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■計画相談

上伊那圏域障がい者総合支援センター　きらりあ　(社会福祉法人　長野県社会福祉事業団)

　　　　　〒399-4511　上伊那郡南箕輪村6451-1　　　　　　　　事業所番号　２０３２４００１４１

　　　　　電　話：0265-74-5627　　　ＦＡＸ：0265-74-8661　　メール：ksc@ar.wakwak.com

　障害のある方が地域で安心して生活ができるよう、身体・知的・精神の3障害の相談に応じています。

　保健・福祉サービス利用の紹介・支援、生活・就業全般に関する相談・支援などです。

　

■計画相談

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

相談支援事業所 アンサンブル伊那 〒399-4501 営 業 日：火～土

（特定）事業所番号　2030900027 伊那市西箕輪8077-1 年間休日：日、月、12/31～1/3、お盆

（児童）事業所番号　2072900051 電 話　0265-71-8622 時　　　間：9：00～17：00

（社会福祉法人　アンサンブル会） ＦＡＸ　0265-71-8633 相談支援専門員　　2名

伊那市社会福祉協議会 〒396-0023 営 業 日：月～金

障害者相談支援センター 伊那市山寺298-1 年間休日：土日、祝日、年末年始

（特定）事業所番号　2030900084 電 話　0265-74-7854 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　伊那市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-76-7039 （上記以外の電話対応あり）

相談支援専門員　　4名

伊那ゆいま～る 〒396-0015 営 業 日：月～金

伊那市中央4605-22 年間休日：土日、祝日

　（特定）事業所番号　2030900068 電 話　0265-73-0605 　　　　　   12/29～1/3、8/13～16

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-73-0332 時　　  間：8：30～17：15

相談支援専門員　　1名

大萱の里 相談支援事業所 〒399-4501 営 業 日：月～金

伊那市西箕輪8038-4 年間休日：土日、祝日、年末年始

　（特定）事業所番号　2030900134 電 話　0265-76-7151 時　　　間：9：00～18：00

（社会福祉法人　上伊那福祉協会） ＦＡＸ　0265-76-7152 相談支援専門員　　1名

相談支援事業所　カイ 〒396-0014 営 業 日：月～金

伊那市狐島4386-2 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

　（特定）事業所番号　2030900142 電 話　0265-95-4965 時　　　間：9：00～17：00

（特定非営利活動法人　福祉工房オハナ） ＦＡＸ　0265-95-4965 相談支援専門員　　2名

生協相談センター　あおば 〒396-0014 営 業 日：月～金

（特定）事業者番号　2030900100 伊那市狐島3895 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

（児童）事業者番号　2070900051 電 話　0265-77-0235 時　　　間：8：30～17：00

（上伊那医療生活協同組合） ＦＡＸ　0265-77-2456 相談支援専門員　　1名

多機能型支援センター　Yerette 〒396-0026 営 業 日：月～金

（特定）事業所番号　2030900175 伊那市西町4935-10 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

（児童）事業所番号　2070900192 電 話　0265-96-0864 時　　　間：9：30～16：00

（一般社団法人　Yerette） ＦＡＸ　0265-98-8551 相談支援専門員　　1名

はらっぱ　相談支援事業所 〒396-0023 営 業 日：火～土

伊那市山寺2002 年間休日：日、月、年末年始、お盆他

（特定）事業所番号　2030900118 電 話　0265-76-1923 時　　　間：9：30～11：30

（特定非営利活動法人　はらっぱの会） ＦＡＸ　0265-76-1923 相談支援専門員　　2名

パンセの会 〒399-4501 営 業 日：月～日

伊那市西箕輪6650-1 年間休日：なし

事業所番号　2070900126 電 話　0265-98-8399 時　　　間：24時間

（特定非営利活動法人　パンセの会） ＦＡＸ　0265-98-8399 相談支援専門員　　1名

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■計画相談

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

ぱんだ 〒396-0026 営 業 日：月～金

（特定）事業所番号　2030900167 伊那市西町5066-1 年間休日：土日、祝日、GW、年末年始、お盆

（児童）事業所番号　2070900184 電 話　0265-97-1048 時　　　間：9：00～17：00

（一般社団法人　おもちゃの木） ＦＡＸ　0265-97-1048 相談支援専門員　　4名

ふらっと相談支援センター 〒396-0004 営 業 日：月～金

（特定・一般）事業者番号　2030900159 伊那市手良中坪102 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

（児童）事業者番号　2070900１76 電 話　080-1360-5340 時　　　間：8：30～17：15

（特定非営利活動法人　じりつ支援ネットいな） ＦＡＸ　0265-96-7323 相談支援専門員　　1名

指定特定相談支援事業所　ゆりの木 〒396-0026 営 業 日：月～金

（特定）事業所番号　2030900183 伊那市西町5710-11 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

（児童）事業所番号　2070900200 電 話　0265-96-7751 時　　　間：8：15～17：15

（ＮＰＯ法人　樹） ＦＡＸ　0265-96-7752 相談支援専門員　1名

指定特定相談支援事業所輪（リンク）伊那事業所 〒396-0022 営 業 日：月～金

伊那市御園734-12 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

　（特定）事業所番号　2030500223 電 話　0265-98-0218 時　　　間：8：30～17：00

（株式会社　暖） ＦＡＸ　0265-98-0298 相談支援専門員　　1名

いほく相談支援事業所 〒399-0428 営 業 日：月～金

（特定）事業者番号　2032400190 上伊那郡辰野町大字伊那富9501-1 年間休日：土日、年末年始

（児童）事業者番号　2072400167 電 話　0266-43-3208 時　　　間：8：30～17：30

（社会福祉法人　平成会） ＦＡＸ　0266-43-3207 相談支援専門員　1名

相談支援事業所　かいご家 〒399-4511 営 業 日：月～金

上伊那郡南箕輪村6413-1 年間休日：土日

（特定）事業所番号　2032400075 電 話　0265-77-0274 時　　　間：8：30～17：30

（有限会社　かいご家） ＦＡＸ　0265-78-1828 相談支援専門員　　3名

きらめき 〒399-4601 営 業 日：月～日

上伊那郡箕輪町大字中箕輪8188　MK48　1F 年間休日：祝日、年末年始、お盆

（特定）事業所番号　2032400117 電 話　0265-70-6678 時　　　間：8：30～17：30

（株式会社　煌めき） ＦＡＸ　0265-70-6678 （緊急の場合は時間外でも支援）

相談支援専門員　　2名

駒ケ根悠生寮相談支援事業部 〒399-4117 営 業 日：月～金

駒ヶ根市赤穂16397-16 年間休日：土日、祝日、年末年始

（特定）事業所番号　2031000041 電 話　0265-83-0611 時　　　間：9：00～17：00

（社会福祉法人　りんどう信濃会） ＦＡＸ　0265-83-0711 相談支援専門員　　2名

メンタルサポート　駒の杜 〒399-4114 営 業 日：月～金

駒ヶ根市上穂南3-1 年間休日：土日、祝日、年末年始

（特定）事業所番号　2031000124 電 話　080-6995-1639 時　　　間：9：30～11：30

（NPO法人　メンタルサポート駒の杜） 　　　　 0265-95-3035 相談支援専門員　　4名

ＦＡＸ　0265-95-3035　

斉藤診療所 〒399-4301 営 業 日：月～土

（特定）事業所番号　2032400018 上伊那郡宮田村3598-3 年間休日：年末年始

（児童）事業所番号　2072400027 電 話　090-8329-6171 時　　　間：8：30～18：00

（医療法人　斉藤診療所） ＦＡＸ　0265-85-6560 相談支援専門員　　1名

辰野町社協指定相談支援事業所 〒399-0428 営 業 日：月～金

（特定、一般）事業者番号　2032400067 上伊那郡辰野町伊那富2681-1 年間休日：土日、祝日、年末年始

（児童）事業者番号　2072400068 電 話　0266-41-4500 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　辰野町社会福祉協議会） ＦＡＸ　0266-41-1525 相談支援専門員　　2名
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■計画相談

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

辰野町障がい者就労支援センター 〒399-0428 営 業 日：月～金

上伊那郡辰野町伊那富2680-1 年間休日：土日、祝日

電 話　0266-44-1011            　　8/13～8/16、12/29～1/3

（特定）事業所番号　2032400042 ＦＡＸ　0266-41-5571 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） 相談支援専門員　　1名

西駒郷駒ヶ根支援事業部 〒399-4101 営 業 日：月～金

駒ヶ根市下平2901-7 年間休日：土日、祝日、年末年始

（特定）事業所番号　2031000033 電 話　0265-8１-6526 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-81-6525 相談支援専門員　10名（専任3名、兼務7名）

ほっとジョイブ 〒399-4511 営 業 日：月～金

上伊那郡南箕輪村76-1 年間休日：土日、祝日、年末年始

　（特定）事業所番号　2032400182 電 話　0265-96-0795 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-96-0799 相談支援専門員　　2名

南箕輪村社会福祉協議会 〒399-4511 営 業 日：月～金

指定特定相談支援事業所 上伊那郡南箕輪村2380-1212 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

（特定）事業所番号　2032400091 電 話　0265-76-7603 時　　　間：8：30～17：30

（社会福祉法人　南箕輪村社会福祉協議会） 　　　　 0265-98-5516 相談支援専門員　　3名

ＦＡＸ　0265-76-7609

Re☆すた～と 〒399-4511 営 業 日：月～金

上伊那郡南箕輪村5937 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

（特定）事業所番号　2032400109 電 話　0265-71-5021 時　　　間：9：00～16：00

（一般社団法人　地の会） ＦＡＸ　0265-71-5025 相談支援専門員　　1名

竜東メンタルクリニック 〒399-4321 営 業 日：月、火、水、金

※伊南行政区のみ対象 駒ヶ根市東伊那910 年間休日：木、土日、祝日

（特定）事業所番号　2031000066 電 話　0265-83-5177 　　　　　   年末年始、お盆

（医療法人　康和会） ＦＡＸ　0265-83-1760 時　　　間：13：00～16：00

相談支援専門員　　2名

指定特定相談支援事業所たんぽぽ 〒399-4105 営 業 日：月～金

駒ヶ根市赤須東2-12 年間休日：土日、祝日、年末年始

（特定）事業所番号　2031000090 電 話　0265-81-8116 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　駒ヶ根市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-81-8116 相談支援専門員　　常勤専従1名

相談支援事業所IMAKOKO 〒399-4511 営 業 日：月～金

（特定）事業者番号　2032400224 上伊那郡南箕輪村2046-4 年間休日：土日、祝日、年末年始

（児童）事業者番号　2072400191 電 話　080-9370-1818 時　　　間：8：30～17：15

（合同会社　恵果） ＦＡＸ　0265-76-8430 相談支援専門員　　1名

相談支援事業所　naKara 〒399-4301 営 業 日：月～金

（特定、一般）事業所番号　2032400216 上伊那郡宮田村1680-1 年間休日：土日、祝日、年末年始

（児童）事業所番号　2072400183 電 話　090-2207-8865 時　　　間：8：30～18：00

（合同会社　KASUGA） 相談支援専門員　　1名
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■児童計画相談

上伊那圏域障がい者総合支援センター　きらりあ　(社会福祉法人　長野県社会福祉事業団)

　　　　　〒399-4511　上伊那郡南箕輪村6451-1　　　　　　　　事業所番号　２０７２４０００９２

　　　　　電　話：0265-74-5627　　　ＦＡＸ：0265-74-8661　　メール：ksc@ar.wakwak.com

　障害のある方が地域で安心して生活ができるよう、身体・知的・精神の3障害の相談に応じています。

　児童のサービス利用の相談・支援などにも対応しています。

　

■児童計画相談

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

多機能型支援センター　Yerette 〒396-0026 営 業 日：月～金

（特定）事業所番号　2030900175 伊那市西町4935-10 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

（児童）事業所番号　2070900192 電 話　0265-96-0864 時　　　間：9：30～16：00

（一般社団法人　Yerette） ＦＡＸ　0265-98-8551 相談支援専門員　1名

いーな相談支援事業所 〒396-0023 営 業 日：月～金

伊那市山寺1499-7 年間休日：土日、祝日、年末年始

（児童）事業所番号　2070900085 電 話　0265-72-2576 時　　　間：8：30～17：15

（伊那市） ＦＡＸ　0265-72-2573 相談支援専門員　　4名

相談支援事業所 アンサンブル伊那 〒399-4501 営 業 日：火～土

（特定）事業所番号　2030900027 伊那市西箕輪8077-1 年間休日：日、月、12/31～1/3、お盆

（児童）事業所番号　2072900051 電 話　0265-71-8622 時　　　間：9：00～17：00

（社会福祉法人　アンサンブル会） ＦＡＸ　0265-71-8633 相談支援専門員　　2名

相談支援事業所scrum伊那狐島 〒396-0014 営 業 日：月～土

（特定）事業者番号　2030900191 伊那市狐島3815 年間休日：日、祝日、12/29～1/3

（児童）事業者番号　2070900218 電 話　0265-96-7381 時　　　間：13：00～19：00のうちの２時間

（株式会社　YAE） ＦＡＸ　0265-96-7382 相談支援専門員　　1名

ぱんだ 〒396-0026 営 業 日：月～金

（特定）事業所番号　2030900167 伊那市西町5066-1 年間休日：土日、祝日、GW、年末年始、お盆

（児童）事業所番号　2070900184 電 話　0265-97-1048 時　　　間：9：00～17：00

（一般社団法人　おもちゃの木） ＦＡＸ　0265-97-1048 相談支援専門員　　4名

ふらっと相談支援センター 〒396-0004 営 業 日：月～金

（特定・一般）事業者番号　2030900159 伊那市手良中坪102 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

（児童）事業者番号　2070900１76 電 話　080-1360-5340 時　　　間：8：30～17：15

（特定非営利活動法人　じりつ支援ネットいな） ＦＡＸ　0265-96-7323 相談支援専門員　　１名

みらい相談支援事業所 〒396-0022 営 業 日：月～金

伊那市御園731-4 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

（特定・児童）事業者番号　2070500257 電 話　0265-78-8814 時　　　間：9：30～18：30

（株式会社　みらい福祉会） ＦＡＸ　0265-78-8820 相談支援専門員　　１名

いほく相談支援事業所 〒399-0428 営 業 日：月～金

（特定）事業者番号　2032400190 上伊那郡辰野町大字伊那富9501-1 年間休日：土日、年末年始

（児童）事業者番号　2072400167 電 話　0266-43-3208 時　　　間：8：30～17：30

（社会福祉法人　平成会） ＦＡＸ　0266-43-3207 相談支援専門員　1名

斉藤診療所 〒399-4301 営 業 日：月～土

（特定）事業所番号　2032400018 上伊那郡宮田村3598-3 年間休日：年末年始

（児童）事業所番号　2072400027 電 話　090-8329-6171 時　　　間：8：30～18：00

（医療法人　斉藤診療所） ＦＡＸ　0265-85-6560 相談支援専門員　　１名

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■児童計画相談

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

相談サポート　ステージアイ 〒399-4116 営 業 日：月～金

駒ヶ根市上穂北11-11メゾンホリウチ１F 年間休日：土日、年末年始、お盆

（児童）事業所番号　2071000067 電 話　080-6935-8536 時　　　間：9：30～17：00

（アイウェルネス　合同会社） 相談支援専門員　　3名

辰野町社協指定相談支援事業所 〒399-0428 営 業 日：月～金

（特定・一般）事業者番号　2032400067 上伊那郡辰野町伊那富2681-1 年間休日：土日、祝日、年末年始

（児童）事業者番号　2072400068 電 話　0266-41-4500 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　辰野町社会福祉協議会） ＦＡＸ　0266-41-1525 相談支援専門員　　２名

相談支援事業所IMAKOKO 〒399-4511 営 業 日：月～金

（特定）事業者番号　2032400224 上伊那郡南箕輪村2046-4 年間休日：土日、祝日、年末年始

（児童）事業者番号　2072400191 電 話　080-9370-1818 時　　　間：8：30～17：15

（合同会社　恵果） ＦＡＸ　0265-76-8430 相談支援専門員　　1名

相談支援事業所　naKara 〒399-4301 営 業 日：月～金

（特定、一般）事業所番号　2032400216 上伊那郡宮田村1680-1 年間休日：土日、祝日、年末年始

（児童）事業所番号　2072400183 電 話　090-2207-8865 時　　　間：8：30～18：00

（合同会社　KASUGA） 相談支援専門員　　1名
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■居宅介護
■居宅介護

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

伊那市社会福祉協議会 〒396-0023 営 業 日：無休

訪問介護センター伊那 伊那市山寺298-1 年間休日：なし

事業所番号　2010900062 電 話　0265-73-2523 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　伊那市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-73-7965 （営業時間外の対応については要相談）

伊那市社会福祉協議会 〒396-0305 営 業 日：無休

訪問介護センター高遠 伊那市高遠町長藤1841 年間休日：なし

事業所番号　2010900088 電 話　0265-94-3080 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　伊那市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-94-3090 （営業時間外の対応については要相談）

ＳＡＬＡ 〒396-0216 営 業 日：無休

伊那市高遠町下山田727 年間休日：年末年始

事業所番号　2010900013 電 話　0265-94-1130 時　　　間：8：00～17：00（応相談）

（特定非営利活動法人　SALA） ＦＡＸ　0265-94-1140

生協ヘルパーステーションみどり 〒396-0014 営 業 日：無休

伊那市狐島3895 年間休日：なし

事業所番号　2012405037 電 話　0265-77-2226 時　　　間：8：00～18：00

（上伊那医療生活協同組合） ＦＡＸ　0265-77-2456

ヘルパースタジオ・アンサンブル 〒399-4501 営 業 日：火～土

伊那市西箕輪8077-1 年間休日：日、月、12/31～1/3、お盆

事業所番号　2010900054 電 話　0265-71-8622 時　　　間：8：30～17：30

（社会福祉法人　アンサンブル会） ＦＡＸ　0265-71-8633

みらいヘルパーステーション伊那 〒396-0022 営 業 日：無休

伊那市御園731-4 年間休日：年末年始、お盆

事業所番号　2010900294 電 話　0265-78-8814 時　　　間：9：30～18：30

（株式会社　みらい福祉会） ＦＡＸ　0265-78-8820

ニチイケアセンター伊那 〒396-0012 営 業 日：無休

伊那市上新田2767-1 年間休日：なし

事業所番号　2010900070 電 話　0265-77-3411 時　　　間：8：30～17：30

（株式会社　ニチイ学館） ＦＡＸ　0265-77-3412 （営業時間外の対応については要相談）

ライフサポート招願来 〒396-0026 営 業 日：火～日

伊那市西町5066-1 年間休日：月、年末年始、お盆

事業所番号　2010900310 電 話　0265-95-3929 時　　　間：9：00～18：00

 　　　　090-6362-3929

（一般社団法人　おもちゃの木） ＦＡＸ　0265-95-3929

ニチイケアセンター駒ケ根 〒399-4112 営 業 日：月～金

駒ケ根市中央4-8 年間休日：土日、祝日、12/30～1/3

事業所番号　2011000136 電 話　0265-81-1205 時　　　間：9：00～18：00

（株式会社　ニチイ学館） ＦＡＸ　0265-83-5931 （営業時間外の対応については要相談）

ニチイケアセンター箕輪 〒399-4511 営 業 日：月～金

上伊那郡南箕輪村6744-7-2 年間休日：土日、祝日、12/30～1/3

事業所番号　2012400335 電 話　0265-74-2125 時　　　間：9：00～18：00

（株式会社　ニチイ学館） ＦＡＸ　0265-74-2126 ※居宅サービス計画により休業日および営業時間外で

　あってもサービスを提供する場合があります。

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■居宅介護

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

ストック事業所 〒399-4511 営 業 日：無休

上伊那郡南箕輪村8304-206 年間休日：なし

事業所番号　2012400178 電 話　0265-76-5001 時　　　間： 9：00～18：00

（株式会社　ストック） ＦＡＸ　0265-76-5001

生協ヘルパーステーションみどり　みのわ支所 〒399-4601 営 業 日：無休

上伊那郡箕輪町中箕輪11324 年間休日：なし

事業所番号　2012405037 電 話　0265-79-1398 時　　　間：8：00～18：00

（上伊那医療生活協同組合） ＦＡＸ　0265-79-1759

ヘルパーステーションＮ 〒399-4301 営 業 日：無休

上伊那郡宮田村3269-1 年間休日：なし

事業所番号　2012400293 電 話　0265-96-8036 時　　　間：8：00～18：00

（株式会社　しえんSAITO・K） ＦＡＸ　0265-96-8037

訪問介護　わが家 〒399-4301 営 業 日：無休

上伊那郡宮田村7612-11 年間休日：なし

事業所番号　2012425035 電 話　0265-96-7185 時　　　間：8：30～17：30

（有限会社　わが家） ＦＡＸ　0265-96-7185 （営業時間外の対応については要相談）

訪問介護　かいご家 〒399-4511 営 業 日：無休

上伊那郡南箕輪村6413-1 年間休日：なし

事業所番号　2012415036 電 話　0265-77-0274 時　　　間：8：30～17：30

（有限会社　かいご家） ＦＡＸ　0265-78-1828

みかづきケア 〒399-4112 営 業 日：月～金

駒ヶ根市中央17-22 年間休日：12/31～1/3

事業所番号　2011000185 電 話　0265-82-7030 時　　　間：9：00～18：00

（みかづきケア　株式会社） ＦＡＸ　0265-82-7031 　　　　　　 （サービス提供は24時間）

居宅介護ひととき 〒399-4601 営 業 日：月～金

基準該当 上伊那郡箕輪町中箕輪9908-6 年間休日：土日、祝日

事業所番号　2012400368 電 話　0265-97-1044 時　　　間：9：00～18：00

（株式会社　ひととき） ＦＡＸ　050-3142-9644 ※サービス等利用計画により、休業日

　営業時間外にサービスを行う場合がある。
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■重度訪問介護
■重度訪問介護

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

伊那市社会福祉協議会 〒396-0023 営 業 日：無休

訪問介護センター伊那 伊那市山寺298-1 年間休日：なし

事業所番号　2010900062 電 話　0265-73-2523 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　伊那市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-73-7965 （営業時間外の対応については要相談）

伊那市社会福祉協議会 〒396-0305 営 業 日：無休

訪問介護センター高遠 伊那市高遠町長藤1841 年間休日：なし

事業所番号　2010900088 電 話　0265-94-3080 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　伊那市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-94-3090 （営業時間外の対応については要相談）

ＳＡＬＡ 〒396-0216 営 業 日：無休

伊那市高遠町下山田727 年間休日：年末年始

事業所番号　2010900013 電 話　0265-94-1130 時　　　間：8：00～17：00（応相談）

（特定非営利活動法人　SALA） ＦＡＸ　0265-94-1140

みらいヘルパーステーション伊那 〒396-0022 営 業 日：無休

伊那市御園731-4 年間休日：年末年始、お盆

事業所番号　2010900294 電 話　0265-78-8814 時　　　間：9：30～18：30

（株式会社　みらい福祉会） ＦＡＸ　0265-78-8820

ニチイケアセンター伊那 〒396-0012 営 業 日：無休

伊那市上新田2767-1 年間休日：なし

事業所番号　2010900070 電 話　0265-77-3411 時　　　間：8：30～17：30

（株式会社　ニチイ学館） ＦＡＸ　0265-77-3412 （営業時間外の対応については要相談）

ライフサポート招願来 〒396-0026 営 業 日：火～日

伊那市西町5066-1 年間休日：月、年末年始、お盆

事業所番号　2010900310 電 話　0265-95-3929 時　　　間：9：00～18：00

（一般社団法人　おもちゃの木）  　　　　090-6362-3929

ＦＡＸ　0265-95-3929

ニチイケアセンター箕輪 〒399-4511 営 業 日：月～金

上伊那郡南箕輪村6744-7-2 年間休日：土日、祝日、12/30～1/3

事業所番号　2012400335 電 話　0265-74-2125 時　　　間：9：00～18：00

（株式会社　ニチイ学館） ＦＡＸ　0265-74-2126 ※居宅サービス計画により休業日および営業時間外で

　あってもサービスを提供する場合があります。

ニチイケアセンター駒ケ根 〒399-4112 営 業 日：月～金

駒ケ根市中央4-8 年間休日：土日、祝日、12/30～1/3

事業所番号　2011000136 電 話　0265-81-1205 時　　　間：9：00～18：00

（株式会社　ニチイ学館） ＦＡＸ　0265-83-5931 （営業時間外の対応については要相談）

訪問介護　わが家 〒399-4301 営 業 日：無休

上伊那郡宮田村7612-11 年間休日：なし

事業所番号　2012425035 電 話　0265-96-7185 時　　　間：8：30～17：30

（有限会社　わが家） ＦＡＸ　0265-96-7185 （営業時間外の対応については要相談）

訪問介護　かいご家 〒399-4511 営 業 日：無休

上伊那郡南箕輪村6413-1 年間休日：なし

事業所番号　2012415036 電 話　0265-77-0274 時　　　間：8：30～17：30

（有限会社　かいご家） ＦＡＸ　0265-78-1828

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■重度訪問介護

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

ヘルパーステーションＮ 〒399-4301 営 業 日：無休

上伊那郡宮田村3269-1 年間休日：なし

事業所番号　2012400293 電 話　0265-96-8036 時　　　間：8：00～18：00

（株式会社　しえんSAITO・K） ＦＡＸ　0265-96-8037

ストック事業所 〒399-4511 営 業 日：無休

上伊那郡南箕輪村8304-206 年間休日：なし

事業所番号　2012400178 電 話　0265-76-5001 時　　　間：9：00～18：00

（株式会社　ストック） ＦＡＸ　0265-76-5001

みかづきケア 〒399-4112 営 業 日：月～金

駒ヶ根市中央17-22 年間休日：12/31～1/3

事業所番号　2011000185 電 話　0265-82-7030 時　　　間：9：00～18：00

（みかづきケア　株式会社） ＦＡＸ　0265-82-7031 　　　　　　 （サービス提供は24時間）

居宅介護ひととき 〒399-4601 営 業 日：月～金

基準該当 上伊那郡箕輪町中箕輪9908-6 年間休日：土日、祝日

事業所番号　2012400368 電 話　0265-97-1044 時　　　間：9：00～18：00

（株式会社　ひととき） ＦＡＸ　050-3142-9644 ※サービス等利用計画により、休業日

　営業時間外にサービスを行う場合がある。

■同行援護
■同行援護

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

伊那市社会福祉協議会 〒396-0023 営 業 日：無休

訪問介護センター伊那 伊那市山寺298-1 年間休日：なし

事業所番号　2010900062 電 話　0265-73-2523 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　伊那市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-73-7965 （営業時間外の対応については要相談）

伊那市社会福祉協議会 〒396-0305 営 業 日：無休

訪問介護センター高遠 伊那市高遠町長藤1841 年間休日：なし

事業所番号　2010900088 電 話　0265-94-3080 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　伊那市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-94-3090 （営業時間外の対応については要相談）

ヘルパースタジオ・アンサンブル 〒399-4501 営 業 日：火～土

伊那市西箕輪8077-1 年間休日：日、月、12/31～1/3、お盆

事業所番号　2010900054 電 話　0265-71-8622 時　　　間：8：30～17：30

（社会福祉法人　アンサンブル会） ＦＡＸ　0265-71-8633

ライフサポート招願来 〒396-0026 営 業 日：火～日

伊那市西町5066-1 年間休日：月、年末年始、お盆

事業所番号　2010900310 電 話　0265-95-3929 時　　　間：9：00～18：00

（一般社団法人　おもちゃの木）  　　　　090-6362-3929

ＦＡＸ　0265-95-3929

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■行動援護
■行動援護

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

伊那市社会福祉協議会 〒396-0023 営 業 日：無休

訪問介護センター伊那 伊那市山寺298-1 年間休日：なし

事業所番号　2010900062 電 話　0265-73-2523 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　伊那市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-73-7965 （営業時間外の対応については要相談）

伊那市社会福祉協議会 〒396-0305 営 業 日：無休

訪問介護センター高遠 伊那市高遠町長藤1841 年間休日：なし

事業所番号　2010900088 電 話　0265-94-3080 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　伊那市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-94-3090 （営業時間外の対応については要相談）

ＳＡＬＡ 〒396-0216 営 業 日：無休

伊那市高遠町下山田727 年間休日：年末年始

事業所番号　2010900013 電 話　0265-94-1130 時　　　間：8：00～17：00（応相談）

（特定非営利活動法人　SALA） ＦＡＸ　0265-94-1140

ヘルパースタジオ・アンサンブル 〒399-4501 営 業 日：火～土

伊那市西箕輪8077-1 年間休日：日、月、12/31～1/3、お盆

事業所番号　2010900054 電 話　0265-71-8622 時　　　間：8：30～17：30

（社会福祉法人　アンサンブル会） ＦＡＸ　0265-71-8633

みらいヘルパーステーション伊那 〒396-0022 営 業 日：無休

伊那市御園731-4 年間休日：年末年始、お盆

事業所番号　2010900294 電 話　0265-78-8814 時　　　間：9：30～18：30

（株式会社　みらい福祉会） ＦＡＸ　0265-78-8820

ライフサポート招願来 〒396-0026 営 業 日：火～日

伊那市西町5066-1 年間休日：月、年末年始、お盆

事業所番号　2010900310 電 話　0265-95-3929 時　　　間：9：00～18：00

（一般社団法人　おもちゃの木）  　　　　090-6362-3929

ＦＡＸ　0265-95-3929

ストック事業所 〒399-4511 営 業 日：無休

上伊那郡南箕輪村8304-206 年間休日：なし

事業所番号　2012400178 電 話　0265-76-5001 時　　　間：9：00～18：00

（株式会社　ストック） ＦＡＸ　0265-76-5001

訪問介護　わが家 〒399-4301 営 業 日：無休

上伊那郡宮田村7612-11 年間休日：なし

事業所番号　2012425035 電 話　0265-96-7185 時　　　間：8：30～17：30

（有限会社　わが家） ＦＡＸ　0265-96-7185 （営業時間外の対応については要相談）

訪問介護　かいご家 〒399-4511 営 業 日：無休

上伊那郡南箕輪村6413-1 年間休日：なし

事業所番号　2012415036 電 話　0265-77-0274 時　　　間：8：30～17：30

（有限会社　かいご家） ＦＡＸ　0265-78-1828

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■生活介護
■生活介護

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

アンサンブル伊那第Ⅰ 〒399-4501 営 業 日：火～土

伊那市西箕輪8077-1 年間休日：日、月、12/31～1/3、お盆

事業所番号　2010900021 電 話　0265-71-8622 時　　　間：8：30～17：30

（社会福祉法人　アンサンブル会） ＦＡＸ　0265-71-8633 定　　　員：20名

伊那市デイサービスセンター 〒396-0305 営 業 日：月～土

くつろぎの家　　　　　　　　基準該当 伊那市高遠町長藤1841 年間休日：日、年末年始

事業所番号　2040900017 電 話　0265-94-3171 時　　　間：8：30～16：30（延長可）

（社会福祉法人　伊那市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-94-3172 定　　　員：5名

伊那市デイサービスセンター 〒399-4431 営 業 日：月～金

春富ふくじゅ園　　　　　　基準該当 伊那市西春近7171-1 年間休日：土日、年末年始

事業所番号　2040900108 電 話　0265-74-6630 時　　　間：8：30～16：30（延長可）

（社会福祉法人　伊那市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-74-6625 定　　　員：5名

伊那ゆいま～る 〒396-0015 営 業 日：月～金

伊那市中央4605-22 年間休日：土日、祝日

事業所番号　2010900096 電 話　0265-73-0605 　　　　　　　12/29～1/3、8/13～8/16

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-73-0332 時　　　間：8：30～17：15

定　　　員：20名

障害者支援施設　大萱の里 〒399-4501 営 業 日：月～金

伊那市西箕輪8038-4 年間休日：土日、年末年始

事業所番号　2010900104 電 話　0265-76-7151 時　　　間：8：30～16：30

（社会福祉法人　上伊那福祉協会） ＦＡＸ　0265-76-7152 定　　　員：60名

多機能型事業所　さくらの家 〒396-0401 営 業 日：月～金

伊那市長谷非持570-5 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2010900153 電 話　0265-98-1181 時　　　間：9：00～16：00

（社会福祉法人　伊那市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-98-1181 定　　　員：10名

多機能型事業所　ゆめわーく 〒396-0022 営 業 日：月～金

伊那市御園580 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2010900062 電 話　0265-73-2489 時　　　間：9：00～16：00

（社会福祉法人　伊那市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-76-7406 定　　　員：15名

多機能型事業所　 〒396-0023 営 業 日：月～金

輪っこはうす・コスモスの家 伊那市山寺298-1 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2010900146 電 話　0265-76-6745 時　　　間：9：00～16：00

（社会福祉法人　伊那市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-76-6745 定　　　員：10名

宅幼老所　おらほ 〒399-4432 営 業 日：月～金

基準該当 伊那市東春近960 年間休日：土、日、年末年始、お盆

事業所番号　2040900124 電 話　0265-76-0031 時　　　間：8：15～17：00

（特定非営利活動法人　はるちか） ＦＡＸ　0265-98-9821 定　　　員：18名

宅幼老所　きらきら福地 〒396-0621 営 業 日：月～日、祝日

基準該当 伊那市富県7658-1 年間休日：8/14～8/16、12/30～1/3

事業所番号　2040900173 電 話　0265-73-5707 時　　　間：8：30～17：30

（株式会社　支援アガピカ） ＦＡＸ　0265-76-1341 定　　　員：18名

宅幼老所　やよい 〒396-0026 営 業 日：月～土

基準該当 伊那市西町5741-12 年間休日：日、年末年始

事業所番号　2040900041 電 話　0265-77-0810 時　　　間：9：00～17：00

（一般社団法人　やよい） ＦＡＸ　0265-77-0820 定　　　員：15名（介護保険利用者と合計で）

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■生活介護

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

宅老所　ひなたぼこ 〒396-0025 営 業 日：月～土

基準該当 伊那市荒井3819-11 年間休日：日、年末年始

事業所番号2040900033 電 話　0265-77-2101 時　　　間：10：00～15：00

（特定非営利活動法人　リラの里） ＦＡＸ　0265-77-2102 定　　　員：2名

長谷デイサービスセンター　やすらぎ 〒396-0401 営 業 日：月～金

基準該当 伊那市長谷非持543-3 年間休日：土日、年末年始

事業所番号　2040900140 電 話　0265-98-2969 時　　　間：8：30～16：30（延長可）

（社会福祉法人　伊那市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-98-3015 定　　　員：5名

アンサンブル駒ヶ根 〒399-4117 営 業 日：火～土

駒ヶ根市赤穂768-3 年間休日：日、月、12/31～1/3、お盆

事業所番号　2011000193 電 話　0265-96-0743 時　　　間：8：30～17：30

（社会福祉法人　アンサンブル会） ＦＡＸ　0265-96-0746 定　　　員：6名

障害者支援施設　駒ヶ根悠生寮 〒399-4117 営 業 日：月～金

駒ヶ根市赤穂16397-16 年間休日：土日、祝日、年末年始

事業所番号　2011000045 電 話　0265-83-0611 時　　　間：9：00～17：00

（社会福祉法人　りんどう信濃会） ＦＡＸ　0266-83-0711 定　　　員：55名

親愛の里　夢工房 〒399-4301 営 業 日：月～金

上伊那郡宮田村3180-4 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2012400186 電 話　0265-85-6464 時　　　間：9：30～16：00

（社会福祉法人　親愛の里） ＦＡＸ　0265-85-6465 定　　　員：20名

西駒郷駒ヶ根支援事業部 〒399-4101 営 業 日：月～金

駒ヶ根市下平2901-7 年間休日：土日、祝日、年末年始

事業所番号　2011000060 電 話　0265-82-5271 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-81-1254 定　　　員：125名

西駒郷宮田支援事業部 〒399-4301 営 業 日：月～金

上伊那郡宮田村5450-188 年間休日：土日、祝日、年末年始

事業所番号　2012400111 電 話　0265-82-5271 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-81-1254 定　　　員：20名

ほっとジョイブ 〒399-4511 営 業 日：月～金

上伊那郡南箕輪村76-1 年間休日：土日、祝日、年末年始

　事業所番号　2012405011 電 話　0265-96-0795 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-96-0799 定　　　員：20名

伊南訪問看護ステーション 〒399-4117 営 業 日：月～金

駒ケ根市赤穂3213-1 年間休日：土日、祝日、12/29～1/3

　事業所番号　2011000235 電 話　0265-81-6620 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　伊南福祉会） ＦＡＸ　0265-81-6676 定　　　員：5名

※同一事業所で行われる児童発達支援、放課後等デイサービスと合わせて5人
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■共生型生活介護
■共生型生活介護

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

宅老所　かいご家 〒399-4511 営 業 日：月～土

上伊那郡南箕輪村6413-1 年間休日：日、年末年始

事業所番号　2012400376 電 話　0265-77-0274 時　　　間：9：00～17：00

（有限会社　かいご家） ＦＡＸ　0265-78-1828 定　　　員：16名

宅幼老所　あずま家 〒399-4301 営 業 日：月～日

基準該当 上伊那郡宮田村7576-8 年間休日：年中無休

事業所番号　2042400032 電 話　0265-85-1015 時　　　間：9：00～16：00 

（有限会社　わが家） ＦＡＸ　0265-85-1016 定　　　員：3名（日中定員の中に含まれる）

宅幼老所　あずま家河原町 〒399-4301 営 業 日：月～日

基準該当 上伊那郡宮田村3378-1 年間休日：年中無休

事業所番号　2042400065 電 話　0265-96-7130 時　　　間：9：00～16：00 

（有限会社　わが家） ＦＡＸ　0265-96-7131 定　　　員：3名（日中定員の中に含まれる）

宅幼老所　わが家 〒399-4301 営 業 日：月～日

基準該当 上伊那郡宮田村7504-4 年間休日：年中無休

事業所番号　2042400115 電 話　0265-84-1075 時　　　間：9：00～16：00

（有限会社　わが家） ＦＡＸ　0265-84-1076 定　　　員：3名（日中定員の中に含まれる）

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■機能訓練
■機能訓練

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

生活リハビリサポートいな 〒396-0014 営 業 日：月～金

伊那市狐島3895 年間休日：土日、年末年始、お盆

事業所番号　2010900245 電 話　0265-95-1058 時　　　間：8：30～17：00

（上伊那医療生活協同組合） ＦＡＸ　0265-95-1059 定　　　員：10名

■生活訓練
■生活訓練

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

多機能型支援センターＹｅｒｅｔｔｅ 〒396-0026 営 業 日：火～土

伊那市西町4935-10 年間休日：日、月、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2010900302 電 話　0265-96-0864 時　　　間：9：30～16：00

（一般社団法人　Ｙｅｒｅｔｔｅ） ＦＡＸ　0265-98-8551 定　　　員：14名

斉藤診療所 〒399-4301 営 業 日：月～金

基準該当 上伊那郡宮田村3598-3 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2042400081 電 話　0265-85-4816 時　　　間：要相談

（医療法人　斉藤診療所） ＦＡＸ　0265-85-6560 定　　　員：10名

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■共同生活援助（グループホーム）
■共同生活援助（グループホーム）

所在　連絡先 備　　　　考

アンサンブルホーム伊那 〒396-0013 グループ施設定員計：85人

伊那市下新田3018-3

事業所番号　2020900011 電 話　0265-73-9121

（社会福祉法人　アンサンブル会） ＦＡＸ　0265-71-8633

アンサンブルホーム伊那１号棟 〒396-0013 定員: 8人

伊那市下新田3018-3

電 話　0265-73-9121

アンサンブルホーム伊那２号棟 〒396-0013 定員: 6人

伊那市下新田3018-4

電 話　0265-73-9121

アンサンブルホーム伊那３号棟 〒396-0013 定員: 8人

伊那市下新田3018-4の2

電 話　0265-73-9121

アンサンブルホーム伊那４号棟 〒399-4501 定員: 6人

伊那市西箕輪7885-3

電 話　0265-76-1225

アンサンブルホーム伊那５号棟 〒399-4501 定員: 10人

伊那市西箕輪7886-3

電 話　0265-76-9131

アンサンブルホーム伊那6号棟 〒399-4501 定員: 10人

伊那市西箕輪3350-13

電 話　0265-73-4565

アンサンブルホーム伊那７号棟 〒399-4501 定員: 10人

伊那市西箕輪7886-2

電 話　0265-73-5858

アンサンブルホーム伊那８号棟 〒399-4501 定員: 10人

伊那市西箕輪3350-131

電 話　0265-74-8790

アンサンブルホーム伊那９号棟 〒399-4501 定員: 7人

伊那市西箕輪8083-3

電 話　0265-78-7745

アンサンブルホーム伊那１０号棟 〒399-4501 定員: 10人

伊那市西箕輪3350-14

電 話　0265-74-7280

一般社団法人　おもちゃの木 〒399-4501 グループ施設定員計：19人

伊那市西春近2929-4

電 話　0265-95-6100

（一般社団法人　おもちゃの木） ＦＡＸ　0265-95-6100

グループホーム楽多 〒399-4501 定員: 9人

事業所番号　2020900128 伊那市西春近2929-4 （うちサテライト２人）

電 話　0265-95-2107

ＦＡＸ　0265-95-2107

グループホーム　灯輝 〒396-0026 定員: 10人

事業所番号　2020900144 伊那市西町5066-1

電 話　0265-97-1290

ＦＡＸ　0265-95-6100

事業所名・施設名
（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■共同生活援助（グループホーム）
所在　連絡先 備　　　　考事業所名・施設名

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

〒396-0004 グループ施設定員計：14人

伊那市手良中坪102

事業所番号　2022400044 電 話　080-1360-5340

（特定非営利活動法人　じりつ支援ネットいな） ＦＡＸ　0265-96-7323

グループホーム　サンシティ 〒399-4511 定員: 4人

南箕輪村9248-2　サンシティ101号

電 話　080-1360-5340

グループホーム第２　堀米ハイツＥＦ 〒396-0008 定員: 5人

伊那市上の原7135-1　第2堀米ハイツＦ

電 話　080-1360-5340

グループホーム　新子グリーンハイツ 〒396-0009 定員: 5人

伊那市日影769-2　新子グリーンハイツ103号

電 話　080-1360-5340

特定非営利活動法人　樹 〒396-0026 グループ施設定員計：9人

伊那市西町5710-11 サテライト　2か所

事業所番号　2020900078 電 話　0265-96-7751

（特定非営利活動法人　樹） ＦＡＸ　0265-96-7752

柿の木 〒399-4501 定員: 5人

伊那市西箕輪3900-449

電 話　0265-78-8893

梅の木 〒396-0026 定員: 4人

伊那市西町5710-11

電 話　080-5827-7206

はらっぱの会　グループホーム事業所 〒396-0023 グループ施設定員計：11人

伊那市山寺2002

事業所番号　2020900029 電 話　0265-76-1923

（特定非営利活動法人　はらっぱの会）ＦＡＸ　0265-76-1923

つれづれ草 〒396-0022 定員: 5人

伊那市御園424　つれづれ草

電 話　0265-76-5307

なつめの木 〒396-0022 定員: 4人

伊那市御園424　なつめの木

電 話　0265-76-1034

ほたる草 〒396-0023 定員: 2人

伊那市山寺716-1　コーポ那須B 101号室

電 話　0265-76-1923

パンセの会 〒399-4501 グループ施設定員計：11人

伊那市西箕輪6650-1

事業所番号　2020900052 電 話　0265-98-8399

（特定非営利活動法人　パンセの会） ＦＡＸ　0265-98-8399

もりハウス 〒399-4432 定員: 6人

事業所番号　2020900052 伊那市東春近1884

電 話　0265-96-7099

まゆっこ 〒399-4501 定員: 5人

事業所番号　2020900094 伊那市西箕輪6650-1

電 話　0265-９8-8399

じりつ支援ネットいな　くらしの部
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■共同生活援助（グループホーム）
所在　連絡先 備　　　　考事業所名・施設名

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

NPO法人　メンタルサポート駒の杜 〒399-4102 グループ施設定員計：17人

駒ヶ根市飯坂1-17-6

事業所番号　2021000076 電 話　080-6995-1639

（NPO法人　メンタルサポート駒の杜） ＦＡＸ　0265-83-0360　

こまの杜飯坂 〒399-4102 定員: 9人

駒ヶ根市飯坂1-17-6 （うちサテライト２人）

電 話　080-6995-1639

こまの杜宿免 〒399-4114 定員: 8人

駒ヶ根市上穂南３－１ （うちサテライト２人）

電 話　080-6995-1639

株式会社　しえんSAITO・K 〒399-4301 グループ施設定員計：36人

上伊那郡宮田村3269-1

事業所番号　2022400036 電 話　0265-96-8036

（株式会社　しえんSAITO・K） ＦＡＸ　0265-96-8037

トライ 〒399-4114 定員: 5人

駒ケ根市上穂南10-18

電 話　0265-85-4816

おかげや 〒399-4114 定員: 4人

駒ケ根市上穂栄町20-20

電 話　0265-85-4816

そら北ホーム 〒399-4111 定員: 4人

駒ヶ根市北町4-17

電 話　0265-85-4816

メゾン・ド・そら 〒399-4111 定員: 5人

駒ヶ根市北町4-18

電 話　0265-85-4816

太田切 〒399-4301 定員: 4人

上伊那郡宮田村5220-7

電 話　0265-85-4816

ポテトサラダ 〒399-4301 定員: 5人

上伊那郡宮田村6613-1

電 話　0265-85-4816

仲町ホーム 〒399-4301 定員: 5人

上伊那郡宮田村3269-1

電 話　0265-85-4816

ライフステージJ宮田 〒399-4301 定員: 3人

（仲町・ポテトサラダ　サテライト） 上伊那郡宮田村6282-5

電 話　0265-85-4816

ライフステージJ下平 〒399-4101 定員: 1人

（ポテトサラダ　サテライト） 駒ケ根市下平788-5

電 話　0265-85-4816
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■共同生活援助（グループホーム）
所在　連絡先 備　　　　考事業所名・施設名

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

グループホーム　光林荘 〒399-4104 グループ施設定員計：6人

駒ヶ根市経塚11-7

事業所番号　2021000027 電 話　0265-81-5016

（特定非営利活動法人　こまネット） ＦＡＸ　0265-81-5016

光林荘 〒399-4104 定員: 6人

駒ヶ根市経塚11-7

電 話　0265-81-5016

駒ヶ根悠生寮　共同生活事業部 〒399-4117 グループ施設定員計：12人

駒ヶ根市赤穂16397-16

事業所番号　2021000043 電 話　0265-83-0611

（社会福祉法人　りんどう信濃会） ＦＡＸ　0266-83-0711

五十鈴の家 〒399-4117 定員: 5人

駒ヶ根市赤穂2373

電 話　0265-83-9875

かしの木の家 〒399-4321 定員: 7人

駒ヶ根市東伊那927-2

電 話　0265-83-5178

特定非営利活動法人　福祉工房オハナ 〒396-0014 グループ施設定員計：21人

伊那市狐島4491-1

事業所番号　2020900037 電 話　0265-95-4965

（特定非営利活動法人福祉工房オハナ） ＦＡＸ　0265-95-4965

セントエクレシア伊那 〒396-0014 定員: 7人

伊那市狐島4491-1

電 話　0265-73-0417

セントエクレシア東春近 〒399-4432 定員: 7人

伊那市東春近9156-1

電 話　0265-98-0547

セントエクレシア御園 〒396-0022 定員: 7人

伊那市御園483-1

電 話　0265-78-5057
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■共同生活援助（グループホーム）
所在　連絡先 備　　　　考事業所名・施設名

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

ほっと上伊那 〒396-0015 グループ施設定員計：121人

伊那市中央4605-22

事業所番号　2022415026 電 話　0265-73-0650

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-73-0651

朝日ヶ丘ホーム 〒399-4432 定員: 4人

伊那市東春近10746-286

電 話　0265-74-9201

いずみ 〒399-4501 定員: 6人

伊那市西箕輪7514-1

電 話　0265-78-2871

いなにしホーム 〒399-4501 定員: 6人

伊那市西箕輪7114-8

電 話　0265-76-3842

新町ホーム 〒396-0021 定員: 5人

伊那市御園23-2

電 話　0265-74-5726

高遠陽だまりホーム 〒396-0215 定員: 6人

伊那市高遠町小原727

電 話　0265-94-2911

西みのわホーム 〒399-4501 定員: 5人

伊那市西箕輪７114-7

電 話　0265-78-1627

まどか 〒396-0015 定員: 5人

伊那市中央5196-5

電 話　0265-78-4721

小城の家 〒399-4101 定員: 5人

駒ヶ根市下平667-5

電 話　0265-81-6532

さやか 〒399-4101 定員: 6人

駒ヶ根市下平745-6

電 話　0265-81-4438

さんさん 〒399-4101 定員: 6人

駒ヶ根市下平5617

電 話　0265-96-7386

せせらぎホーム 〒399-4232 定員: 5人

駒ヶ根市下平2438-1

電 話　0265-83-1277

とことこ 〒399-4101 定員: 6人

駒ヶ根市下平5617

電 話　0265-96-7385

ねむの花 〒399-4117 定員: 6人

駒ヶ根市赤穂11378

電 話　0265-83-1187

のどか 〒399-4101 定員: 5人

駒ヶ根市下平1581-1

電 話　0265-81-6607
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■共同生活援助（グループホーム）
所在　連絡先 備　　　　考事業所名・施設名

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

花みずき 〒399-4117 定員: 7人

駒ヶ根市赤穂3462-1

電 話　0265-83-8881

松崎ホーム 〒399-4101 定員: 4人

駒ヶ根市下平830-11

電 話　0265-83-5899

みやのまえ 〒399-4117 定員: 6人

駒ヶ根市赤穂11307-1

電 話　0265-83-7024

北大出庄屋 〒399-0428 定員: 5人

上伊那郡辰野町伊那富8007-1

電 話　0266-43-2818

平出ホーム 〒399-0422 定員: 5人

上伊那郡辰野町平出大字平出1435-11

電 話　0266-43-0327

みっかまちホーム 〒399-4603 定員: 5人

上伊那郡箕輪町三日町1574

電 話　0265-79-8128

伊沢屋 〒399-4301 定員: 6人

上伊那郡宮田村駒ヶ原4587-2

電 話　0265-85-6162

やまぼうし 〒399-4117 定員: 7人

駒ヶ根市赤穂3462-1

電 話　0265-83-8781

カッサーノ　合同会社 〒399-4432 グループ施設定員計：12人

伊那市東春近6-5　Gフォレスト110号

事業所番号　2020900136 電 話　090-9663-3633

（カッサーノ　合同会社） ＦＡＸ　052-7666-730

グループホーム　フォレストⅠ 〒399-4432 定員：6人

伊那市東春近6-5　Gフォレスト2階

電 話　0265-98-6768

グループホーム　フォレストⅡ 〒399-4432 定員：6人

伊那市東春近6-5　Gフォレスト1階

電 話　0265-98-6768
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■共同生活援助（グループホーム）
所在　連絡先 備　　　　考事業所名・施設名

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

NPO法人　５loaves 〒399-4431 グループ施設定員計：16人

伊那市西春近2212-5

事業所番号　2020900110 電 話　0265-76-3091

（NPO法人　５loaves） 　　　　 080-8730-3379

ＦＡＸ　0265-76-3091

五つのパン　西春近 〒399-4431 定員: 6人

伊那市西春近2212-5

電 話　0265-76-3091

　　　　 080-8730-3379

五つのパン　上穂南 〒399-4114 定員: 5人

駒ケ根市上穂南14-12

電 話　080-8730-3379

五つのパン　駒ヶ根 〒399-4106 定員: 5人

駒ケ根市東町5-26

電 話　080-8730-3379

駒ケ根市社会福祉協議会 〒399-4105 グループ施設定員計：13人

駒ケ根市赤須東2-12

事業所番号　2021000084 電 話　0265-81-8116

（社会福祉法人　駒ヶ根市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-81-8116

グループホーム　ほほえみの家 〒399-4117 定員: 7人

駒ケ根市赤穂14-722

電 話　0265-81-7570

グループホーム　いなほ 〒399-4117 定員: 6人

駒ケ根市赤穂12797-1

電 話　0265-82-5051

合同会社　Symphonic Wave 〒399-4114 グループ施設定員計：5人

駒ヶ根市上穂南12-17

事業所番号　2021000100 電 話　0265-83-6700

（合同会社　Symphonic Wave） ＦＡＸ　0265-83-7938

グループホーム　人燈 〒399-4114 定員：5人　※男性のみ

駒ヶ根市上穂南12-17

電 話　0265-83-6700

ソーシャルインクルーホーム長野箕輪町 〒399-4601 グループ施設定員計：20人

上伊那郡箕輪町大字中箕輪12444-1 　

事業所番号　2022400051 電 話　0265-96-0993

（ソーシャルインクルー　株式会社） ＦＡＸ　0265-96-0997

ソーシャルインクルーホーム長野箕輪町 〒399-4601 定員：20人

上伊那郡箕輪町大字中箕輪12444-1 （男性10人、女性10人）

電 話　0265-96-0993

ＦＡＸ　0265-96-0997

21 



■施設入所
■施設入所

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

障害者支援施設　大萱の里 〒399-4501 入所定員：54名

伊那市西箕輪8038-4

　（特定）事業所番号　2010900104 電 話　0265-76-7151

（社会福祉法人　上伊那福祉協会） ＦＡＸ　0265-76-7152

障害者支援施設　駒ヶ根悠生寮 〒399-4117 入所定員：40名

駒ヶ根市赤穂16397-16

事業所番号　2011000045 電 話　0265-83-0611

（社会福祉法人　りんどう信濃会） ＦＡＸ　0266-83-0711

障害者支援施設　親愛の里松川 〒399-3302 入所定員：40名

下伊那郡松川町生田5015

事業所番号　2012500043 電 話　0265-36-4058

（社会福祉法人　親愛の里） ＦＡＸ　0265-36-4925

西駒郷駒ヶ根支援事業部 〒399-4101 入所定員：93名

駒ヶ根市下平2901-7

事業所番号　2011000060 電 話　0265-82-5271

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-81-1254

西駒郷宮田支援事業部 〒399-4301 入所定員：30名

上伊那郡宮田村5450-188

事業所番号　2012400111 電 話　0265-82-5271

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-81-1254

■自立生活援助
■自立生活援助

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

西駒郷駒ヶ根支援事業部 〒399-4101 営 業 日：月～金

駒ヶ根市下平2901-7 年間休日：土日、祝日、年末年始

事業所番号　2011000177 電 話　0265-82-5271 （但し電話等で24時間連絡可能）

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-81-1254 時　　　間：8：30～17：15

相談支援事業所　naKara 〒399-4301 営 業 日：月～金

上伊那郡宮田村1680-1 年間休日：土日、祝日、年末年始

事業所番号　2012400384 電 話　090-2207-8865 時　　　間：8：30～18：00

（合同会社　KASUGA）

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■短期入所
■短期入所

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

障害者支援施設　大萱の里 〒399-4501 定員：4名

伊那市西箕輪8038-4

　事業所番号　2010900104 電 話　0265-76-7151

（社会福祉法人　上伊那福祉協会） ＦＡＸ　0265-76-7152

宅老所　ひなたぼこ 〒396-0025 空床型のため要相談

基準該当 伊那市荒井3819-11 年間休日：年末年始

事業所番号　2040900033 電 話　0265-77-2101

（特定非営利活動法人　リラの里） ＦＡＸ　0265-77-2102

短期入所まゆっこ 〒399-4501 定員：1名

伊那市西箕輪6650-1

事業所番号　2010900278 電 話　0265-98-8399

（特定非営利活動法人　パンセの会） ＦＡＸ　0265-98-8399

障害者支援施設　駒ヶ根悠生寮 〒399-4117 空床型のため要相談

駒ヶ根市赤穂16397-16 併設型5床

事業所番号　2011000045 電 話　0265-83-0611

（社会福祉法人　りんどう信濃会） ＦＡＸ　0266-83-0711

宅幼老所　あずま家 〒399-4301 空床型のため要相談

基準該当 上伊那郡宮田村7576-8 （利用についてはあずま家登録者に限る）

事業所番号　2092400098 電 話　0265-85-1015

（有限会社　わが家） ＦＡＸ　0265-85-1016

西駒郷駒ヶ根支援事業部 〒399-4101 空床型のため要相談

駒ヶ根市下平2901-7 併設型2床

事業所番号　2011000060 電 話　0265-82-5271

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-81-1254

西駒郷宮田支援事業部 〒399-4301 空床型のため要相談

上伊那郡宮田村5450-188

事業所番号　2012400111 電 話　0265-82-5271

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-81-1254

ほっとジョイブ 〒399-4511 単独型のため要相談

上伊那郡南箕輪村76-1 （利用についてはほっとジョイブ利用者中心）

　事業所番号　2012400343 電 話　0265-96-0795

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-96-0799

短期入所　長野箕輪町 〒399-4601 定員：１名

上伊那郡箕輪町大字中箕輪12444-1

事業所番号　2012400392 電 話　0265-96-0993

（ソーシャルインクルー　株式会社） ＦＡＸ　0265-96-0997

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■短期入所（医療型）
■短期入所（医療型）

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

老人保健施設　はびろの里　　　 〒399-4501 空床型のため要相談

伊那市西箕輪2758-1

事業所番号　2010900286 電 話　0265-77-0105

（上伊那医療生活協同組合） ＦＡＸ　0265-77-0104

上伊那生協病院 〒399-4601 空床型のため要相談

　 上伊那郡箕輪町中箕輪11324

事業所番号　2012400160 電 話　0265-79-8382

（上伊那医療生活協同組合） ＦＡＸ　0265-79-8379

斉藤診療所 〒399-4301 空床型のため要相談

上伊那郡宮田村3598-3

事業所番号　2012400079 電 話　0265-85-4816

（医療法人　斉藤診療所） ＦＡＸ　0265-85-6560

町立辰野病院 〒399-0496 空床型のため要相談

　 上伊那郡辰野町大字辰野1445-5 原則平日の受入れ

事業所番号　2012400129 電 話　0266-41-0238

（辰野町） ＦＡＸ　0266-41-5320

介護老人保健施設　花の道 〒399-4117 定員：1名

駒ケ根市赤穂１６６２１－５ 利用については要相談

事業所番号　2011000169 電 話　0265-81-8171

（医療法人　大和会） ＦＡＸ　0265-81-8113

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■就労移行支援
■就労移行支援

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

おぷしょん 〒396-0022 営 業 日：月～金

伊那市御園734-12 年間休日：日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2010900252 電 話　0265-98-0218 時　　　間：8：30～17：00

（株式会社　暖） ＦＡＸ　0265-98-0298 定　　　員：10名

多機能型支援センターＹｅｒｅｔｔｅ 〒396-0026 営 業 日：月～金

伊那市西町4935-10 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2010900302 電 話　0265-96-0864 時　　　間：9：30～16：00

（一般社団法人　Ｙｅｒｅｔｔｅ） ＦＡＸ　0265-98-8551 定　　　員：6名

おぷしょんα（アルファ） 〒396-4601 営 業 日：月～金

上伊那郡箕輪町大字中箕輪8040-5 年間休日：日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2012400285 電 話　0265-96-7967 時　　　間：8：30～17：00

（株式会社　暖） ＦＡＸ　0265-96-7968 定　　　員：6名

西駒郷宮田支援事業部　わーく宮田 〒399-4301 営 業 日：月～金

上伊那郡宮田村5450-186 年間休日：土日、祝日、年末年始

事業所番号　2012400145 電 話　0265-82-5271 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-81-1254 定　　　員：6名

■就労定着支援
■就労定着支援

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

就労定着支援事業所おぷしょんsp 〒396-0022 営 業 日：月～金

伊那市御園734-12 年間休日：日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2010900252 電 話　0265-98-0218 時　　　間：8：30～17：00

（株式会社　暖） ＦＡＸ　0265-98-0298 定　　　員：20名

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■就労継続支援Ａ型
■就労継続支援Ａ型

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

ハッピークローバー 〒399-4431 営 業 日：月～金（土出勤も有）

伊那市西春近5847-3 年間休日：土日、年末年始、お盆

事業所番号　2010900195 電 話　0265-98-6674 時　　　間：8：30～16：30

（株式会社　ハッピークローバー） ＦＡＸ　0265-98-6684 定　　　員：20名

こころ 〒399-3702 営 業 日：月～金、土（毎月変動）

上伊那郡飯島町飯島2038-1 年間休日：日、年末年始、お盆他

事業所番号　2012400152 電 話　0265-98-8501 時　　　間：9：00～17：00

（株式会社　こころ） ＦＡＸ　0265-98-8502 定　　　員：20名

西駒郷駒ヶ根支援事業部　わーく西駒 〒399-4101 営 業 日：月～金

駒ヶ根市下平2901-13 年間休日：土日、祝日、年末年始

事業所番号　2011000110 電 話　0265-98-7752 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-98-7753 定　　　員：20名

J'sワーク駒ヶ根 〒399-4112 営 業 日：月～日

駒ヶ根市中央8-12　ゴッチャウェルネス駒ケ根 年間休日：毎月第２・４木曜日

事業所番号　2011000219 電 話　0265-98-8658 　　　　　   年末年始

（公益社団法人　青年海外協力協会） ＦＡＸ　0265-98-0838 時　　　間：平      日　　10：00～21：00

　  　　　　 土日・祝日　 10：00～19：00

定　　　員：22名

ひだまり中川 〒399-3802 営 業 日：月～土

上伊那郡中川村片桐1764 年間休日：日、会社が指定する日

事業所番号　2012400350 電 話　0265-98-0746 時　　　間：7：30～17：00

（株式会社　ひだまり） ＦＡＸ　0265-98-0745 　　　　　　 （土　8：00～12：00）

定　　　員：15名

アグリガーデン 〒399-4117 営 業 日：月～金（土出勤も有）

駒ヶ根市赤穂2832-26 年間休日：96日

事業所番号　2011000227 電 話　070-1062-5901 時　　　間：8：30～16：30

（一般社団法人　アグリガーデン） 定　　　員：10名

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■就労継続支援Ｂ型
■就労継続支援Ｂ型

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

アンサンブル伊那 〒399-4501 営 業 日：火～土

（第Ⅰ）事業所番号　2010900021 伊那市西箕輪8077-1 年間休日：日、月、12/31～1/3、お盆

（第Ⅱ）事業所番号　2010900211 電 話　0265-71-8622 時　　　間：8：30～17：30

（社会福祉法人　アンサンブル会） ＦＡＸ　0265-71-8633 定　　　員：第Ⅰ20名、第Ⅱ40名

伊那ゆいま～る 〒396-0015 営 業 日：月～金

伊那市中央4605-22 年間休日：土日、祝日

事業所番号　2010900096 電 話　0265-73-0605 　　　　　　 12/29～1/3、8/13～8/16

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-73-0332 時　　　間：8：30～17：15

定　　　員：20名

インプルーブ 〒399-4431 営 業 日：月～金

伊那市西春近8498-2 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2012400244 電 話　0265-98-9525 時　　　間：9：00～16：00

（一般社団法人　三栄） ＦＡＸ　0265-98-9525 定　　　員：20名

ウィークタイズ 〒396-0014 営 業 日：月～金

伊那市狐島4386-2 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2011000102 電 話　0265-95-4965 時　　　間：9：30～16：00

（特定非営利活動法人　福祉工房オハナ） ＦＡＸ　0265-95-4965 定　　　員：20名

おぷしょん 〒396-0022 営 業 日：月～金

伊那市御園734-12 年間休日：日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2010900252 電 話　0265-98-0218 時　　　間：8：30～17：00

（株式会社　暖） ＦＡＸ　0265-98-0298 定　　　員：10名

就労継続支援B型　案山子 〒399-4431 営 業 日：月～金

伊那市西春近2358-2 ※その他事業所が認めた日

事業所番号　2010900328 電 話　0265-97-1296 年間休日：土日、正月、お盆

 　　　　080-6994-7264 時　　　間：9：00～16：00

（一般社団法人　おもちゃの木） ＦＡＸ　0265-97-1296 定　　　員：20人

信州こころん 〒399-4432 営 業 日：月～金（不定期で土もあり）

伊那市東春近9264-2 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2010900112 電 話　0265-98-7786 時　　　間：9：00～17：00

（有限会社　ブロス広栄） ＦＡＸ　0265-98-7787 定　　　員：20名

生活リハビリサポートいな 〒396-0014 営 業 日：月～金

伊那市狐島3895 年間休日：土日、年末年始、お盆

事業所番号　2010900245 電 話　0265-95-1058 時　　　間：8：30～17：00

（上伊那医療生活協同組合） ＦＡＸ　0265-95-1059 定　　　員：20名

多機能型事業所　さくらの家 〒396-0401 営 業 日：月～金

伊那市長谷非持566 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2010900153 電 話　0265-98-3456 時　　　間：9：00～16：00

（社会福祉法人　伊那市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-98-3456 定　　　員：25名

多機能型事業所　ゆめわーく 〒396-0022 営 業 日：月～金

伊那市御園580 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2010900062 電 話　0265-73-2489 時　　　間：9：00～16：00

（社会福祉法人　伊那市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-76-7406 定　　　員：25名

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■就労継続支援Ｂ型

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

多機能型事業所　 〒396-0023 営 業 日：月～金

輪っこはうす・コスモスの家 伊那市山寺298-1 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2010900146 電 話　0265-76-3390 時　　　間：9：00～16：00

（社会福祉法人　伊那市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-76-3390 定　　　員：30名

はらっぱのレストラン 〒396-0023 営 業 日：火～土

伊那市山寺2002 年間休日：日、月、年末年始、お盆

事業所番号　2010900161 電 話　0265-76-1923 時　　　間：9：00～16：00

（特定非営利活動法人　はらっぱの会） ＦＡＸ　0265-76-1923 定　　　員：20名

アップ☆わ～く 〒399-4511 営 業 日：月～金

上伊那郡南箕輪村5937 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2012400137 電 話　0265-71-5021 時　　　間：9：00～16：00

（一般社団法人　地の会） ＦＡＸ　0265-71-5025 定　　　員：20名

アンサンブル駒ヶ根 〒399-4117 営 業 日：火～土

駒ヶ根市赤穂768-3 年間休日：日、月、12/31～1/3、お盆

事業所番号　2011000193 電 話　0265-96-0743 時　　　間：8：30～17：30

（社会福祉法人　アンサンブル会） ＦＡＸ　0265-96-0746 定　　　員：19名

おぷしょんα（アルファ） 〒396-4601 営 業 日：月～金

上伊那郡箕輪町大字中箕輪8040-5 年間休日：日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2012400285 電 話　0265-96-7967 時　　　間：8：30～17：00

（株式会社　暖） ＦＡＸ　0265-96-7968 定　　　員：14名

就労継続支援Ｂ型事業所モミの木 〒399-4511 営 業 日：月～金

上伊那郡南箕輪村南原8304-70 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2012400319 電 話　0265-98-8011 時　　　間：8：30～17：30

（ＮＰＯ法人　樹） ＦＡＸ　0265-98-8411 定　　　員：20名

障がい者生きがいセンター　ひまわりの家 〒399-4511 営 業 日：月～金

上伊那郡南箕輪村2380-1179 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2012400095 電 話　0265-76-7603 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　南箕輪村社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-76-7609 定　　　員：20名

親愛の里シンフォニー 〒399-4301 営 業 日：月～金

上伊那郡宮田村3306-2 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2012400046 電 話　0265-85-5808 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　親愛の里） ＦＡＸ　0265-85-5808 定　　　員：20名

辰野町障がい者就労支援センター 〒399-0428 営 業 日：月～金

上伊那郡辰野町大字伊那富2680-1 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2012400061 電 話　0266-44-1011 時　　　間：9：00～16：00

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0266-41-5571 定　　　員：20名

ティユール 〒399-4601 営 業 日：月～金（販売は休日の出勤あり）

上伊那郡箕輪町大字中箕輪8188　MK48　1F 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2012400210 電 話　0265-70-6678 時　　　間：9：00～15：30

（株式会社　煌めき） ＦＡＸ　0265-70-6678 定　　　員：20名

西駒郷宮田支援事業部　わーく宮田 〒399-4301 営 業 日：月～金

上伊那郡宮田村5450-186 年間休日：土日、祝日、年末年始

事業所番号　2012400145 電 話　0265-82-5271 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-81-1254 定　　　員：34名
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■就労継続支援Ｂ型

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

ほっとジョイブ 〒399-4511 営 業 日：月～金

上伊那郡南箕輪村76-1 年間休日：土日、祝日、年末年始

　事業所番号　2012405011 電 話　0265-96-0795 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-96-0799 定　　　員：20名

駒ヶ根市障害者就労支援センター伊南桜木園 〒399-4231 営 業 日：月～金

駒ヶ根市中沢2512 年間休日：土日、祝日

　事業所番号　2011000029 電 話　0265-83-7531 　　　　　　 8/13～16、12/29～1/3

（社会福祉法人　駒ケ根市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-96-7150 時　　　間：9：00～16：00

定　　　員：25名

じゃんけんぽん 〒399-4602 営 業 日：月～金

上伊那郡箕輪町東箕輪4970-2 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

　事業所番号　2012400202 電 話　0265-79-9497 時　　　間：9：00～15：00

（長野ウェルファ　株式会社） ＦＡＸ　0265-79-9497 定　　　員：20名

障がい者自立支援センターたんぽぽの家 〒399-4105 営 業 日：月～金

駒ケ根市赤須東2-12 年間休日：土日、祝日

　事業所番号　2011000094 電 話　0265-81-8116 　　　　　　 8/13～16、12/29～1/3

（社会福祉法人　駒ヶ根市社会福祉協議会） ＦＡＸ　0265-81-8116 時　　　間：8：30～17：15

定　　　員：20名

J'sワーク駒ヶ根 〒399-4112 営 業 日：月～金

駒ヶ根市中央8-12　ゴッチャウェルネス駒ケ根 年間休日：土日、祝日、年末年始

　事業所番号　2011000219 電 話　0265-98-0102 時　　　間：8：30～17：15

（公益社団法人　青年海外協力協会） ＦＡＸ　0265-98-0838 定　　　員：10名

ひだまり中川 〒399-3802 営 業 日：月～土

上伊那郡中川村片桐1764 年間休日：日、会社が指定する日

　事業所番号　2012400350 電 話　0265-98-0746 時　　　間：7：30～17：00

（株式会社　ひだまり） ＦＡＸ　0265-98-0745 　　　　　　 （土　8：00～12：00）

定　　　員：15名

五つのパン　カナン 〒399-4117 営 業 日：無休

駒ケ根市赤穂24-391 年間休日：105日間

　事業所番号　2011000144 電 話　0265-83-7521 時　　　間：9：30～16：00

（NPO法人　５loaves） 　　　　 080-8730-3379 定　　　員：20名

ＦＡＸ　0265-83-7521

チャレンジセンター笑顔
　　　　えがお

の時間
　　　　とき

〒399-4511 営 業 日：月～金

上伊那郡南箕輪村大芝原2380-1159 年間休日：土日、祝日

事業所番号　2012400194 電 話　0265-96-7750 　　　　 　　  12/28～1/5、8/１３～8/16

（特定非営利活動法人　やればできる） ＦＡＸ　0265-96-7750 時　　　間：9：00～16：00

定　　　員：20名
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■地域移行支援
■地域移行支援

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

多機能型支援センター　Yerette 〒396-0026 営 業 日：月～金

伊那市西町4935-10 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

　事業所番号　2030900175 電 話　0265-96-0864 時　　　間：9：30～16：00

（一般社団法人　Yerette） ＦＡＸ　0265-98-8551

上伊那圏域障がい者総合支援センターきらりあ 〒399-4511 営 業 日：月～金

上伊那郡南箕輪村6451-1 年間休日：土日、祝日、年末年始

　事業所番号　2031000017 電 話　0265-74-5627 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-74-8661

西駒郷駒ヶ根支援事業部 〒399-4101 営 業 日：月～金

駒ヶ根市下平2901-7 年間休日：土日、祝日、年末年始

事業所番号　2031000033 電 話　0265-8１-6526 （但し電話等で24時間連絡可能）

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-81-6525 時　　　間：8：30～17：15

相談支援事業所　naKara 〒399-4301 営 業 日：月～金

上伊那郡宮田村1680-1 年間休日：土日、祝日、年末年始

事業所番号　2032400216 電 話　090-2207-8865 時　　　間：8：30～18：00

（合同会社　KASUGA）

■地域定着支援
■地域定着支援

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

多機能型支援センター　Yerette 〒396-0026 営 業 日：月～金

伊那市西町4935-10 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

　事業所番号　2030900175 電 話　0265-96-0864 時　　　間：9：30～16：00

（一般社団法人　Yerette） ＦＡＸ　0265-98-8551

上伊那圏域障がい者総合支援センターきらりあ 〒399-4511 営 業 日：月～金

上伊那郡南箕輪村6451-1 年間休日：土日、祝日、年末年始

　事業所番号　2031000017 電 話　0265-74-5627 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-74-8661

西駒郷駒ヶ根支援事業部 〒399-4101 営 業 日：月～金

駒ヶ根市下平2901-7 年間休日：土日、祝日、年末年始

事業所番号　2031000033 電 話　0265-8１-6526 （但し電話等で24時間連絡可能）

（社会福祉法人　長野県社会福祉事業団） ＦＡＸ　0265-81-6525 時　　　間：8：30～17：15

メンタルサポート駒の杜 〒399-4102 営 業 日：月～金

駒ヶ根市飯坂1-17-6 年間休日：土日、祝日、年末年始

事業所番号　2031000058 電 話　080-6995-1639 時　　　間：8：30～17：15（24時間対応）

（NPO法人　メンタルサポート駒の杜） ＦＡＸ　0265-83-0360　 　　　　　

相談支援事業所　naKara 〒399-4301 営 業 日：月～金

上伊那郡宮田村1680-1 年間休日：土日、祝日、年末年始

事業所番号　2032400216 電 話　090-2207-8865 時　　　間：8：30～18：00

（合同会社　KASUGA）

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■児童発達支援
■児童発達支援

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

学習サポートscrumPLUS伊那狐島校 〒396-0014 営 業 日：月～土

伊那市狐島3815 年間休日：日、祝日

事業所番号　2050900253 電 話　0265-96-7381 　　　　　　　8/13～16、12/29～1/3

（株式会社　YAE） ＦＡＸ　0265-96-7382 時　　　間：13：00～19：00

定　　　員：10名

※同一事業所で行われる放課後等デイサービスと合わせて10人

こどもプラス伊那第２ 〒396-0008 営 業 日：月～土

伊那市上の原8435-4 年間休日：日、年末年始、お盆

事業所番号　2050900162 電 話　070-3194-2068 時　　　間：平　　　日 9：30～18：00

（スノーリンク　株式会社） ＦＡＸ 　0265-98-0893 　　　　   　学校休日10：00～17：00

定　　　員：5名

児童発達支援センター　小鳩園 〒396-0023 営 業 日：月～金（祝日除く）

事業所番号　2050900014 伊那市山寺1499-7 年間休日：土日、祝日、12/29～1/3

（重心）事業所番号　2050900030 電 話　0265-72-2576 　　　　　　 3/25～4/4、8/12～16

（伊那市） ＦＡＸ　0265-72-2573 時　　　間：9：00～15：00

定　　　員：45名（うち重心５名）

コペルプラス　ふれあいキッズみのわ教室 〒399-4601 営 業 日：月～日

基準該当 上伊那郡箕輪町中箕輪8944-1 年間休日：GW、お盆、年末年始

事業所番号　2052400187 電 話　0265-96-0185 時　　　間：8：30～17：30

（（福）ふれあい） ＦＡＸ　0265-96-0186 定　　　員：10名

みらいこども南箕輪教室 〒399-4511 営 業 日：月～土

上伊那郡南箕輪村8987-1 年間休日：日、年末年始、お盆

事業所番号　2052400120 電 話　0265-96-0414 時　　　間：平　　　日11：30～15：00

（株式会社　みらい福祉会） ＦＡＸ　0265-96-0415 　　　　   　学校休日  9：30～12：00

定　　　員：10名

多機能事業所　わくわく 〒399-4301 営 業 日：月～金

上伊那郡宮田村3508-8 年間休日：土日、祝日

事業所番号　2052400179 電 話　0265-98-6656 　　　　　　　8/13～15、12/29～1/3

（医療法人　すずらん） ＦＡＸ　0265-98-6685 時　　　間：8：30～18：30

定　　　員：10名

伊南訪問看護ステーション 〒399-4117 営 業 日：月～金

駒ケ根市赤穂3213-1 年間休日：土日、祝日、12/29～1/3

　事業所番号　2051000160 電 話　0265-81-6620 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　伊南福祉会） ＦＡＸ　0265-81-6676 定　　　員：5名

※同一事業所で行われる生活介護、放課後等デイサービスと合わせて5人

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■保育所等訪問支援
■保育所等訪問支援

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

多機能型支援センターＹｅｒｅｔｔｅ 〒396-0026 営 業 日：月～金

伊那市西町4935-10 年間休日：土日、祝日、年末年始、お盆

事業所番号　2050900204 電 話　0265-96-0864 時　　　間：9：30～16：00

（一般社団法人　Ｙｅｒｅｔｔｅ） ＦＡＸ　0265-98-8551 定　　　員：10名

児童発達支援センター　小鳩園 〒396-0023 営 業 日：月～金

伊那市山寺1499-7 年間休日：土日、祝日、年末年始

事業所番号　2050900014 電 話　0265-72-2576 時　　　間：8：30～17：15

（伊那市） ＦＡＸ　0265-72-2573

こどもプラス伊那 〒396-0112 営 業 日：月～金

伊那市前原8268-787 年間休日：土日、8/13～8/16、12/29～1/3

事業所番号　2050900147 電 話　0265-98-7841 時　　　間：10：00～14：00

（スノーリンク　株式会社） ＦＡＸ　0265-98-7847

みらいこども南箕輪教室 〒399-4511 営 業 日：月～金、土祝日（登校園日）

上伊那郡南箕輪村8987-1 年間休日：土祝日（休校園日）、日

事業所番号　2052400120 電 話　0265-96-0414 　　　　　　 年末年始、お盆

（株式会社　みらい福祉会） ＦＡＸ　0265-96-0415 時　　　間：平　　　日11：30～18：00

　　  土祝日（登校園日）　9：30～16：00

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■放課後等デイサービス
■放課後等デイサービス

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

ＡＩＨ心理相談室 〒396-0009 営 業 日：月、水～日

伊那市日影5901-1 年間休日：火、年末年始、お盆

事業所番号　2050900097 電 話　0265-76-6611 時　　　間：平　　　日 16：00～20：00

（一般社団法人　ＡＩＨ心理相談室） ＦＡＸ　0265-76-7883 　　　　　   学校休日　 9：00～18：00

定　　　員：10名

学習サポートscrumPLUS伊那狐島校 〒396-0014 営 業 日：月～土

伊那市狐島3815 年間休日：日、祝日

事業所番号　2050900253 電 話　0265-96-7381 　　　　　　　8/13～16、12/29～1/3

（株式会社　YAE） ＦＡＸ　0265-96-7382 時　　　間：13：00～19：00

定　　　員：10名

※同一事業所で行われる児童発達支援と合わせて10人

こどもプラス伊那 〒396-0112 営 業 日：月～土

伊那市前原8268-787 年間休日：日、年末年始、お盆

事業所番号　2050900147 電 話　0265-98-7841 時　　　間：平　　　日 9：30～18：00

（スノーリンク　株式会社） ＦＡＸ　0265-98-7847 　　　　　   学校休日10：00～17：00

定　　　員：10名

こどもプラス伊那第２ 〒396-0008 営 業 日：月～土

伊那市上の原8435-4 年間休日：日、年末年始、お盆

事業所番号　2050900162 電 話　070-3194-2068 時　　　間：平　　　日 9：30～18：00

（スノーリンク　株式会社） ＦＡＸ　0265-98-0893 　　　　　   学校休日10：00～17：00

定　　　員：10名

放課後等デイサービス　希常 〒399-4501 営 業 日：月～金(必要に応じて土）

伊那市西箕輪7884-1 ※その他事業所が認めた日

事業所番号　2050900238 電 話　0265-95-1412 年間休日：日、8/13～16、12/29～1/4

（一般社団法人　おもちゃの木）  　　　　090-8750-1412 時　　　間：平　　　日15：00～18：30

ＦＡＸ　0265-95-1738 　　　　　   学校休日10：00～16：30

定　　　員：10名

放課後等デイサービス　きらきら福地 〒396-0621 営 業 日：月～土

伊那市富県7658-1 年間休日：日、年末年始、お盆

事業所番号　2050900154 電 話　0265-73-5707 時　　　間：平　　　日15：00～18：00

（株式会社　支援アガピア） ＦＡＸ　0265-76-1341 　　　　　 　学校休日  9：00～17：00

定　　　員：10名

放課後等デイサービス　SALA 〒396-0216 営 業 日：無休

伊那市高遠町下山田727 年間休日：年末年始

事業所番号　2050900246 電 話　0265-94-1130 時　　　間：8：30～17：30

（特定非営利活動法人　SALA） ＦＡＸ　0265-94-1140 定　　　員：10名

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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■放課後等デイサービス

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

みらいこども伊那坂下教室 〒396-0024 営 業 日：月～土、祝日

伊那市坂下3349-1 年間休日：日、年末年始、お盆

事業所番号　2050900220 電 話　0265-98-9177 時　　　間：平　　　日11：30～18：00

（株式会社　みらい福祉会） ＦＡＸ　0265-98-9177 　　　　　   学校休日　9：30～16：00

定　　　員：10名

みらいこども伊那中央教室 〒396-0015 営 業 日：月～土、祝日

伊那市中央5146-1 年間休日：日、年末年始、お盆

事業所番号　2050900212 電 話　0265-98-6375 時　　　間：平　　　日11：30～18：00

（株式会社　みらい福祉会） 　　　　　   学校休日　9：30～16：00

定　　　員：10名

みらいこども伊那御園教室 〒396-0022 営 業 日：月～土、祝日

伊那市御園731-4 年間休日：日、年末年始、お盆

事業所番号　2050900121 電 話　0265-78-8814 時　　　間：平　　　日11：30～18：00

（株式会社　みらい福祉会） ＦＡＸ　0265-78-8820 　　　　　   学校休日　9：30～16：00

定　　　員：10名

キッズサポートいっぽ 〒399-4117 営 業 日：月～金、土（毎月変動）

駒ヶ根市赤穂8663-6 年間休日：日、年末年始、お盆他

事業所番号　2051000137 電 話　0265-96-7305 時　　　間：平　　　日14：00～18：00

（株式会社　こころ） ＦＡＸ　0265-96-7306 　　　　　   学校休日　9：00～17：30

定　　　員：10名

ステージクラブ駒ヶ根 〒399-4116 営 業 日：月～金

基準該当 駒ヶ根市上穂北11-11メゾンホリウチ１F 年間休日：土日、年末年始、お盆

事業所番号　2081000016 電 話　080-6935-8536 時　　　間：9：00～18：00

（アイウェルネス　合同会社） 定　　　員：10名

放課後等デイサービス事業所辰野ＣｏＣｏＣｏｌｏｒ 〒399-0428 営 業 日：月～土

上伊那郡辰野町伊那富家東6266-3 年間休日：日、年末年始、お盆

事業所番号　2052400013 電 話　0266-75-2745 時　　　間：月～金12：00～17：30

（特定非営利活動法人　CｏCｏ） ＦＡＸ　0266-75-2746 　　　　　   　　　土10：00～16：30

定　　　員：10名

放課後等デイサービス　タイム 〒399-4117 営 業 日：月～土

駒ヶ根市赤穂10824 年間休日：日、祝日、GW、年末年始、お盆

事業所番号　2051000152 電 話　0265-98-8581 時　　　間：月、水、金　　 14：00～22：00

（株式会社　シード） ＦＡＸ　0265-98-8582 　　　　　 　   火、木     　　 14：00～19：00

　 　　　　  土、長期休み　 8：30～17：00

定　　　員：10名

みらいこども南箕輪教室 〒399-4511 営 業 日：月～土、祝日

上伊那郡南箕輪村8987-1 年間休日：日、年末年始、お盆

事業所番号　2052400120 電 話　0265-96-0414 時　　　間：平　　　日15：00～18：00

（株式会社　みらい福祉会） ＦＡＸ　0265-96-0415 　　　　　   学校休日12：00～16：00

定　　　員：10名
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■放課後等デイサービス

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）

多機能事業所　わくわく 〒399-4301 営 業 日：月～金

上伊那郡宮田村3508-8 年間休日：土日、祝日

事業所番号　2052400179 電 話　0265-98-6656               8/13～15、12/29～1/3

（医療法人　すずらん） ＦＡＸ　0265-98-6685 時　　　間：8：30～18：30

定　　　員：10名

放課後等デイサービス事業所赤羽CoCoColor 〒399-0424 営 業 日：月～金

上伊那郡辰野町赤羽265-1 年間休日：土日、年末年始、お盆

事業所番号　2052400203 電 話　0266-78-3721 時　　　間：14：00～17：30

（特定非営利活動法人　CoCo） ＦＡＸ　0266-78-3722 定　　　員：10名

プレイハウスつみき 〒399-4601 営 業 日：月～金

上伊那郡箕輪町中箕輪11722-2 年間休日：土日、祝日

事業所番号　2052400211 電 話　0265-98-7584 　　　　　     8/13～16、12/29～1/3

（株式会社　プレイナー） ＦＡＸ　0265-98-7586 時　　　間：14：00～19：00

時　　　間：10：00～16：00

定　　　員：10名

伊南訪問看護ステーション 〒399-4117 営 業 日：月～金

駒ケ根市赤穂3213-1 年間休日：土日、祝日、12/29～1/3

　事業所番号　2051000160 電 話　0265-81-6620 時　　　間：8：30～17：15

（社会福祉法人　伊南福祉会） ＦＡＸ　0265-81-6676 定　　　員：5名

※同一事業所で行われる生活介護、児童発達支援と合わせて5人

ふれあいキッズみのわ教室 〒399-4601 営 業 日：月～日

上伊那郡箕輪町中箕輪8944-1 年間休日：年末年始、GW、お盆

事業所番号　2052400187 電 話　0265-96-0185 　　　　　   計画休業あり

（社会福祉法人　ふれあい） ＦＡＸ　0265-96-0186 時　　　間：8：30～17：30

定　　　員：10名

※同一事業所で行われる児童発達支援と合わせて10人

放課後等デイサービス希常夢組 〒399-4511 営 業 日：月～金(必要に応じて土）

上伊那郡南箕輪村田畑10385 ※その他事業所が認めた日

事業所番号　2052400252 電 話　0265-97-1175 年間休日：日、8/13～16、12/29～1/4

（一般社団法人　おもちゃの木）  　　　　090-9229-1175 ※カレンダーにより変更あり

ＦＡＸ　0265-97-1662 時　　　間：平　　　日15：30～18：30

　　　　　   学校休日10：00～16：30

定　　　員：10名

■共生型放課後等デイサービス
■共生型放課後等デイサービス

事業所名 所在　連絡先 備　　　　考

宅老所　かいご家 〒399-4511 営 業 日：月～金

上伊那郡南箕輪村6413-1 年間休日：日、年末年始

事業所番号　2052400245 電 話　0265-77-0274 時　　　間：9：00～17：00

（有限会社　かいご家） ＦＡＸ　0265-78-1828 定　　　員：16名

※同一事業所で行われる地域密着型通所介護

　共生型生活介護と合わせて16人

（上伊那圏域に所在し、伊那市をサービス提供地域としているものを掲載）
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