
⻑野県所管社会福祉法⼈⼀覧（町村社会福祉協議会を除く）
（令和４年４月１日現在）

番号 圏域 法人番号 法人の名称 フリガナ 郵便番号 主たる事務所の所在地 電話番号 ホームページアドレス 所管課

1 佐久 4100005003793 (福)愛泉会 アイセンカイ 389-0115 北佐久郡軽井沢町追分上の原1607-4 0267-46-2485 http://www.aisenkai.com/ 障がい者支援課

2 佐久 3100005003794 (福)育護会 イクゴカイ 389-0111 北佐久郡軽井沢町大字長倉3725 0267-45-5379 http://www.asamagakuen.jp/ 障がい者支援課

3 佐久 7100005002982 (福)軽井沢会 カルイザワカイ 389-0206 北佐久郡御代田町大字御代田4108-1374 0267-32-2525 https://kirakuen.org/ 介護支援課

4 佐久 3100005003613 (福)小諸青葉福祉会 コモロアオバフクシカイ 384-0055 小諸市大字柏木1328 0267-23-9515 http://www.yamabiko.or.jp 障がい者支援課

5 佐久 4100005003372 (福)佐久平福祉会 サクダイラフクシカイ 385-0021 佐久市長土呂158-1 0267-66-7010 http://skdf.jp/ 介護支援課

6 佐久 5100005003371 (福)山栄会 サンエイカイ 385-0026 佐久市常田字東池下77-1 0267-67-7654 http://www.carehause-sakudaira.com 介護支援課

7 佐久 8100005002998 (福)しらかばの会 シラカバノカイ 384-2303 北佐久郡立科町大字塩沢333-1 0267-56-1802 http://www.janis.or.jp/users/bdh20aab 障がい者支援課

8 佐久 7100005003923 (福)蒲公英 タンポポ 389-0202 北佐久郡御代田町大字草越1173-1786 0267-32-5396 http://www.miyotatanpopo.ed.jp/ こども・家庭課

9 佐久 6100005003651 (福)七草会 ナナクサカイ 384-0041 小諸市大字菱平字西丸山187 0267-22-3844 http://members.ctknet.ne.jp/nanakusahp/nanakusa.html 障がい者支援課

10 佐久 5100005011036 (福)ハートフルケアたてしな ハートフルケアタテシナ 384-2305 北佐久郡立科町大字芦田720-1 0267-56-1955 http://www.hc-tateshina.jp/ 介護支援課

11 佐久 5100005003792 (福)法延会 ホウエンカイ 389-0115 北佐久郡軽井沢町大字追分1710-1 0267-46-8231 http://www.karuizawa-seizanso.com/ 介護支援課

12 佐久 9100005003616 (福)ロングライフ・小諸 ロングライフコモロ 384-0045 小諸市大字滝原257-6 0267-24-5111 https://kikunosono.or.jp/ 介護支援課

13 上小 6100005004336 (福)上田明照会 ウエダメイショウカイ 386-0011 上田市中央北2-7-3 0268-27-6633 http://ueda-meishoukai.or.jp 障がい者支援課

14 上小 7100005004426 (福)敬老園 ケイロウエン 386-0027 上田市常盤城2256-1 0268-28-1170 http://www.keiroen.or.jp/ 介護支援課

15 上小 7100005004351 (福)大樹会 ダイジユカイ 386-1601 小県郡青木村大字田沢3402-1 0268-49-1111 http://daijukai.or.jp/ 介護支援課

16 上小 4100005004602 (福)依田窪福祉会 ヨダクボフクシカイ 386-0503 上田市下武石776-1 0268-85-2202 http://www.yodakubofukushikai.jp/ 介護支援課

17 上小 8170005006357 （福）寿翔永会 コトブキショウエイカイ 386-0005 上田市古里2055-9 0268-25-0001 http://www.kotobukishoei.com/ こども・家庭課

18 上小 4100005004346 (福)若竹会 ワカタケカイ 386-0041 上田市秋和864-3 0267-28-8820 http://www11.ueda.ne.jp/~akiwahoikuen/ こども・家庭課

19 諏訪 1100005011601 (福)エリア創星会 エリアソウセイカイ 394-0027 岡谷市中央町3-5-5 0266-78-7611 http://www.area-star.jp 障がい者支援課

20 諏訪 1100005008440 (福)共立福祉会 キヨウリツフクシカイ 394-0048 岡谷市川岸上4-3-7 0266-22-2236 http://www.lcv.ne.jp/~ghtakao/ 介護支援課

21 諏訪 9100005008169 (福)この街福祉会 コノマチフクシカイ 391-0012 茅野市金沢御狩野5771-4 0266-70-0532 http://www.konomachi.or.jp/ 障がい者支援課

22 諏訪 7100005008170 (福)こまくさ福祉会 コマクサフクシカイ 391-0001 茅野市ちの3000-１ 0266-82-7500 https://www.komakusa.or.jp/ 介護支援課

23 諏訪 7100005008501 (福)信濃医療福祉センター シナノイリヨウフクシセンター 393-0093 諏訪郡下諏訪町社字花田6525-1 0266-27-8414 http://www.shinano-iryo.jp/ 障がい者支援課

24 諏訪 3100005007861 (福)聖母の会 セイボノカイ 392-0131 諏訪市湖南4894番地1 0266-57-2131 https://www.seibonokai.com 介護支援課

25 諏訪 8100005008442 (福)清明会 セイメイカイ 394-0034 岡谷市湖畔1-18-19 0266-24-2515 http://www.shirakabaen.or.jp 障がい者支援課

26 諏訪 6100005008444 (福)つばさ福祉会 ツバサフクシカイ 394-0004 岡谷市神明町4-11-14 0266-22-5874 http://park22.wakwak.com/~kibou-tsubasa414/ 障がい者支援課

27 諏訪 7100005008443 (福)つるみね福祉会 ツルミネフクシカイ 394-0048 岡谷市川岸上4-12-51 0266-22-2574 https://www.tsutsuji.or.jp/ こども・家庭課

28 諏訪 5100005010681 (福)ひなたぼっこ ヒナタボツコ 399-0211 諏訪郡富士見町富士見11650-1 0266-61-2335 http://www.hinatabokko.net/ 介護支援課

29 諏訪 5100005008445 (福)ひまわり会 ヒマワリカイ 394-0081 岡谷市長地権現町二丁目8番30号 0266-27-2816 こども・家庭課

30 諏訪 7100005008294 (福)誠心会 マゴコロカイ 391-0100 諏訪郡原村10377-2 0266-72-8300 http://www.iriss.or.jp/ 介護支援課

31 上伊那 8100005010381 (福)音葉会 オトハカイ 399-0428 上伊那郡辰野町大字伊那富6333-2 0266-78-8503 https://flat-tatsuno.wixsite.com/otohakai 介護支援課

32 上伊那 1100005008878 (福)上伊那福祉協会 カミイナフクシキョウカイ 396-0111 伊那市美篶7164-1 0265-77-0350 http://kamifuku.jp/ 介護支援課

33 上伊那 8100005009168 (福)しなのさわやか福祉会 シナノサワヤカフクシカイ 399-4301 上伊那郡宮田村4804-1 0265-84-1311 http://s-sawayaka.or.jp/ 介護支援課

34 上伊那 5100005009170 (福)日本聴導犬協会 ニホンチョウドウケンキョウカイ 399-4301 上伊那郡宮田村7030-1 0265-85-4615 http://www.hearingdog.or.jp 障がい者支援課

35 上伊那 2100005010461 (福)ふれあい フレアイ 399-4511 上伊那郡南箕輪村1634-349 0265-76-2020 http://m-hureai.or.jp/ 介護支援課

36 上伊那 9100005009167 (福)麦の家 ムギノイエ 399-3801 上伊那郡中川村大草4559 0265-88-4069 http://muginoie.or.jp/ 介護支援課

37 上伊那 6100005009161 (福)りんどう信濃会 リンドウシナノカイ 399-4117 駒ヶ根市赤穂太田切16398-152 0265-82-4435 http://www.rindousinanokai.jp/ 障がい者支援課

38 下伊那 6100005010012 (福)アンサンブル会 アンサンブルカイ 399-3303 下伊那郡松川町元大島1339-1 0265-34-0226 http://ws-ensemble.com/ 障がい者支援課

39 下伊那 9100005009431 (福)萱垣会 カヤガキカイ 395-0805 飯田市鼎一色551 0265-22-1368 http://kayagakikai.or.jp/ 介護支援課

40 下伊那 4100005009972 (福)サンあなん サンアナン 399-1501 下伊那郡阿南町北條413 0260-22-2171 http://business3.plala.or.jp/anansou1/ 介護支援課

41 下伊那 7100005010011 (福)信濃こぶし会 シナノコブシカイ 399-3202 下伊那郡豊丘村神稲4026-1 0265-35-8511 http://kobushikai.or.jp 障がい者支援課

42 下伊那 8100005009440 (福)下伊那社会福祉会 シモイナシヤカイフクシカイ 395-0034 飯田市追手町2丁目678 0265-22-0432 http://achion.com/ 障がい者支援課

43 下伊那 3100005010007 (福)白百合福祉会 シラユリフクシカイ 399-3102 下伊那郡高森町吉田210 0265-35-6771 http://www.ans.co.jp/n/yoshidagawara/ こども・家庭課

44 下伊那 8100005010010 (福)親愛の里 シンアイノサト 399-3303 下伊那郡松川町元大島1593-1 0265-34-7120 http://shin-ai1996.org/ 障がい者支援課

45 下伊那 5100005010013 (福)林の杜 ハヤシノモリ 399-3202 下伊那郡豊丘村神稲4176 0265-35-1870 www.hayashi-mori.or.jp 介護支援課

46 下伊那 3100005010477 (福)ひだまりの郷あなん ヒダマリノサトアナン 399-1501 下伊那郡阿南町北條1580 0260-22-2100 http://anan-gakuen.jimdo.com/ 障がい者支援課

47 下伊那 8100005009928 (福)ぽけっと ポケット 395-0075 飯田市白山通り1-310-1 0265-21-6212 http://kaigo-pocket.jimdo.com/?utm_source=kd 介護支援課

48 下伊那 9100005011024 (福)まどか マドカ 399-3105 下伊那郡高森町牛牧1968-15 0265-48-6668 http://grandosmaile.madokakai.jp/ 介護支援課

49 下伊那 2100005010271 (福)夢のつばさ ユメノツバサ 395-0301 下伊那郡阿智村大字春日3291-4 0265-43-3737 http://www.yume-tsubasa.com 障がい者支援課

50 木曽 1100005007715 (福)開田福祉会 カイダフクシカイ 397-0302 長野県木曽郡木曽町開田高原西野5227-100 0264-44-1470 http://kaidanosato.kisoji.kiso.nagano.jp/ 介護支援課

51 木曽 9100005007550 (福)木曽社会福祉事業協会 キソシヤカイフクシジギヨウキヨウカイ 399-5608 木曽郡上松町大字荻原1460 0264-52-2298 http://kisoshaji.net/ こども・家庭課

52 松本 5100005006408 (福)協立福祉会 キヨウリツフクシカイ 399-8204 安曇野市豊科高家5285-11 0263-71-2300 http://www.kyouritsu-fukushikai.com/ 介護支援課

53 松本 1100005006295 (福)恵和会 ケイワカイ 399-0021 松本市大字寿豊丘749-3 0263-51-1128 http://www.komakusa-nomura.jp/ 介護支援課

54 松本 2100005006443 (福)孝明 コウメイ 399-7104 安曇野市明科七貴3681 0263-62-5880 http://www.koumei.or.jp/ 介護支援課

55 松本 9100005005612 (福)信州福祉会 シンシユウフクシカイ 399-0038 松本市小屋南1-8-10 0263-58-1229 https://shingakukai.or.jp/ こども・家庭課
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56 松本 2100005006402 (福)誠心福祉協会 セイシンフクシキョウカイ 399-8103 安曇野市三郷小倉2685-1 0263-77-5871 http://kousenen.jp 障がい者支援課

57 松本 5100005005624 (福)中信社会福祉協会 チユウシンシヤカイフクシキヨウカイ 390-1702 松本市梓川2288-3 0263-78-7203 http://chushin-sws.jp 障がい者支援課

58 松本 3100005005618 (福)長野県視覚障害者福祉協会 ナガノケンシカクシヨウガイシヤフクシキヨウカイ 390-0802 松本市旭２-11-39 0263-32-5632 http://naganoken-shisyokyo.or.jp/ 障がい者支援課

59 松本 7100005006406 (福)七つの鐘 ナナツノカネ 399-8103 安曇野市三郷小倉6079-1 0263-77-8800 http://nanatsunokane.or.jp/ 介護支援課

60 松本 7100005006752 (福)平成会 ヘイセイカイ 399-6461 塩尻市宗賀1298-92 0263-51-6610 http://www.heisei-kai.jp/ 介護支援課

61 松本 8100005006198 (福)松本ハイランド マツモトハイランド 390-1242 松本市和田2240-33 0263-40-3377 http://yumenosato.info/ 介護支援課

62 松本 7100005005614 (福)松本福祉会 マツモトフクシカイ 390-0846 松本市南原2-11-5 0263-27-3377 http://park12.wakwak.com/~yayoi_hoikuen/ こども・家庭課

63 松本 9100005007063 (福)山の子会 ヤマノコカイ 390-0221 松本市里山辺3728-3 0263-36-7711 http://www.yamanoko.sakura.ne.jp/ こども・家庭課

64 松本 7100005010789 (福)みのむし学園 ミノムシガクエン 399-0701 塩尻市広丘吉田498番地２ 0263-58-4326 http://www.yoshida-kindergarten.ac.jp/hoikuen/ こども・家庭課

65 北安 1100005007351 (福)幸充 コウシユウ 399-8602 北安曇郡池田町会染1498-1 0261-61-1818 http://koushu-nagano.jp/ 介護支援課

66 北安 2100005007350 (福)信濃の郷 シナノノサト 399-8603 北安曇郡池田町大字中鵜3080 0261-62-6741 http://shinano-sato.jp 障がい者支援課

67 北安 7100005007346 (福)大北社会福祉事業協会 ダイホクシヤカイフクシジギヨウキヨウカイ 398-0002 大町市大字大町1058-33 0261-22-0320 http://daihoku-nagano.jp/ 地域福祉課

68 北安 2100005011996 （福）北アルプスの風 キタアルプスノカゼ 398-0002 大町市大町3504-13 0261-29-6515 http://www.kita-alps.org/corp 介護支援課

69 長野 1100005010727 (福)えがお エガオ 381-0209 上高井郡小布施町大字中松701-1 026-247-6781 https://egaoobuse.com 介護支援課

70 長野 5100005001656 (福)おらが会 オラガカイ 389-1305 上水内郡信濃町大字柏原350 026-255-6600 https://oragakai.jp/ 介護支援課

71 長野 7100005002363 (福)くりのみ園 クリノミエン 381-0208 上高井郡小布施町大字都住1238-2 026-247-6330 http://kurinomien.com/ 障がい者支援課

72 長野 7100005002231 (福)廣望会 コウボウカイ 389-0102 長野市若穂保科字中道南3654 026-268-5220 http://www.grn.janis.or.jp/~coco-net/ 障がい者支援課

73 長野 9100005004853 (福)坂城福祉会 サカキフクシカイ 389-0601 埴科郡坂城町大字坂城9086-1 0268-82-0294 http://www.sakakifukushikai.or.jp/ 介護支援課

74 長野 5100005002803 (福)しあわせ シアワセ 389-0016 千曲市寂蒔410-1 026-274-3485 http://siawase.or.jp 障がい者支援課

75 長野 3100005001682 (福)ジェイエー長野会 ジエイエーナガノカイ 380-0826 長野市大字南長野北石堂町1177-3 026-223-0533 http://www.ja-naganokai.or.jp/ 介護支援課

76 長野 1100005002749 (福)大志会 タイシカイ 387-0005 千曲市大字森字青田1024-3 026-272-7700 http://taishikai.or.jp/ 介護支援課

77 長野 9100005002171 (福)暖家 ダンケ 380-0928 長野市若里2-10-1 026-226-9485 http://hi-danke.com/ 介護支援課

78 長野 6100005001713 (福)長野いのちの電話 ナガノイノチノデンワ 380-0921 長野市大字栗田857-1 026-225-1000 http://www.naganolifeline.com/ 保健・疾病対策課

79 長野 6100005001688 (福)長野県共同募金会 ナガノケンキヨウドウボキンカイ 380-0871 長野市大字西長野字加茂北143-8 026-234-6813 http://akaihane-nagano.sakura.ne.jp/ 健康福祉政策課

80 長野 3100005001690 (福)長野県社会福祉協議会 ナガノケンシヤカイフクシキヨウギカイ 380-0928 長野市中御所岡田98-1 026-228-4244 http://www.nsyakyo.or.jp/ 地域福祉課

81 長野 1100005001692 (福)長野県社会福祉事業団 ナガノケンシヤカイフクシジギヨウダン 381-0034 長野市高田364番地1 026-228-0337 https://nagano-swc.com/ 障がい者支援課

82 長野 8100005001694 (福)長野県身体障害者福祉協会 ナガノケンシンタイシヨウガイシヤフクシキヨウカイ 380-0936 長野市中御所岡田98-1 長野県長野保健福祉事務所内 026-228-0317 https://nagasin.sakura.ne.jp/ 障がい者支援課

83 長野 4100005002077 (福)長野県知的障害者育成会 ナガノケンチテキシヨウガイシヤイクセイカイ 380-0936 長野市中御所岡田98-1 長野県長野保健福祉事務所内 026-219-3925 http://ikuseikai-nagano.jp/ 障がい者支援課

84 長野 7100005001712 (福)長野県聴覚障害者協会 ナガノケンチヨウカクシヨウガイシヤキヨウカイ 381-0008 長野市大字下駒沢586 026-295-3612 https://www.33nagano.com/ 障がい者支援課

85 長野 9100005001710 (福)ハイネスライフ ハイネスライフ 381-0016 長野市大字南堀3-1 026-215-1212 http://highness-life.com/ 介護支援課

86 長野 8100005001711 (福)博悠会 ハクユウカイ 381-0201 上高井郡小布施町小布施10-20 026-247-7288 http://www.hakuyukai.com/ 介護支援課

87 長野 7100005001704 (福)睦会 ムツミカイ 388-8019 長野市篠ノ井杵淵字新田前213-4 026-293-2600 https://m-yasuragi.com/ 介護支援課

88 長野 7100005002578 (福)夢工房福祉会 ユメコウボウフクシカイ 382-0054 須坂市大字高梨343-1 026-214-3531 https://yumefukushi.com/ 障がい者支援課

89 長野 3100005001658 (福)林檎の里 リンゴノサト 389-1201 上水内郡飯綱町大字芋川6013-6 026-253-1299 http://www.ringonosato.or.jp/ 障がい者支援課

90 長野 8100005007774 (福)りんどう会 リンドウカイ 382-0831 上高井郡高山村大字高井2906-4 026-248-7716 こども・家庭課

91 長野 3100005007011 (福)芹田福祉サービス セリタフクシサービス 380-0821 長野市大字鶴賀字鍋屋田1381-3 026-233-5011 https://www.serita-fukushi.or.jp/ 介護支援課

92 北信 9100005004977 (福)高水福祉会 コウスイフクシカイ 383-0002 中野市大字田上322 0269-34-6120 http://www.ko-sui.com 障がい者支援課

93 北信 1100005005520 (福)にこにこ会 ニコニコカイ 381-0401 下高井郡山ノ内町大字平隠2926-33 0269-33-0545 介護支援課

94 北信 6100005011316 （福）みゆき福祉会 ミユキフクシカイ 389-2301 下高井郡木島平村穂高3115-1 0269-82-2980 http://miyuki-f.or.jp/ 介護支援課
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