介護保険居宅サービス提供事業所等一覧

【茅野市内】

茅野市保健福祉サービスセンター
（地域包括支援センター）
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

茅野市地域包括支援センター

TEL

茅野市塚原２－６－１

茅野市東部保健福祉サービスセンター
（豊平・玉川・泉野地区）
茅野市西部保健福祉サービスセンター
（宮川・金沢地区）
茅野市中部保健福祉サービスセンター
（ちの・米沢・中大塩地区）
茅野市北部保健福祉サービスセンター
（湖東・北山地区）

FAX

茅野市役所内 72-2101 73-0391

茅野市玉川４３００

82-0026 82-0027

茅野市宮川３９７５

82-0073 82-0074

茅野市塚原２－５－４５

82-0107 82-0108

茅野市北山４８０８－１

77-3000 77-3001

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

◆土橋整形外科歯科医院

茅野市塚原２－２－２２

72-3226 72-0452

○

◆医療法人こまくさ会

茅野市ちの２８０８-１

73-0666 73-0661

○

◆諏訪中央病院組合介護老人保健施設
やすらぎの丘

茅野市玉川４３００

73-1212 73-1509

○

◆訪問看護ステーション りんどう

茅野市塚原２－５－４５

82-1234 82-0188

○

茅野市玉川４３００

72-1000 73-5417

○

茅野市宮川3975

82-0211 82-1107

○

82-6000 72-2748

○

◆JA信州諏訪ケアネットセンター茅野 茅野市仲町１７－３３JA信州仲町ビル１階 82-5670 82-5671

○

◆ニチイケアセンターすわ

茅野市宮川４２４５－１

82-5183 72-0439

○

◆エクセレントライフ

茅野市北山５５１３－１５９

67-0609 67-0610

○

73-8386 75-5721

○

茅野市宮川４９００－４

75-5720 82-4160

○

茅野市米沢４１３３－２

55-5945 55-4224

○

◆ゆうさぽーと

茅野市玉川３１５２－２

79-7737 79-7737

○

◆居宅介護支援事業所なごみの家

茅野市宮川４１１２

82-9377 82-9377

○

◆居宅介護支援事業所寿和寮

茅野市宮川５０１０－１ 茅野市養護老人ホーム寿和寮内

71-1610 71-1611

○

◆ウィズの風居宅介護支援事業所

茅野市宮川11005

78-6531 75-1078

○

◆居宅介護支援事業所ケアマネセロリ

茅野市ちの１３５３番地３

090-93597716

○

♦虹の森

茅野市ちの3094－6

82-8080 82-8088

♦住まいる茅野ケアサービス

茅野市ちの２７４－８

72-2235

◆居宅介護支援事業所

茅野市米沢１６５９－２

080-69368561

池田医院

◆諏訪中央病院
訪問看護ステーション いろは
◆茅野市社会福祉協議会
居宅介護支援事業所
◆矢嶋内科医院

指定居宅介護支援事業所 茅野市ちの３４９４

◆宅老所みみずく

◆桜ハウス

居宅介護支援事業所 茅野市ちの２７６１－９

居宅介護支援事業所

◆指定居宅介護支援事業所

福寿草

居宅介護支援事業所

米沢

73-1314

○
55-4973

○

○訪問介護（ホームヘルプ）
事業所名
◆ヘルパーステーションケアこまくさ
◆JA信州諏訪
ケアネットセンター茅野
◆茅野市社会福祉協議会
訪問介護事業所
◆介護センターこすもす

所在地

TEL

FAX

現行相当 サービスA

茅野市ちの３０９４－６（虹の森内） 82-0500 82-8088

○

茅野市仲町１７－３３JA信州仲町ビル１階

82-5670 82-5671

○

茅野市宮川３９７５

82-1415 82-1107

○

茅野市宮川５０１０－２０

73-7382 73-0019

○

55-2332 55-1552

○

◆株式会社ニコニコライフ訪問介護事業所 茅野市ちの９０４

C－１

◆ニチイケアセンター茅野

茅野市塚原２－４－２３

73-7591 73-7592

○

◆ニチイケアセンターすわ

茅野市宮川４２４５－１

82-5183 72-0439

○

◆エクセレントライフサービス

茅野市北山５５１３－１

67-0609 67-0610

○

◆桜ハウス訪問介護事業所

茅野市宮川４９００－４

75-5720 82-4160

○

◆ヘルパーステーション寿和寮

茅野市宮川５０１０－１

71-1610 71-1611

○

◆ケアエイド諏訪広域営業所

茅野市宮川１０９９６

75-5995 75-5996

○

◆訪問介護ステーションみみずく

茅野市玉川神之原３２５５－１

73-8386 75-5721

○

♦住まいる茅野ケアステーション

茅野市ちの２７４－8

72-2235 75-5567

○

◆ふくろうsuwa支援センターつばめ

茅野市玉川４０１１－１

75-5296 75-5293

○

♦訪問介護事業所

茅野市豊平３７６５番地

73-5920 73-5920

○

♦ゆう

茅野市玉川３１５２－２

79-7737 79-7737

○

◆ニチイケアセンター神之原

茅野市玉川4143-7

75-0856 75-0857

○

狸

ビラオクタテポルテ１０５

○訪問入浴介護
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆ニチイケアセンターすわ

茅野市宮川４２４５－１

82-5184 72-0439

○

◆ケアエイド諏訪広域営業所

茅野市宮川１０９９６

75-5995 75-5996

○

ビラオクタテポルテ１０５

○訪問リハビリテーション
事業所名
◆諏訪中央病院

所在地
茅野市玉川４３００

TEL

FAX

72-1000 72-4120

介護予防

○

○訪問看護
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆矢崎医院

茅野市塚原２－１０－１１

73-8311 72-5773

○

◆矢嶋内科医院

茅野市ちの３４９４

72-2048 72-2748

○

◆ともみ内科医院

茅野市本町東３－５

82-0424 71-1327

○

◆眞田医院

茅野市中大塩１１－９３

73-0731 73-0875

○

◆土橋整形外科歯科医院

茅野市塚原２－２－２２

72-3226 72-0452

○

◆小口医院

茅野市宮川４４４１－３

72-2619 72-1787

○

◆訪問看護ステーションりんどう

茅野市塚原２－５－４５

82-1234 82-0188

○

◆訪問看護ステーションこまくさ

茅野市ちの３０９４－６

82-8080 82-8088

○

◆訪問看護ステーションいろは

茅野市玉川４３００

72-1000 73-5417

○

◆尖石診療所

茅野市豊平４４８５－１

71-6211 71-6210

○

◆あん訪問看護ステーション

茅野市宮川３９８７－３

78-7650 78-7995

○

○

○通所介護（デイサービス）
事業所名
◆諏訪中央病院組合老人福祉施設
ふれあいの里

所在地

TEL

FAX

現行相当 サービスA

茅野市玉川４３００－９

73-8880 71-1641

○

◆茅野市北部デイサービスセンター

茅野市北山４８０８－１

78-2322 78-2366

○

◆茅野市西部デイサービスセンター

茅野市宮川３９７５

82-6161 82-1107

○

◆桜ハウス玉川

茅野市玉川３０４６－１

82-7685 82-7690

○

◆りんどう苑

茅野市豊平１９０７－１

82-5882 82-5883

○

◆ツクイ茅野

茅野市仲町１５－６

82-7801 82-7802

○

◆桜ハウス宮川

茅野市宮川４９００－４

75-5720 82-4160

○

○

○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

◆デイサービスセンター白駒の森

茅野市ちの３０００－１

82-7500 82-7575

○

◆デイサービスゆるり

茅野市ちの3502－1

78-3730 78-3720

○

◆宅老所みみずく

茅野市ちの２７６１－7

73-8386 75-5721

○

◆ゆうもあ

茅野市塚原２－１－１

72-1010 75-5040

○

◆ゆう

茅野市玉川３１５２－２

79-7737 79-7737

○

◆宅老所みみずく玉川

茅野市玉川３２５５－１

78-3875 78-3870

○

◆宅老所なごみの家

茅野市宮川４１１２

82-9377 82-9377

○

◆宅老所夢工房

茅野市金沢２５１２－２２

82-2762 82-2762

○

◆宅幼老所しらかば

茅野市北山３４１９－１０

68-2085 68-2085

○

○総合事業

通所型サービスA

単独事業所

事業所名
◆合同会社山本整骨院

（サービスAのみ提供）

所在地

デイサービス筋トレ会 茅野市玉川５００（茅野市運動公園総合体育館）

TEL

FAX

78-6918 78-6917

○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

◆土橋整形外科歯科医院

茅野市塚原２－２－２２

72-3226 72-0452

○

◆やすらぎの丘

茅野市玉川４３００

73-1212 73-1509

○

◆虹の森

茅野市ちの３０９４－６

82-8080 82-8088

○

○福祉用具貸与・販売
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆ケアライフ

茅野市玉川３６１９－２

79-7246 79-7246

○

◆カネミツ

茅野市宮川４４５０－１

72-3582 73-5355

○

◆ニチイケアセンターすわ

茅野市宮川４２４５－１

82-5183 72-0439

○

◆ダスキンヘルスレント茅野ステーション 茅野市塚原２－１３－３９ 竹村ビル１Ｆ 78-3422 78-3433

○

○短期入所生活介護
事業所名
◆諏訪中央病院組合老人福祉施設
ふれあいの里

所在地

TEL

FAX

介護予防

茅野市玉川４３００－９

73-8880 71-1641

○

◆白駒の森

茅野市ちの３０００－１

82-7500 82-7575

○

◆桜ハウス玉川

茅野市玉川３０４６－１

82-7685 82-7690

○

◆りんどう苑

茅野市豊平南大塩１９０７－１

73-1081 73-1088

○

◆桜ハウス宮川

茅野市宮川４９００－４

75-5720 82-4160

○

◆基準該当短期入所生活介護事業所みみずく

茅野市ちの２７６１－７

73-8386 75-5721

○

○短期入所療養介護
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆土橋整形外科歯科医院

茅野市塚原２－２－２２

72-3226 72-0452

○

◆やすらぎの丘

茅野市玉川４３００

73-1212 73-1509

○

◆虹の森

茅野市ちの３０９４－６

73-2000 73-2211

○

○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

◆グループホームすずらん

茅野市湖東７０５０

73-8332 73-8388

○

◆グループホームせせらぎの家

茅野市宮川６３２７－１

72-4626 72-4645

○

◆グループホーム寿和寮

茅野市宮川５０１０－１

71-1622 71-1624

○

◆グループホーム豊平

茅野市豊平２５５２

73-3010 73-3010

○

◆グループホームいずみの

茅野市泉野６５５８－１

75-5900 78-3868

○

◆グループホームアイリス茅野

茅野市宮川５７７８－１

82-6011 82-6012

○

○小規模多機能型居宅介護
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆小規模多機能ケア米沢の家

茅野市米沢３５１５－１

55-6009 55-6001

○

◆在宅サポート

茅野市豊平４４７８

71-6070 71-6071

○

82-6077 82-6012

○

じこぼう

◆小規模多機能型居宅介護アイリス茅野 茅野市宮川５７７８－１

○特定施設入居者生活介護
事業所名

所在地

TEL

FAX

介護予防

◆ケアホーム豊平

茅野市豊平２５５２

82-5703 82-5663

○

◆ラ・ナシカちの

茅野市塚原２－７－２９

82-6002 82-6003

○

◆桜ガーデン茅野

茅野市宮川１１４００－１２

75-5188 75-5187

○

◆ウィズ茅野

茅野市宮川１１００５－１

75-1077 75-1078

○

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。

○

