介護保険居宅サービス提供事業所等一覧

【岡谷市内】

岡谷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

所在地
岡谷市幸町８番１号
岡谷市役所介護福祉課内

◆岡谷市地域包括支援センター

TEL

FAX

23-2336 21-1101

介護予防

○

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

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆岡谷市民病院居宅介護支援事業所

岡谷市本町４－１１－３３

23-8700 23-8740

○

◆岡谷市社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業所

岡谷市長地権現町４－１１－５０

24-2127 24-3555

○

◆諏訪湖畔病院

居宅介護支援事業所

岡谷市長地小萩１－１１－３０

26-2525 28-8414

◆ウェルハートおかや
指定居宅介護支援事業所

岡谷市長地片間町1－１１－１

28-1000 28-6800

○

◆ニチイケアセンターおかや

岡谷市長地権現町１－７－２６

26-2914 26-2916

○

◆居宅介護支援事業所

岡谷市長地御所２－１４－２
フレグランスあずさA棟２０６号

55-6780 28-5268

○

岡谷市湖畔１－２８－１６

23-4885 22-6431

○

岡谷市南宮３－３－８

24-2006 24-8211

○

◆パセオ居宅介護支援事業所

岡谷市赤羽３－２－１５

78-3284 78-3294

○

◆ツクイ岡谷

岡谷市本町１－７－２１

21-1320 21-1321

○

第２グレイスフル岡谷 岡谷市加茂町３－８－７

89-1211 89-1214

○

きずな

◆宅老所たんぽぽの家
◆居宅介護支援事業所

◆介護支援センター

湯けむり

◆居宅介護支援事業所

和縁

岡谷市田中町３-３-３

55-6747 55-6916

○

◆居宅介護支援事業所

結乃心

岡谷市長地源二丁目７番１９号チェリーハイツ103

55-3738 55-3415

○

◆居宅介護支援事業所

ほーぷ

長野県岡谷市長地梨久保２－１８－１

78-3938 75-5016

○

○訪問介護（ホームヘルプ）
事業所名
◆岡谷市社会福祉協議会
指定訪問介護事業所

所在地

TEL

FAX

現行相当 サービスA

岡谷市長地権現町４－１１－５０

24-2121 24-3555

○

○

岡谷市湖畔３－２－１８

23-4884 23-4410

○

○

岡谷市長地権現町１－７－２６

26-2913 26-2916

○

◆在宅介護てまり

岡谷市神明町１－２－２

23-8827 23-8852

○

◆宅老所たんぽぽの家

岡谷市湖畔１－２８－１６

24-2005 22-6431

○

◆宅老所和が家

岡谷市山手町2－3－26

75-5669 78-8482

○

岡谷市２９１６－４

22-4057 22-6166

○

◆訪問介護事業所そよかぜ

岡谷市長地御所2-13-40

27-7289 28-5268

○

◆ヘルパーステーション

岡谷市山下町２－１３－１０

78-7979 78-7989

○

21-2001

○

岡谷市田中町３-３-３

55-7040 55-6916

○

岡谷市長地源二丁目７番１９号チェリーハイツ103

55-3735 55-3415

○

岡谷市南宮１－５－１６

78-8855 78-8886

○

◆ヘルパーステーション
◆ニチイケアセンター

わかば
おかや

訪問介護事業所

◆ヘルパーステーション

♦やさしい手

和楽

ホープ

わかみや訪問介護事業所 岡谷市若宮１－５－２７

◆ヘルパーステーション
◆ケアサポート

和縁

結乃心

◆ヘルパーステーションなでしこ

○総合事業

訪問型サービスA
事業所名

◆岡谷下諏訪広域シルバー人材センター
訪問介護事業所

単独事業所

（サービスAのみ提供）

所在地
岡谷市長地権現町四丁目１１番５０号

TEL

FAX

23-0760 23-4936

○

○

○

○訪問入浴介護
事業所名

所在地

◆ニチイケアセンターおかや

岡谷市長地権現町１－７－２６

TEL

FAX

26-2915 26-2916

介護予防

○

○訪問看護
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆岡谷市訪問看護ステーション

岡谷市本町４－１１－３３

23-2000 23-2000

○

◆訪問看護ステーション

岡谷市長地小萩１－１１－３０

27-0852 27-0852

○

岡谷市長地権現町１－７－２６

26-2085 26-2916

○

岡谷市若宮１－３－１５ルミエール花岡Ｄ 75-2366 21-2003

○

おさち

◆ニチイケアセンターおかや
訪問看護ステーション
◆やさしい手わかみや
訪問看護ステーション

○訪問リハビリテーション
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆岡谷市民病院

岡谷市本町４－１１－３３

23-8000 23-0818

○

◆つるみね共立診療所

岡谷市川岸上1－22－21

22-6680 24-3573

○

○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

◆ウェルハート おかや

岡谷市長地片間町1－１１－１

28-1000 28-6800

○

◆さわらび

岡谷市西山１７２３－１０１

21-1180 21-1182

○

○

◆グレイスフル岡谷

岡谷市湖畔２－６－２

21-7321 24-0711

○

○

◆ニチイケアセンター おかや

岡谷市長地権現町１－７－２６

26-2912 26-2916

○

◆温泉デイサービス湯けむり

岡谷市南宮３－３－８

24-2006 24-8211

○

◆ツクイ岡谷

岡谷市本町１－７－２１

21-1320 21-1321

○

◆さわやか絹の郷信州おかや

岡谷市郷田２－１－２４

24-8822 24-8824

○

新規

○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

所在地

TEL

FAX

現行相当 サービスA

◆宅老所たんぽぽの家

岡谷市湖畔１－２８－１６

22-6911 22-6431

○

◆きのこの家

岡谷市御倉町２－２１

78-3651 22-2740

○

◆ホープ岡谷

岡谷市山下町２－１３－１０

78-7979 78-7989

○

◆和が家新倉

岡谷市川岸中３－４－１

75-2525 75-5509

○

◆リハビリデーサービスいずみ橋原

岡谷市川岸東２－７－２５

24-1044 24-1044

○

◆デイサービスセンターなごやか岡谷

岡谷市神明町１－４－１０

75-5780 75-5781

○

◆在宅介護てまり

岡谷市神明町１－２－２

23-8827 23-8852

○

◆パセオおかや

岡谷市赤羽３－２－１５

22-4155 78-6875

○

◆リハビリテーション小萩

岡谷市長地小萩2丁目８－２８

78-3261 78-3262

○

◆めだかの学校

岡谷市天竜町２－３－２０

22-7062 22-7062

○

◆私をデイに連れてって

岡谷市湊５－９－１

78-8089 78-8098

○

◆リハビリデイサービスwagaya岡谷店 岡谷市若宮１－７－３５

75-5370 75-5360

○

◆ほがら家

岡谷市南宮１－５－１６

21-1230 21-1138

○

岡谷市郷田２－１－２４

24-8822 24-8824

○

南宮

◆さわやか絹の郷信州おかや

○総合事業

通所型サービスA

単独事業所

事業所名

（サービスAのみ提供）

所在地

TEL

FAX

◆ヘルスサポートクラブ湯けむり

岡谷市南宮３－３－８

24-2006 24-8211

◆ヘルスケアサロン「あさがお」

岡谷市長地小萩１－１１－３０

27-5500 28-7012

○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

◆岡谷市民病院

岡谷市本町４－１１－３３

23-8000 23-0818

○

◆つるみね共立診療所

岡谷市川岸上１－２２－２１

22-6680 24-3573

○

◆諏訪湖畔病院

岡谷市長地小萩１－１１－３０

27-5500 28-7012

○

○

○

廃止

○福祉用具貸与・販売
事業所名
◆在宅介護リフォームセンター
ふれあいショップ

所在地

TEL

FAX

介護予防

岡谷市塚間町１－６－９

22-5294 22-6171

○

◆サクラケア塩尻店

塩尻市広丘吉田３３４８

0263-59-4115 0263-59-4116

○

◆エフビー介護サービス

松本市島内４９７２－５

0263-40-3700 0263-40-3770

○

○短期入所生活介護
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆ウェルハート おかや

岡谷市長地片間町１－１１－１

28-1000 28-6800

○

◆さわらび

岡谷市西山１７２３－１０１

21-1180 21-1182

○

◆ショートステイホーム第２グレイスフル岡谷

岡谷市加茂町３－８－７

89-1211 89-1214

○

○短期入所療養介護
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆白寿荘

岡谷市長地小萩１－１１－３０

28-8910 27-5313

○

◆第２グレイスフル岡谷

岡谷市加茂町３－８－７

89-1211 89-1214

○

○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

◆グレイスフル岡谷

岡谷市湖畔２－６－２

21-7321 24-0711

○

◆グループホームさわらび

岡谷市西山１７２３－１０１

21-1113 21-1112

○

◆グループホーム高尾

岡谷市川岸上４－３－４

22-8288 22-8299

○

◆グループホーム風薫

岡谷市南宮３－３－３３

21-1211 23-7720

○

◆ニチイケアセンター川岸夏明

岡谷市川岸西２－１１－３

21-1556 21-1557

○

◆愛の家グループホーム岡谷幸町

岡谷市幸町６－２４－１

21-1580 21-1581

○

○認知症対応型通所介護
事業所名

所在地

TEL

FAX

◆ウェルハート おかや

岡谷市長地片間町１－１１－１

28-1000 28-6800

◆ニチイケアセンター川岸夏明

岡谷市川岸西２－１１－３

21-1556 21-1557

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

◆小規模多機能型居宅介護第２グレイスフル岡谷

岡谷市加茂町３－８－７

89-1211 89-1214

○

◆和が家日和

岡谷市山下町１－１－２２

75-2708 23-6608

○

岡谷市長地梨久保２－１８－２

26-2202 26-2203

○

◆宅老所和が家

岡谷市湖畔４－１－２７

24-3708 24-0811

○

◆和が家間下

岡谷市山手町２-３-２６

78-8480 78-8482

○

◆小規模多機能型居宅介護

梨久保

○特定施設入居者生活介護
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆ケアハウス高尾

岡谷市川岸上４－３－７

22-2772 22-3720

○

◆ツクイ・サンシャイン岡谷

岡谷市本町２－４－１０

21-7270 21-7271

○

◆さわやか絹の郷信州おかや

岡谷市郷田２－１－２４

24-8822 24-8824

○

◆サービス付き高齢者向け住宅「さつき」 岡谷市長地小萩１－１１－３０

27-6670 27-6681

○

◆イリーゼ岡谷

24-1238 24-2677

○

岡谷市山下町１－１－３７

○地域密着型特定施設入居者生活介護
事業所名
◆おはな和が家
居宅療養管理指導

所在地
岡谷市山手町２－３－２６

TEL

FAX

介護予防

78-8481 78-8481

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。

○

