
福祉施設一覧

●居宅介護

事業所名 住所      電話番号

ヘルパーステーション　あったかかるいざわ 軽井沢町大字長倉4844-1 0267-45-8508

エフビー訪問介護こもろ 小諸市御幸町1-10-6 0267-26-0808

ＪＡ佐久浅間ヘルパーステーション　あさま 小諸市耳取948-1 0267-26-2287

寿園障害者居宅介護事業所 小諸市市790-15 0267-23-1510

小諸市社協ホームヘルパーステーション 小諸市八幡町3-1-17 0267-25-5330

ヘルパーステーション　やまびこ 小諸市乙女1510-2 0267-26-2727

ヘルパーステーション　望月 佐久市協和126-3 0267-77-7023

穂乃里　訪問介護 佐久市大沢288-10 0267-63-7646

ＪＡ佐久浅間ヘルパーステーション　みなみ 佐久市臼田785-6 0267-81-5050

ヘルパーステーション　マイハ－ト 佐久市岩村田1290-7 0267-68-8456

ヘルパーステーション　中込 佐久市中込3-2-8 0267-64-1745

ヘルパーステーション　長土呂 佐久市長土呂203-1 0267-68-1746

ヘルパーステーション　野沢 佐久市野沢219-17 0267-63-3546

ホームヘルプセンター　のんびり 佐久市八幡75-1 0267-51-5225

指定居宅支援事業所　日和 佐久市湯原892 0267-82-2283

特定非営利活動法人　たんと 佐久市長土呂587-6 0267-68-7977

エフビー訪問介護 佐久市猿久保字前原842 0267-65-8807

ニチイケアセンター佐久 佐久市岩村田5010-1 0267-66-3821

ＪＡ佐久浅間ヘルパーステーション　しらかば 佐久市協和2404-1 0267-53-8815

指定障害福祉サービス居宅介護事業所　ＪＡ佐久
浅間ヘルパーステーション　さく

佐久市桜井671-1 0267-64-5623

さくだいら敬老園ヘルパーステーション 佐久市佐久平駅北16-7 0267-66-6541

ニチイケアセンターなかごみ 佐久市中込字中原3639‐35 0267-64-6190

居宅支援事業所どんぐり 佐久市猿久保331 0267-68-6788

社協ヘルパーステーションあさしな 佐久市塩名田570 0267-58-0383

社協ヘルパーステーションうすだ 佐久市下越16-5 0267-81-5572

社協ヘルパーステーションさく 佐久市取出町183 0267-64-2426

ニチイケアセンター　みよた 御代田町馬瀬口1712-1 0267-31-4054

訪問介護ステーション　つばさ 御代田町御代田2422-83 0267-54-8261

ホームヘルパーステーション　やまぶき 立科町芦田西赤羽1872-1 0267-51-3020

ホームヘルパーステーション　たてしな 立科町芦田3731 0267-56-1955

●生活介護

事業所名 住所         電話番号

軽井沢治育園 軽井沢町大字追分1607-4 0267-46-2485

どっこい 軽井沢町長倉2350-22 0267-46-8583

浅間学園 軽井沢町長倉3725 0267-45-5379

多機能型事業所はぁーと工房ポッポ 小梅町大字小海4269-9 0267-92-0810

小諸学舎 小諸市大字塩野1-88 0267-22-5545

しののめ作業所 小諸市甲4127-9 0267-22-9395

ひまわり 佐久市大沢1280-１ 0267-64-5033

佐久こまば学園 佐久市瀬戸70-2 0267-63-0505

緑の牧場学園 佐久市八幡1115-67 0267-58-2244

佐久コスモスワークス 佐久市岩村田1880-5 0268-62-0680
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第二佐久コスモスワークス 佐久市大沢1280-1 0267-64-5033

佐久市障害者支援施設臼田学園 佐久市北川557-102 0267-82-2407

佐久コスモスワークス岸野 佐久市伴野953-1 0267-64-2810

障害者支援施設たてしなホーム 立科町塩沢333-1 0267-56-1802

ナナーラ 東御市祢津351-1 0268-64-7200

くらら 東御市島川原290-11 0268-62-0680

御代田町やまゆり共同作業所 御代田町大字御代田2450-1 0267-32-1118

野沢共同作業所センター 佐久市取出町183　野沢会館内 0267-63-7385

アシストこまば 佐久市平賀4165-1 0267-62-6505

佐久穂町障害者福祉施設　多機能型事業所
陽だまりの家 佐久穂町大字海瀬2643 0267-78-3620

千曲園 佐久穂町大字高野町1623‐1 0267-86-4581

佐久療護園 佐久穂町大字高野町1623-6 0267-86-4555

小諸みかげ 小諸市御影新田2238‐1 0267-26-1301

障害者支援施設やまびこ園 小諸市大字柏木1328 0267-23-9515

さんらいずホール　生活介護事業所 東御市鞍掛103‐1 0268-64-7201

●療養介護

事業所名 住所      電話番号

鹿教湯リハビリテーションセンター三山才山病院 上田市鹿教湯温泉1777 0268-44-2321

独立行政法人国立病院機構小諸高原病院 小諸市甲4598 0267-22-0870

信濃医療福祉センター 諏訪郡下諏訪町社字花田6525-1 0266-27-8414

独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター
中信松本病院

松本市寿豊丘811 0263-58-3121

稲荷山医療福祉センター 千曲市大字野高場1835-9 026-272-1435

●就労移行支援

事業所名 住所 　　　　電話番号

さんらいずホール・らくどう 東御市常田889-1 0268-62-0680

ワークサポートこすもす 佐久市中込3100-3 0267-64-6644

佐久コスモスワークス 佐久市岩村田1880-5 0268-62-0680

●就労継続支援

事業所名 住所 　　　　電話番号

どっこい 軽井沢大字長倉2350-22 0267-46-8583

卯の花作業所 小諸市大字加増字谷地742-4 0267-25-2644

ワークポート野岸の丘 小諸市甲3354-2 0267-24-1244

佐久の泉共同作業センター 佐久市取手183 0267-63-4048

すぎな作業所 佐久市鳴瀬602-17 0267-68-6548

ワークハウス牧（主） 佐久市望月1729-6 0267-53-6352

望月ひまわり共同作業センター（従） 佐久市望月317-2 0267-53-6352

浅科ふれあいホーム 佐久市塩名田548-5 0267-58-4436

臼田共同作業センター 佐久市下越16-5 0267-82-6461

野沢共同作業センター 佐久市取出町183　野沢会館内 0267-63-7385

たてしなふれ愛園 立科町芦田2525-1 0267-56-1825

ナナーラ 東御市祢津351-1 0268-64-7201

岩井屋農園 東御市田中220 0268-64-1439



すみれ会共同作業所 南牧村海ノ口891-5 0267-96-2774

御代田やまゆり共同作業所 御代田町大字御代田2450-1 0267-32-1118

佐久コスモスワークス岸野 佐久市伴野953-1 0267-64-2810

アシストこまば 佐久市平賀4165-1 0267-62-6505

佐久穂町障害者福祉施設　多機能型事業所 陽だまりの家 佐久穂町大字海瀬2643 0267-78-3620

小諸みかげ 小諸市御影新田2238-1 0267-26-1301

おむすび作業所 小諸市菱平字西丸山187 0267-22-3844

さんらいずホール　就労継続B型事業所 東御市常田889-1 0268-62-0680

さんらいずホール・らくどう 東御市常田889-1 0268-62-0680

岩井屋農園 東御市田中220 0268-64-1439

くらら 東御市島川原290-11 0268-62-0680

●短期入所

事業所名 住所 　　　　電話番号

浅間学園　短期入所 軽井沢町大字長倉3725 0267-45-5379

軽井沢治育園 軽井沢町大字追分1607-4 0267-46-2485

特定非営利活動法人 四季 軽井沢町大字長倉785 0267-45-6109

ライフサポートハウス太陽 小海町大字豊里字後口ノ久保3786 0267-92-4600

障害者支援施設　やまびこ園 小諸市大字柏木1328 0267-23-9515

小諸学舎 小諸市大字塩野1-88 0267-22-5545

独立行政法人　国立病院機構　小諸高原病院 小諸市甲4598 0267-22-0870

ケイジンピア・サポートセンターもちづき 佐久市協和126-3 0267-77-7021

居宅支援事業所どんぐり 佐久市猿久保331 0267-68-6788

佐久こまば学園 佐久市瀬戸70-2 0267-63-0505

たんと 佐久市長土呂587-6 0267-68-7977

ケアホーム下平 佐久市伴野952-4 0267-63-8516

緑の牧場学園 佐久市八幡1115-67 0267-58-2244

障害福祉サービス事業所　こまくさ寮 佐久市八幡1115-84 0267-58-2244

くろさわ病院 佐久市中込3-15-6 0267-64-1700

千曲園 佐久穂町大字高野町1623-1 0267-86-4581

佐久療護園 佐久穂町大字高野町1623-6 0267-86-4555

佐久穂町グループホームほほえみ 佐久穂町平林62-23 0267-78-5830

障害者支援施設　たてしなホーム短期入所事業 立科町大字塩沢333-1 0267-56-1802

●相談支援事業

施　設　名 住　　　　所 電話番号

軽井沢治育園 軽井沢町大字追分1607-4 0267‐46‐2485

浅間学園相談支援事業所 軽井沢町大字長倉3725 0267‐45‐5379

軽井沢町社会福祉協議会指定相談支援事業所 軽井沢町大字長倉4844-1 0267-45-8422

小諸学舎 小諸市甲4127-19 0267‐22‐5545

小諸市社協　ホワイトポテト 小諸市八幡町3-1-17 0267-25-7337

相談支援センターやまびこ 小諸市乙女1510-2 0267-31-6212

相談支援事業所ななくさ 小諸市菱平西丸山187 0267-22-3844

野沢共同事業所 佐久市取手町１８３野沢会館内 0267-45-8422

おおさわ事業所 佐久市大沢1280-1 0267-64-5033

相談支援事業所ウィズハート佐久 佐久市臼田2182-1 0267-63-4048



ケイジンピアサポートセンター中込 佐久市中込3-15-8 0267-64-1602

相談支援事業所どんぐり 佐久市猿久保331 0267-68-6788

緑の牧場相談支援事業所 佐久市八幡1115-67 0267-58-2244

佐久こまば学園 佐久市瀬戸字細田70-2 0267‐63‐0505

相談支援事業所ＴＡＫＵＭＩ 佐久市長土呂587-6 0267-68-7977

指定特定相談支援事業所ねば塾 佐久市鳴瀬602-17 0267-68-6548

相談支援事業所すぎな 佐久市鳴瀬602-17 0267-68-6548

佐久市社協特定相談支援事業所 佐久市下越16-5 0267-81-5571

御代田やまゆり共同作業所 御代田町御代田2450-1 0267-32-1118

●施設入所

事業名称 住所        電話番号

軽井沢治育園 軽井沢町大字追分1607-4 0267-46-2485

浅間学園 軽井沢町長倉3725 0267-45-5379

小諸学舎 小諸市大字塩野1－88 0267-22-5545

佐久こまば学園 佐久市中込3679-89 0267-63-0505

緑の牧場学園 佐久市八幡1115-67 0267-58-2244

障害者支援施設たてしなホーム 立科町塩沢333-1 0267-56-1802

佐久市障害者支援施設臼田学園 佐久市北川557-102 0267-82-2407

佐久療護園 佐久穂町高野町1623-6 0267-86-4555

千曲園 佐久穂町大字高野町1623-1 0267-86-4581

障害者支援施設やまびこ園 小諸市大字柏木1328 0267-23-9515

●ケアホーム・グループホーム

事業所名 住所 電話番号

浅間学園からまつ 軽井沢町大字長倉3725 0267-45-5379

四季 軽井沢町大字長倉785 0267-31-0132

ケアホームおむすび 小諸市大字菱平字板沢1284-7 0267-23-6015

ケアホームやまびこ 小諸市乙女1510-2 0267-23-9515

グループホームニコニコハウス 小諸市己字高峰146-48 0267-25-5721

小諸学舎 小諸市塩野1-88 0267-22-5545

あじさいの家 小諸市大字御影新田2460-60 0267-22-1765

サポートセンターこまば 佐久市瀬戸70-2 0267-63-0505

ケアホーム下平 佐久市伴野952-4 0267-63-8516

特定非営利活動法人ウィズハートさく 佐久市取手183佐久の泉共同作業センター
内

0267-63-4048

障害福祉サービス事業所 佐久市八幡1115-67 0267-58-2244

有限会社ねば塾 佐久市鳴瀬602-21 0267-68-4428

ライフサポートハウス太陽 小海町大字豊里字後口ノ久保3786 0267-92-4600

岩井屋館 東御市田中37-3 0268-64-1439

さんらいずホール 東御市鞍掛103-1 0268-64-7201

しらかばハイツ 立科町塩沢333-1 0267-56-1802

http://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/shogai/joho/jigyosha/ichiranhyo.html

長野県内全域の事業所については県のホームページをご覧ください。

この表は長野県障害福祉サービス事業者情報（事業所一覧表）から近隣の事業所を抜粋したものです。
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