-274-7025

短期入所生活介護（ショートステイ） ショートステイ千曲 387-0024 長野県千曲市桑原80番地 026-214-8791

短期入所生活介護（ショートステイ） 医療法人財団大西会老人保健施設ひまわり 387-0024 長野県千曲市桑原1670番地１ 026-274-1711

短期入所生活介護（ショートステイ） フランセーズ悠とぐら 389-0805 長野県千曲市上徳間337番地1 026-261-0012

短期入所生活介護（ショートステイ） 戸倉短期入所事業所　（休止中） 389-0806 長野県千曲市磯部1100番地1 026-275-3655

短期入所生活介護（ショートステイ） 特別養護老人ホーム吉野の里 389-0812 長野県千曲市羽尾366番地１ 026-275-6886

短期入所生活介護（ショートステイ） 小規模特別養護老人ホーム湯の里ちくま 389-0821 長野県千曲市上山田温泉一丁目70番地8 026-276-3451

短期入所生活介護（ショートステイ） 香風園短期入所生活介護 389-0822 長野県千曲市上山田2454番地 026-276-1200

居宅系サービス 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

福祉用具貸与 株式会社トーカイ長野支店 387-0021 長野県千曲市稲荷山688番地７ 026-274-3391

福祉用具貸与 サクラケア千曲店 387-0013 長野県千曲市小島3172番地 026-273-1442

福祉用具貸与 株式会社プリオール 389-0822 長野県千曲市上山田3813番地148 026-275-0100

施設系サービス 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 杏寿荘 387-0004 長野県千曲市倉科79番地 026-273-4350

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 森の里 387-0005 長野県千曲市森1024番地３ 026-272-7700
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特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 特別養護老人ホームフランセーズ悠こうしょく 387-0006 長野県千曲市粟佐1177番地 026-273-6370

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 特別養護老人ホーム吉野の里 389-0812 長野県千曲市羽尾366番地１ 026-275-6886

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 特別養護老人ホーム香風園 389-0822 長野県千曲市上山田2454番地 026-276-1200

施設系サービス 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

介護老人保健施設 医療法人財団大西会老人保健施設ひまわり 387-0024 長野県千曲市桑原1670番地１ 026-274-1711

介護老人保健施設 フランセーズ悠　とぐら 389-0805 長野県千曲市上徳間337番地1 026-261-0012

施設系サービス 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

特定施設入居者生活介護 ヒルデモア信州白雲館 389-0804 長野県千曲市戸倉1793番地1 026-261-5500

特定施設入居者生活介護 普携寺香風園 389-0822 長野県千曲市上山田2454番地 026-276-1200

特定施設入居者生活介護 あっとほーむ上山田 389-0821 長野県千曲市上山田温泉三丁目34番地3 026-275-1265

地域密着型サービス 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑ科野の里 387-0007 長野県千曲市屋代128番地6 026-273-6610

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） メディケア千曲中央 387-0012 長野県千曲市桜堂367番地3 026-274-7025

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） ユニット型小規模特別養護老人ホーム治田の里 387-0021 長野県千曲市稲荷山1788番地1 026-214-8607

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） アムール戸倉地域密着型特別養護老人ホーム 389-0804 長野県千曲市戸倉1992番地1 026-214-1092

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 小規模特別養護老人ホーム湯の里ちくま 389-0821 長野県千曲市上山田温泉一丁目70番地8 026-276-3451

地域密着型サービス 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

特定施設入居者生活介護 サクラポート八幡 387-0023 長野県千曲市八幡1975番地 026-272-2070

地域密着型サービス 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

定期巡回 定期巡回随時対応型訪問介護看護ヘルパーセンター上山田 389-0821 長野県千曲市上山田温泉三丁目3番地３ 026-261-0025

地域密着型サービス 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

通所介護 ほほえみ 387-0001 長野県千曲市雨宮818番地3 026-274-2305

通所介護 宅老所千曲の里 387-0001 長野県千曲市雨宮178番地 026-273-2515

通所介護 自立の森ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽセンター 387-0005 長野県千曲市森2178番地1 026-272-1784

通所介護 ハートケアあわさ 387-0006 長野県千曲市粟佐1412番地 026-272-0108

通所介護 デイサービスココカラ 387-0011 長野県千曲市杭瀬下五丁目203番地 026-272-2560

通所介護 和らぎの家 387-0012 長野県千曲市桜堂555番地3 026-272-8650

通所介護 第二ささえ愛 387-0015 長野県千曲市鋳物師屋356番地1 026-273-6288

通所介護 リハビリ特化型デイサービスカラダラボ千曲いもじや 387-0015 長野県千曲市鋳物師屋384番地６ 026-214-5388

通所介護 あっといーず更埴 387-0021 長野県千曲市稲荷山1993番地3 026-273-9474
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通所介護 宅老所ゆずりは 387-0023 長野県千曲市八幡3028番地1 026-274-5315

通所介護 デイサービス森と人と 387-0023 長野県千曲市八幡985番地6 026-274-5255

通所介護 くすのき学園 389-0804 長野県千曲市戸倉1185番地2 026-261-0518

通所介護 戸倉デイサービスゆいっこ 389-0804 長野県千曲市戸倉2060番地1 026-261-5226

通所介護 デイサポートこまち千曲 389-0804 長野県千曲市戸倉1978番地1 026-214-3901

通所介護 デイサービス　心 389-0804 長野県千曲市戸倉2119番地４ 026-261-0518

通所介護 あさがお千曲 389-0805 長野県千曲市上徳間606番地3号 026-214-8707

通所介護 宅老所潤 389-0805 長野県千曲市上徳間636番地1 026-214-7321

通所介護 宅老所なごや家 389-0813 長野県千曲市若宮1305番地83 026-275-5541

地域密着型サービス 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

認知症対応型通所介護 宅老所　千曲屋代デイサービスセンター 387-8501 長野県千曲市屋代１３３番地１ 026-272-8330

認知症対応型通所介護 グループホームかみやまだ敬老園 389-0822 長野県千曲市上山田2871番地1 026-275-6511

認知症対応型通所介護 あっといーずホーム 389-0806 長野県千曲市磯部170番地2 026-261-4177

地域密着型サービス 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

認知症対応型共同生活介護 地域密着型認知症高齢者グループホーム森の里 387-0005 長野県千曲市森3109番地 026-273-5755

認知症対応型共同生活介護 グループホームまゆ更科 387-0011 長野県千曲市杭瀬下二丁目85番地 026-273-7080

認知症対応型共同生活介護 八幡グループホームみのり 387-0023 長野県千曲市八幡2003番地2 026-272-5020

認知症対応型共同生活介護 あっといーずホーム 389-0806 長野県千曲市磯部170番地２ 026-261-4177

認知症対応型共同生活介護 グループホームかみやまだ敬老園 389-0822 長野県千曲市上山田2871番地1 026-275-6511

地域密着型サービス 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

小規模多機能型居宅介護 コモンズハウス万葉 389-0806 長野県千曲市磯部1047番地1 026-275-0703

地域密着型サービス 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

複合型（看護小規模多機能型居宅介護） 看護小規模多機能型居宅介護施設　治田の里 387-0021 長野県千曲市稲荷山1780番地 026-272-8620

介護予防日常生活支援（総合事業） 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

訪問型 森の里ホームヘルプステーション 387-0005 長野県千曲市森1024番地３ 026-272-7700

訪問型 ニチイケアセンター聖 387-0023 長野県千曲市八幡3538番地１ 026-261-3230

訪問型 ウェルネスライフ千曲 389-0805 長野県千曲市上徳間606番地3 026-261-5433

訪問型 千曲市社会福祉協議会ヘルパーステーション 389-0806 長野県千曲市磯部1110番地１ 026-275-3100

訪問型 香風園ヘルパーステーション 389-0822 長野県千曲市上山田2454番地 026-276-1200

訪問型 ヘルパーステーション埴生 387-0015 長野県千曲市鋳物師屋357番地 026-273-6220
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訪問型 ヘルパーセンター上山田 389-0821 長野県千曲市上山田温泉四丁目1番地18 026-275-1265

訪問型 在宅介護サービス　まごころ　千曲営業所 387-0007 長野県千曲市屋代1454番地３ 026-273-2181

訪問型 アップル訪問介護事業所 387-0007 長野県千曲市屋代1723番地 026-272-3720

訪問型 サクラポート力石 389-0824 長野県千曲市力石485番地4 0268-82-5300

訪問型 ちくま訪問介護センター 387-0015 長野県千曲市千本柳347番地 026-214-4201

訪問型 森と人と訪問介護事業所 387-0023 長野県千曲市八幡985番地6 026-274-5255

訪問型 社会福祉法人千寿会ヘルパーステーションちくま 389-0804 長野県千曲市戸倉2440番地１ 026-261-0600

訪問型 ピアサポートアイ 387-0012 長野県千曲市桜堂429番地 026-273-2636

訪問型 ニチイケアセンターちくま 387-0012 長野県千曲市桜堂356番地1　3号 026-274-7017

訪問型 ニチイケアセンター戸上 389-0824 長野県千曲市力石1番地1 0268-81-2033

介護予防日常生活支援（総合事業） 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

生活支援 森の里ホームヘルプステーション 387-0005 長野県千曲市森1024番地３ 026-272-7700

生活支援 在宅介護サービス　まごころ　千曲営業所　（休止中） 387-0007 長野県千曲市屋代1454番地３ 026-273-2181

生活支援 アップル訪問介護事業所 387-0007 長野県千曲市屋代1723番地 026-272-3720

生活支援 ピアサポートアイ 387-0012 長野県千曲市桜堂429番地 026-273-2636

生活支援 ちくま訪問介護センター 387-0015 長野県千曲市千本柳347番地 026-214-4201

生活支援 森と人と訪問介護事業所 387-0023 長野県千曲市八幡985番地6 026-274-5255

生活支援 社会福祉法人千寿会ヘルパーステーションちくま 389-0804 長野県千曲市戸倉2440番地１ 026-261-0600

生活支援 ウェルネスライフ千曲 389-0805 長野県千曲市上徳間606番地3 026-261-5433

生活支援 千曲市社会福祉協議会ヘルパーステーション 389-0806 長野県千曲市磯部1110番地１ 026-275-3100

生活支援 ヘルパーセンター上山田 389-0821 長野県千曲市上山田温泉四丁目1番地18 026-275-1265

介護予防日常生活支援（総合事業） 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

通所型 ほほえみ 387-0001 長野県千曲市雨宮818番地3 026-274-2305

通所型 宅老所千曲の里 387-0001 長野県千曲市雨宮178番地 026-273-2515

通所型 森の里デイサービスセンター 387-0005 長野県千曲市森1024番地３ 026-272-7700

通所型 自立の森ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽセンター 387-0005 長野県千曲市森2178番地1 026-272-1784

通所型 フランセーズ悠こうしょくデイサービスセンター 387-0006 長野県千曲市粟佐1177番地 026-273-6370

通所型 ハートケアあわさ 387-0006 長野県千曲市粟佐1412番地 026-272-0108

通所型 デイサービスセンターながでんハートネット千曲 387-0011 長野県千曲市杭瀬下三丁目144番地 026-214-6821

通所型 デイサービスココカラ 387-0011 長野県千曲市杭瀬下五丁目203番地 026-272-2560
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通所型 更埴デイサービスセンター 387-0011 長野県千曲市杭瀬下870番地 026-272-6787

通所型 和らぎの家 387-0012 長野県千曲市桜堂555番地3 026-272-8650

通所型 リハビリ特化型デイサービスカラダラボ千曲いもじや 387-0015 長野県千曲市鋳物師屋384番地６ 026-214-5388

通所型 ツクイ千曲 387-0015 長野県千曲市鋳物師屋518番地1 026-273-6010

通所型 第二ささえ愛 387-0015 長野県千曲市鋳物師屋356番地1 026-273-6288

通所型 あっといーず更埴 387-0021 長野県千曲市稲荷山1993番地3 026-273-9474

通所型 悠悠いきいき倶楽部千曲 387-0021 長野県千曲市稲荷山2227番地1 026-214-1230

通所型 デイサービス森と人と 387-0023 長野県千曲市八幡985番地6 026-274-5255

通所型 ニチイケアセンター聖 387-0023 長野県千曲市八幡3538番地１ 026-261-3230

通所型 千曲デイサービスセンター 387-0024 長野県千曲市桑原80番地 026-274-7654

通所型 デイサポートこまち千曲 389-0804 長野県千曲市戸倉1978番地1 026-214-3901

通所型 くすのき学園 389-0804 長野県千曲市戸倉1185番地2 026-261-0518

通所型 戸倉デイサービスゆいっこ 389-0804 長野県千曲市戸倉2060番地1 026-261-5226

通所型 あさがお千曲 389-0805 長野県千曲市上徳間606番地3号 026-261-5433

通所型 宅老所潤 389-0805 長野県千曲市上徳間636番地1 026-214-7321

通所型 通所介護フランセーズ悠とぐらデイサービスセンター 389-0805 長野県千曲市上徳間337番地1 026-273-6370

通所型 戸上デイサービスセンター 389-0806 長野県千曲市磯部1110番地１ 026-275-3655

通所型 宅老所なごや家 389-0813 長野県千曲市若宮1305番地83 026-275-5541

通所型 デイサービスセンター上山田 389-0821 長野県千曲市上山田温泉四丁目１番地１８号 026-214-2023

通所型 ニチイケアセンター戸上 389-0824 長野県千曲市力石1番地1 0268-81-2033

通所型 サクラポート力石 389-0824 長野県千曲市力石485番地4 0268-82-5300

介護予防日常生活支援（総合事業） 事業所-名称 郵便番号 所在地 電話番号

運動機能・ミニデイ デイサービスココカラ 387-0011 長野県千曲市杭瀬下五丁目203番地 026-272-2560
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