
事業所番号 指定事業者名 実施施設名称 郵便番号 住所2 電話番号 現行 通所Ａ

2090500162 万民デイサービスみつばさ グループホームみつばさ 399-2221 飯田市龍江4510番地01 48-5460 ◎半日

2070501586 万民デイサービスみつばさ 万民デイサービスみつばさ 395-0806 飯田市鼎上山3800番地5 56-9288 ○ ◎半日

2070501917 有限会社わくわく オレンジ 395-0077 飯田市松尾寺所6984番地1 53-4335 ○ ○半日

2070500349 社会福祉法人飯田市社会福祉協議会 飯田市竜東デイサービスセンター 399-2603 飯田市下久堅知久平123番地 29-8189 ○ ◎半日

2070500323 社会福祉法人飯田市社会福祉協議会 飯田市いいだデイサービスセンター 395-0024 飯田市東栄町3171番地1 56-7571 ○ ◎半日

2070500331 社会福祉法人飯田市社会福祉協議会 飯田市北部デイサービスセンター 395-0004 飯田市上郷黒田2112番地1 53-8155 ○ ◎半日

2072500859 社会福祉法人飯田市社会福祉協議会 飯田市南信濃デイサービスセンター 399-1313 飯田市南信濃和田1550番地 0260-34-2106 ○ ◎

2070501362 社会福祉法人飯田市社会福祉協議会 飯田市竜東知久平デイサービスセンター 399-2603 飯田市下久堅知久平781番地 29-6117 ○ ◎半日

20A0500037 社会福祉法人ジェイエー長野会 介護センターあぐり 395-0801 飯田市鼎中平2009番地5 56-8525 ○半日

2070500901 特定非営利活動法人福祉ネットワーク花の木 特定非営利活動法人福祉ネットワーク花の木 395-0077 飯田市丸山町1丁目8番地2 52-5870 ○ ○半日

20A0500011 有限会社関口接骨院福祉サービス 関口接骨院 395-0803 飯田市鼎下山685番地 22-9111 ○半日

20A0500029 有限会社関口接骨院福祉サービス やわら接骨院 395-0807 飯田市鼎切石4357番地1 52-5399 ○半日

2070501461 株式会社なみき 堀端デイサービスセンター 395-0031 飯田市銀座3丁目7番地 22-8010 ○ ◎

2070501206 社会福祉法人ゆいの里 かわじデイサービス 399-2431 飯田市川路3467番地2 27-5022 ○ ◎半日

2070500356 社会福祉法人飯田市社会福祉協議会 飯田市上郷デイサービスセンター 395-0002 飯田市上郷飯沼2212番地1 53-4811 ○ ◎半日

2070500950 有限会社関口接骨院福祉サービス 下山デイサービスゆったりホーム 395-0803 飯田市鼎下山685番地 22-3555 ○ ◎

2070501321 有限会社関口接骨院福祉サービス 切石デイサービスやわら機能訓練ホーム 395-0807 飯田市鼎切石4357番地2 52-5123 ○ ○半日

2070501958 特定非営利活動法人わだの家 飯田市上村デイサービスセンター 399-1403 飯田市上村844番地1 0260-36-2835 ○ ◎

2070501487 社会福祉法人萱垣会 デイサービスセンター四季 395-0812 飯田市松尾代田910番地1 52-5511 ○ ◎

2070500380 社会福祉法人萱垣会 飯田市かなえデイサービスセンター 395-0805 飯田市鼎一色551番地 53-4466 ○ ◎

2070501925 輸入石油株式会社 ＬＥＴ'ｓ倶楽部桜町 395-0014 飯田市桜町2丁目47番地1 49-8237 ○ ○半日

2070500976 特定非営利活動法人あやめ 川路宅老所さろんあやめ 399-2431 飯田市川路2682番地 48-0223 ○ ◎

2070501818 株式会社タハラ なの花 395-0063 飯田市羽場町2丁目13番地16 49-8722 ○ ◎半日

2070500729 特定非営利活動法人グループかけはし 宅老所かけはし 395-0004 飯田市上郷黒田2763番地1 53-3800 ○ ◎

2070501503 社会福祉法人ゆいの里 デイサービスセンター田中の家 399-2221 飯田市龍江3283番地1 27-4610 ○ ◎半日

2072501477 特定非営利活動法人どんつく どんつくデイサービスセンター 399-3201 下伊那郡豊丘村大字河野431番地 48-6677 ○ ◎

2072501329 特定非営利活動法人嵯峨 ケアコミュニティこころ 399-3301 下伊那郡松川町上片桐3373番地1 37-1172 ○ ◎半日

2072500875 有限会社ケアテック デイサービスセンターさくら 399-3301 下伊那郡松川町上片桐3385番地1 37-1152 ○ ◎半日

2070501883 特定非営利活動法人ひなた 共生ホームひなたぼっこ 395-0804 飯田市鼎名古熊1711番地 48-6069 ○ ◎

2070501024 社会福祉法人阿南町社会福祉協議会 デイサービスセンター杜のおんがっかい 399-2432 飯田市下瀬242番地5 27-5105 ○ ◎

2070501164 特定非営利活動法人中国帰国者等のための介護・福祉の会ニイハオ 宅老所ふれあい街道ニイハオ 395-0807 飯田市鼎切石4080番地1 24-2180 ○ ◎半日

2070501412 特定非営利活動法人ひだまり 宅老所ひだまり 399-2561 飯田市駄科1046番地3 26-8782 ○ ◎

2070501800 特定非営利活動法人あやめ 三穂宅老所さろんまめだに 399-2434 飯田市伊豆木3841番地1 48-6510 ○ ◎

2070501990 有限会社伊那建工 デイサービスあんじゃない 395-0244 飯田市山本3120番地1 49-0787 ○ ◎半日

2070501768 特定非営利活動法人おいなんよ 宅老所おおせぎ別家 395-0157 飯田市大瀬木1108番地 25-0180 ◎

2070501495 株式会社たまゆら デイサービスセンターたまゆらの丘 395-0151 飯田市北方3406番地1 48-0121 ○ ○半日

2070500752 株式会社たまゆら デイサービスセンターたまゆら 395-0151 飯田市北方2688番地2 28-2885 ○ ◎

2070501479 株式会社ぬくもり 宅老所　ぬくもり 395-0244 飯田市山本6722番地151 58-2280 ○ ○半日

2070501933 ライフフォース信州合同会社 ソーシャルサービスチームふくろう 395-0077 飯田市丸山町4丁目5529番地11 55-3069 ○ ○

2090500170 特定非営利活動法人共に歩む会 羽場赤坂デイ 395-0066 飯田市羽場赤坂2021番地50 52-2446 ◎半日

◎入浴あり


