介護保険居宅サービス提供事業所等一覧

【諏訪市内】

諏訪市地域包括支援センター等
介護や介護予防、福祉サービス全般に関するご相談等の受付を行います
事業所名
◆諏訪市地域包括支援センター

介護予防
所在地
TEL
FAX
諏訪市高島１－２２－３０
52-4141 53-6073
○
諏訪市役所高齢者福祉課内
諏訪市湖岸通り５－１１－５
57-5533 57-5537
老人保健施設かりんの里内
諏訪市四賀飯島２２１３－１
57-1000 57-3800
デイサービスセンター「湯の里」内

◆諏訪市在宅介護支援センター
「かりんの里」
◆諏訪市在宅介護支援センター
「湯の里」
◆諏訪市在宅介護支援センター
「西山の里」

諏訪市湖南４０１６－１
56-1000 57-1711
デイサービスセンター「西山の里」内

◆聖母在宅介護支援センター

諏訪市大和１－5ー７

52-3512 56-2244

介護保険に関する事業所
○居宅介護支援（ケアプラン作成）
事業所名
◆かりんの里指定居宅介護支援事業所

介護予防
所在地
TEL
FAX
諏訪市湖岸通り５－１１－５
57-5533 57-5537
○
老人保健施設かりんの里内
諏訪市四賀飯島２２１３－１
57-1000 57-3800
○
デイサービスセンター「湯の里」内

◆諏訪市社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業所
◆諏訪市社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業所西山の里

諏訪市湖南４０１６－１
56-1000 57-1711
デイサービスセンター「西山の里」内

○

◆諏訪市社会福祉協議会高島

諏訪市高島１－２７－２

54-2317 58-7727

○

◆聖母介護支援センター

諏訪市大和１－５－７

52-3512 56-2244

○

◆JA信州諏訪
ケアネットセンターすわこ

諏訪市豊田２４００－９

57-5089 57-5102

○

◆宮坂医院

諏訪市元町４－１０

52-1083 52-8115

○

◆小松内科クリニック居宅介護支援事業所 諏訪市中洲２４５－１８

53-7631 57-1869

○

◆医療法人こまくさ会
こまくさの森居宅支援センター

諏訪市中洲豆田５９２４

58-7800 58-7277

○

◆居宅介護支援事業所

諏訪市高島３－１３００－１

54-5613 54-5561

○

諏訪市大字中州２５３６－１

小松内科クリニック内

こころ高島

◆いぶき居宅介護支援事業所

75-2122 75-2883

○

◆みよし家介護サービス居宅介護支援事業所 諏訪市湯の脇２－９－１３

78-7231 58-7201

○

◆居宅介護支援事業所

諏訪市小和田9－6

52-6228 52-6228

○

◆諏訪赤十字居宅介護支援事業所

諏訪市湖岸通り５－１１－５０

57-6128 57-6016

◆イリーゼ高島城居宅介護支援事業所

諏訪市高島２－１２８４－１

56-1885 56-1884

○

◆居宅介護支援事業所

掬水

諏訪市豊田８３７－１

58-3232 58-3202

○

◆居宅介護支援事業所

ゆうな

諏訪市四賀２７７０－３

090-4230-9075

52-8277

○

TEL

FAX

あやとり

○訪問介護（ホームヘルプ）
事業所名
◆諏訪市社会福祉協議会
指定訪問介護事業所
◆諏訪市社会福祉協議会
指定訪問介護事業所 西山の里

所在地

現行相当 サービスA

52-1499 58-7727

○

○

諏訪市湖南４０１６－２
56-1499 57-1711
デイサービスセンター「西山の里」内

○

○
○

諏訪市高島１－２７－２

◆JA信州諏訪ケアネットセンターすわこ 諏訪市豊田文出２４００－９

57-5089 57-5102

○

◆諏訪赤十字ホームヘルパーステーション 諏訪市湖岸通り５－１１－５０

諏訪赤十字病院内
諏訪市湖岸通り５－１１－５
老人保健施設かりんの里内

57-6688 57-6603

○

◆かりんの里訪問介護事業所

57-5261 57-5766

○

◆こころ高島

諏訪市高島３－１３００－１

54-5565 54-5561

○

◆ケアサポート一心

諏訪市湖南３２２０－１
大熊フジコーポ１０１号室

75-5355 75-5356

○

◆諏訪交通

諏訪市四賀１０３－６

53-1211 58-1194

○

◆㈱まごころホーム訪問介護事業所

諏訪市中洲５６８９－５

78-3002 78-3084

○

◆すずらんの里訪問介護事業所

諏訪市高島１－２５－１４
フジビル２０１号

54-3320 54-3340

○

◆聖母ケアサポート

諏訪市湖南４８９４－１

78-3551 78-3552

○

○

◆みよし家介護サービス訪問介護事業所

諏訪市湯の脇二丁目9番13号

58-7205 58-7201

○

○

75-1650 75-1653

○

78-0041 78-0042

○

◆ヘルパーステーションねこの手 諏訪営業所 諏訪市沖田町５－２１
さくらパレス２１１
諏訪市城南1-2658-2
◆ニチイケアセンター諏訪城南
イトウビル2Ｆ

○訪問看護
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆諏訪赤十字訪問看護ステーション

諏訪市湖岸通り５－１１－５０
諏訪赤十字病院内

57-5151 57-6016

○

◆宮坂医院

諏訪市元町４－１０

52-1711 52-8115

○

◆諏訪豊田診療所

諏訪市豊田２４３４－２

52-1802 53-9210

○

◆訪問看護ステーションみづうみ

諏訪市豊田２４００

54-2118 57-3030

○

○

○訪問リハビリテーション
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆宮坂医院

諏訪市元町４－１０

52-1711 52-8115

○

◆掬水

諏訪市豊田８３７－１

58-3232 58-3202

○

◆みづうみ

諏訪市豊田２４００－９

54-2111 57-3030

○

◆介護老人保健施設かりんの里

諏訪市湖岸通り５－１１－５

57-5755 57-5766

○

◆きみづか整形外科

諏訪市上川２３４３

78-4001 78-4002

○

○訪問入浴介護
事業所名
◆諏訪市社会福祉協議会
指定訪問入浴介護事業所

所在地
諏訪市四賀１８４４－６

TEL

FAX

52-0088 52-0070

介護予防

○

○通所介護（デイサービス）
事業所名

所在地

TEL

FAX

現行相当 サービスA

◆デイサービスセンター聖母憩の家

諏訪市大和１－５－７

52-1594 52-2252

○

◆デイサービスセンター「湯の里」

諏訪市四賀飯島２２１３－１

57-1800 57-3800

○

◆諏訪市デイサービスセンター「西山の里」 諏訪市湖南４０１６－１

56-1700 57-1711

○

◆かりんの里デイサービスセンターうららか 諏訪市中州下金子３８３８－４

54-3361 54-3362

○

◆すばらしき仲間たち

57-3108 57-2140

○

諏訪市湖南４８９４－１

○

○

○地域密着型通所介護（定員１８人以下のデイサービス）
事業所名
◆小さなデイ穂の花

所在地
諏訪市大字湖南６５８１－５

TEL

FAX

現行相当 サービスA 共生型

58-0288 57-1711

○

◆かりんの里デイサービスセンターこもれび 諏訪市豊田文出３１０－３（杉菜池）

56-3315 56-3316

○

◆こころ高島

諏訪市高島３－１３００－１

54-5564 54-5561

○

◆アストレ城南

諏訪市高島１丁目１７－６

56-6060 56-6070

○

◆宅幼老所あやとり

諏訪市小和田９－６

52-6229 52-6229

○

◆リハビリデイサービスいずみ

諏訪市上川１－１５４４

52-1677 52-1677

○

◆かりんの里デイサービスセンターあおぞら 諏訪市四賀桑原８６１

54-2210 54-2215

○

◆宅老所いぶき

諏訪市大字中州２７４１－１

78-8677 78-8167

○

♦パセオとよだ

諏訪市大字豊田３０４０－１

55-2507 78-6875

○

◆デイサービスきたえるーむ諏訪

諏訪市大字四賀字赤沼１９８２－２

78-8767 78-8822

○

◆パワーリハビリ専門

諏訪市大字沖田町１丁目９５番地

78-3583 78-3593

○

◆デイサービス湖岸通り

諏訪市湖岸通り2-305-1

54-5100 54-5222

○

◆みんなのデイハウスにじのわ

諏訪市高島３－１４０５－１１

55-5240 55-7482

○

○総合事業

元気活き活きデイサービス

通所型サービスA

単独事業所

事業所名
◆すわいきいき教室

ラ・サンテ

（サービスAのみ提供）

所在地
諏訪市末広５番１４号

TEL

FAX

57-0088 57-3800

○通所リハビリテーション（デイケア）
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆かりんの里

諏訪市湖岸通り５－１１－５

57-5755 57-5766

○

◆掬水

諏訪市豊田８３７－１

58-3232 58-3202

○

◆宮坂医院

諏訪市元町４－１０

52-1711 52-8115

○

◆こまくさの森

諏訪市中洲５９２４

53-8833 58-7277

○

◆みづうみ

諏訪市豊田２４００－９

54-2111 57-3030

○

○福祉用具貸与・販売
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆ハトヤメディカルサポート株式会社

諏訪市中洲三ツ俣５７０９－３１

52-1555 52-1557

○

◆みよし家介護サービス

諏訪市湯の脇２－９－１３

58-7205 58-7201

○

◆こころ

諏訪市高島１－２１－１４

54-5560 54-5561

○

◆聖母グッドライフ

諏訪市湖南４８９４－１

78-3561 78-3562

○

○

○

○

○
○

○短期入所生活介護
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆すばらしき仲間たち

諏訪市湖南４８９４－１

57-2111 57-2002

○

◆かりんの里複合福祉施設

諏訪市高島１－１－１１

52-7111 52-7132

○

◆うぐいすの森

諏訪市沖田町四丁目２番１

75-1212 75-1222

○

○短期入所療養介護
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆かりんの里

諏訪市湖岸通り５－１１－５

57-5755 57-5766

◆諏訪城東病院

諏訪市大手２－３－５

52-3100 52-3201

◆掬水

諏訪市豊田８３７－１

58-3232 58-3202

○

◆こまくさの森

諏訪市中洲５９２４

53-8833 58-7277

○

◆老人保健施設みづうみ

諏訪市豊田２４００－９

54-2111 57-3030

○

○

○認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆医療法人こまくさ会こまくさの森

諏訪市中洲豆田５９２４

53-8811 53-8815

◆かりんの里複合福祉施設
グループホームかりん

諏訪市高島１－１－１１

52-7111 52-7132

○

◆ニチイケアセンター四賀

諏訪市四賀１９６５－１

54-2181 54-2182

○

◆グループホームとよだ

諏訪市豊田１０１

78-3032 52-5801

○

◆こころのひろばグループホーム

諏訪市高島１－２１－１４

54-5615 54-5618

○

○認知症対応型通所介護
事業所名

所在地

TEL

FAX

◆かりんの里複合福祉施設
デイサービスセンターきずな

諏訪市高島１－１－１１

52-7111 52-7132

◆ニチイケアセンター四賀

諏訪市四賀１９６５－１

54-2181 54-2182

介護予防

○

○小規模多機能型居宅介護
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆小規模多機能ホーム集皆所とよだ

諏訪市豊田１０１

78-3043 52-5802

○

◆こころのひろば小規模多機能型
居宅介護事業所

諏訪市高島１－２１－１４

54-5611 54-5618

○

◆小規模多機能居宅

諏訪市大手２－１７－２

75-1423 52-5678

○

諏訪市中洲２５３６－１

75-2331 75-2883

○

倶楽部

いずみ

◆いぶきゆいの家

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業所名

所在地

◆イリーゼ諏訪定期巡回・随時対応型
訪問介護看護センター

諏訪市高島２－１２８４－１

TEL

FAX

56-1885 56-1884

介護予防

-

○特定施設入居者生活介護
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆こころ高島

諏訪市高島３－１３００－１

54-5567 54-5561

○

◆ウィズ諏訪

諏訪市中洲５８５３－５

54-3636 54-3639

○

◆イリーゼ・セントベル諏訪湖

諏訪市大和１－５－５

52-8123 52-8283

○

◆こころのひろば特定施設入居者生活介護事業所

諏訪市高島一丁目２１番１４号

54-5612 54-5618

○

居宅療養管理指導

指定を受けた医療機関の医師・歯科医師等が行います。
詳しくは、市役所または各医療機関・ケアマネジャー等にお問い合わせください。

○

