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児童発達支援/放課後等デイサービス

日中一時支援

施設入所支援

重度障害者等包括支援

短期入所（ショートスティ）

共同生活援助（グループホーム）

自立訓練/就労移行支援/就労継続支援

生活介護（デイサービス）

平成30年6月1日時点

安 曇 野 市

（松本広域圏　松本市、塩尻市、東筑摩郡、安曇野市） 
（隣接市町村　松川村、池田町、大町市)

○安曇野市を通常の事業実施地域としている事業所
 　又は松本広域圏内及び隣接市町村の事業所を掲載

訪問看護

精神デイケア

移動支援

視覚障害者福祉センタ－/盲人ホーム

訪問入浴

相談支援事業所

居宅介護/重度訪問介護/行動援護/同行援護

地域活動支援センタ－

療養介護

●障がい者福祉サービス等事業所一覧●



事業所名 所在地 電話番号 設置主体
指定
特定

障害
児

一般

相談支援センターぶれす 安曇野市豊科4160-1
72-3331

(F)72-9130
(福)安曇野市
社会福祉協議会

○ ○ ○

相談支援センターらんぷ 安曇野市豊科南穂高817-1
72-2023

(F)72-7633
(福)安曇野福祉協会 ○ ○

ＮＰＯ法人あづみ野 安曇野市豊科1826-13 88-3955(F) NPO法人　あづみ野 ○ ○

相談支援センター　和(なごみ)
(休止中）

安曇野市豊科5179-1 72-2884 (有）システムプラスワン ○

サンクス相談支援事業所 安曇野市穂高5006-20 88-6855
サンクスクリエーション

合同会社
○ ○

穂高悠生寮 安曇野市穂高牧1840-2 83-4728 (福)りんどう信濃会 ○ ○

相談支援事業所　日和 安曇野市穂高北穂高119-3
090-1829-

8520
(株)言の葉 ○

相談支援事業所まがりっと 安曇野市三郷温2193-1
88-6344

(F)88-6991
NPO法人

コンプタ・キュリア
○ ○

障害者支援施設　幸泉園 安曇野市三郷小倉2685-1
 77-5871

(F)77-5854
(社)誠心福祉協会 ○

障害者相談支援センター
燦メンタルクラブ

松本市城西1-9-2 39-4624 (医)城西医療財団 ○ ○

ＮＰＯ法人
ハートラインまつもと

松本市寿北7-23-17 86-8010
NPO法人

ハートラインまつもと
○ ○

障害者相談支援センター
ライフアシスト

松本市寿豊丘642-1 88-5252 (福)アルプス福祉会 ○ ○

障害者相談支援センター
中信

松本市梓川梓2288-3　梓川支所２F 78-6203 (福)中信社会福祉協会 ○ ○

障害者相談支援センター
あいほっと

松本市刈谷原町759-1 26-2970 (福)信濃友愛会 ○ ○

ＮＰＯ法人　結いの街 松本市笹部2丁目6番60-5号
25-0588

(F)25-0587
NPO法人　結いの街 ○ ○ ○

障害者相談支援センター
ぴあねっと・まつもと

松本市双葉4-16 27-7211 (社)ぴあねっと ○ ○

障害者相談支援センター
エルサポートパノラマ

松本市沢村1‐10‐9 35-0811
(福)長野県

知的障害者育成会
○

障害者相談支援センター　ドリーム 松本市神林5611-4 86-8812
(福)長野県

知的障害者育成会
○ ○

相談支援事業所　ステップ 松本市中山2057-17 080-6934-2139
NPO法人

グループホーム夢ハウス
城山の会

○ ○

松本ひよこ 松本市島内863-1 47-6916
(福)長野県社会福祉事業

団
○ ○ ○

指定特定相談支援事業所すみれ 松本市村井町西2-15-3 88-6328 (医)芳州会 ○

ケ・セラ社会福祉士事務所 松本市出川町12-30 88-5616(F) NPO法人　ケ・セラ ○ ○

相談支援事業所　ホープ 松本市大字今井1535 50-3552
NPO法人

就労センターホープ
○ ○

●市外局番は　０２６３
●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

１ 相談支援事業所

1．相談支援事業所-2



事業所名 所在地 電話番号 設置主体
指定
特定

障害
児

一般

●市外局番は　０２６３
●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

１ 相談支援事業所

障がい者地域サポート
センター さんぽ

松本市波田10212-1 31-0883
NPO法人

ローカル・コミュニテイ
○ ○

相談支援センター　にじ 松本市双葉4-16 28-7855
(福)松本市社会福祉協議

会
○ ○

相談支援センター　らいふ 松本市出川2-24-14 25-8690 NPO法人　未来の風 ○ ○

ひかり相談支援事業所 松本市波田6908-1 92-6902
NPO法人

ｼｪｲｸﾊﾝｽﾞひかり
○ ○

相談支援事業所「こだま」 松本市寿豊丘811 58-3121 中信松本病院 ○ ○

相談支援センター　あすなろ 松本市双葉19-2 87-1776 (医)深聖会 ○

相談支援センター　みらい 松本市南松本1-7-8 31-0950 (医)深聖会 ○

相談支援センター　ふっとわーく 松本市渚2-1-7 50-6286
NPOワークス＆コミュニ

ケーションズ
○

指定特定（障害児）相談支援事業所

すみれの丘
塩尻市広丘野村1788-86 54-3114 (福)塩尻市社会福祉協議会 ○ ○

障がい者相談支援事業所
クローバー

塩尻市広丘野村2210ﾃﾅﾝﾄ大空203 50-5161 （株）ウィッシュ ○ ○

特定非営利活動法人ＣｏＣｏ
塩尻事業所

塩尻市片丘11139-1 50-9339 NPO法人　ＣｏＣｏ ○ ○

相談支援事業所てくてく 塩尻市広丘野村962-8 87-0700 NPO法人　てくてく ○ ○ ○

つくしんぼ 塩尻市大門六番町4-35 51-6393 NPO法人　春の小川 ○ ○

相談支援事業所はちもり 東筑摩郡朝日村古見3605-1 99-4055
NPO法人

レスパイトケアはちもり
○ ○

障がい者相談支援センター
ちくほっくる

東筑摩郡筑北村西条3508 66-0150 (福)筑北村社会福祉協議会 ○ ○

相談支援センターしらかば 池田町会染6750-1 080-8497-9928 (福)信濃の郷 ○ ○ ○

メンタルケアセンターあづみ
相談支援事業所

池田町池田3169-1
（0261）
62-9830

長野県厚生農業協同組合連合会 ○ ○

いけだ社協特定相談支援事業所 池田町池田2005-1
（0261）
62-9544

(福)池田町社会福祉協議会 ○ ○

大町市社会福祉協議会
相談支援センター

大町市大町1129
（0261）
22-1501

(福)大町市社会福祉協議会 ○ ○

てとてと相談支援センター 大町市常盤5970
（0261）
23-2822

NPO法人　なかまと ○ ○

がんばりやさん相談支援事業所 大町市大町2531-14
（0261）
85-0612

NPO法人
北アルプスの風

○ ○

NPO法人キッズウィル
相談支援事業所

大町市大町1275-3
（0261）
85-2440

NPO法人キッズウィル ○ ○

なないろ相談支援事業所 大町市常盤3486-403
（0261）
23-6566

（株）なないろ ○ ○

1．相談支援事業所-3



事業所名 所在地 電話番号 設置主体
指定
特定

障害
児

一般

●市外局番は　０２６３
●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

１ 相談支援事業所

マイハート相談支援事業所 大町市常盤3486-403
（0261）
62-5000

（有）とざわ ○ ○

1．相談支援事業所-4



事業所名 所在地 電話番号 設置主体
居宅
介護

重度
訪問

行動
援護

同行
援護

JAあづみ指定訪問介護事業所 安曇野市豊科4270-6
72-2148

(F)72-3562
あづみ農業協同組合 ○

ニチイケアセンター安曇野光 安曇野市豊科田沢4599-1
71-2517

(F)71-2518
(株)ニチイ学館 ○ ○ ○

ライフサポート　おひさま 安曇野市穂高牧1755 83-8007(F) NPO法人　おひさま ○ ○ ○

安曇野市社協障害者(児)
ホームヘルプセンター北部

安曇野市穂高5808-1
82-2947

(F)82-9621
(福)安曇野市

社会福祉協議会
○ ○ ○ ○

ヘルパーステーション ひまわり 安曇野市穂高北穂高1716-1
88-3351

(F)82-2250
(有)あづみの会 ○ ○

ヘルパーステーション
アイ・ユーほたか

安曇野市穂高4599 84-0303(F) (医)愛友会 ○ ○

安曇野市社協障害者(児)
ホームヘルプセンター南部

安曇野市三郷明盛2198-1
77-6606

(F)77-8081
(福)安曇野市

社会福祉協議会
○ ○ ○ ○

ヘルパーステーション
まがりっと

安曇野市三郷温2193-1
50-5160

(F)50-8776
NPO法人

コンプタ・キュリア
○ ○ ○

安曇野市社協障害者(児)
ホームヘルプセンター東部

安曇野市明科東川手606-2
62-6123

(F)62-5025
(福)安曇野市

社会福祉協議会
○ ○ ○ ○

ヘルパーステーション　楓 安曇野市明科中川手1668-2
62-6662

(F)50-6689
（株）金井福祉サービス ○

ガイドヘルプ事業所　しらかば 松本市旭2丁目11番地39号
32-5632

(F)32-7854
(福)長野県

視覚障害者福祉協会
○

●市外局番は　０２６３
●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

２　居宅介護/重度訪問介護/行動援護/同行援護

２．居宅介護-5



事業所名 所在地 電話番号 対象 設置主体

穂高悠生寮 安曇野市穂高牧1840-2
 83-4728

(F)83-4727
身体・知的 (福)りんどう信濃会

アルプス学園 安曇野市三郷小倉6070
 77-6111

(F)72-9152
身体・知的 (福)安曇野福祉協会

幸泉園 安曇野市三郷小倉2685-1
 77-5871

(F)77-5854
身体・知的 (福)誠心福祉協会

ささらの里 松本市内田200
 86-3330

(F)86-3334
身体・知的 (福)中信社会福祉協会

梓荘 松本市梓川梓5055-5
 78-4490

(F)78-4491
身体・知的 (福)中信社会福祉協会

あい・アドバンス今井 松本市今井4870-1
 58-6320

(F)58-6052
身体・知的 (福)中信社会福祉協会

共立学舎 松本市今井4822-1
 86-2043

(F)86-1735
身体・知的 (福)中信社会福祉協会

四賀アイ・アイ 松本市刈谷原町759-1
 64-4040

(F)64-4400
身体・知的 (福)信濃友愛会

あかしや 松本市芳川村井町18-8
 59-6511

(F)56-6522
精神 (医)芳州会

信濃学園 松本市波田4417-8
 92-2078

(F)92-5729
知的障害児 (福)長野県社会福祉事業団

ケ・セラ塾 松本市村井町西1-5-18 88-5616(F) 知的 NPO法人　ケ・セラ

自閉症者療育施設　白樺の家 北安曇郡池田町大字中鵜3080
0261-62-6741

(F)0261-62-6889
知的 (福)信濃の郷

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

(F)0266-27-7936
肢体不自由児

重症心身障害児 (福)信濃医療福祉ｾﾝﾀｰ

３　短期入所生活介護（ショートステイ)

●市外局番は　０２６３
●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

３．短期入所（ショートステイ）-6



事業所名 所在地 電話番号 設置主体

波田しなのハイツ 松本市波田4417-7
 88-6970

(F)92-6970
(福)長野県社会福祉事業団

４　重度障害者等包括支援

　　　　　　　　　● 市外局番は　０２６３
　　　　　　　　　●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
　　　　　　　　　●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

４．重度障害者等包括支援 -7



事業所名 所在地 電話番号 設置主体

まつもと医療センター中信松本病院 松本市寿豊丘811-1
 58-3121

(F)86-3190
国立病院機構

まつもと医療センター

三才山病院指定療養事業所　かりん 上田市鹿教湯温泉1777
0268-44-2321

(F)0268-45-3709
鹿教湯三才山リハビリテーション

センター 三才山病院

５　療養介護

　　　　　　　● 市外局番は　０２６３
　　　　　　　●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
　　　　　　　●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

５．療養介護-8



事業所名 所在地 電話番号 設置主体

安曇野市社協
障害者活動支援センター

ほっぷライフ
安曇野市豊科4155-1

73-7506
(F)73-7508

安曇野市

安曇野市社協
デイサービスセンター穂高

安曇野市穂高5808-1
82-0330

(F)82-9621
(福)安曇野市社会福祉協議会

ママりお　ひまわり 安曇野市穂高北穂高3000-1
88-3351

(F)82-2250
(有)あづみの会

穂高悠生寮多機能事業部 安曇野市穂高牧1840-2
 83-4728

(F)83-4727
(福)りんどう信濃会

多機能事業所
夢の実　プラコ

安曇野市穂高柏原2830-10
50-7501

(F)50-7502
NPO法人 夢の実

障害者支援施設
アルプス学園

安曇野市三郷小倉6070
 77-6111

(F)72-9152
(福)安曇野福祉協会

幸泉園 安曇野市三郷小倉2685-1
 77-5871

(F)77-5854
(福)誠心福祉協会

小倉デイサービスセンター 安曇野市三郷小倉6079-1
77-8800

(F)77-5400
(福)七つの鐘

多機能型事業所あすなろ 安曇野市三郷温2046-1 77-9866(F) (福)安曇野福祉協会

安曇野市社協
デイサービスセンター三郷

安曇野市三郷明盛2198-1
77-8080

(F)77-8081
(福)安曇野市社会福祉協議会

障害者支援施設　梓荘
つのかげの里

松本市梓川梓5055-5
 78-4490

(F)78-4491
(福)中信社会福祉協会

ささらの里 松本市内田200
86-3330

(F)86-3334
(福)中信社会福祉協会

松本市通所生活介護センター
こきりこささら

松本市内田200
86-3330

(F)86-3334
(福)中信社会福祉協会

あい・アドバンス今井 松本市今井4870-1
 58-6320

(F)58-6052
(福)中信社会福祉協会

共立学舎 松本市今井4822-1
 86-2043

(F)86-1735
(福)中信社会福祉協会

コムハウス 松本市寿豊丘609-30
85-2234

(F)85-2236
(福)アルプス福祉会

第２コムハウス・ゆい 松本市新村2750-1
40-3366

(F)40-3488
(福)アルプス福祉会

松本ひよこ作業所 松本市島内863-1 47-6916(F) (福)長野県社会福祉事業団

ドリームワークス 松本市神林5611-4 86-8812(F) (福)長野県知的障害者育成会

多機能型事業所　すがの 松本市笹賀3844-4
57-7065

(F)57-7084
NPO法人

レスパイトケアはちもり

障害者支援施設
四賀アイ・アイ

松本市刈谷原町759-1
 64-4040

(F)64-4400
(福)信濃友愛会

６　生活介護（デイサービス）

　　　　　　　● 市外局番は　０２６３
　　　　　　　●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
　　　　　　　●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

６．生活介護（デイサービス）-9



事業所名 所在地 電話番号 設置主体

６　生活介護（デイサービス）

　　　　　　　● 市外局番は　０２６３
　　　　　　　●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
　　　　　　　●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

白樺の家 北安曇郡池田町大字中鵜3080
0261-62-6741

(F)0261-62-6889
(福)信濃の郷

ワークセンターしらかば 北安曇郡池田町会染6750-1
0261-62-8990

(F)0261-62-8998
(福)信濃の郷

共同作業所　かんばりやさん 大町市大町2532-10 0261-23-3423（F) NPO法人 北アルプスの風

てとてと　生活介護事業所 大町市常磐5970番地
0261-23-2822

(F)0261-23-5557
NPO法人 なかまと

大町市社会福祉協議会
指定生活介護事業所

大町市大町1129
0261-23-7650

(F)0261-22-7071
(福)大町市社会福祉協議会

６．生活介護（デイサービス）-10



事業所名 所在地 電話番号 設置主体
自立
訓練

就労
移行

就労
継続

すてっぷワーク　ま・めぞん 安曇野市豊科4678-2
88-8506

(F)88-8509
(福)安曇野市

社会福祉協議会
○ Ｂ

豊科社会就労センター 安曇野市豊科4095-1 72-2422 （社）エルチ Ｂ

れんげの家 安曇野市豊科5126-1
72-7170

(F)73-5747
(福)安曇野福祉協会 Ｂ

豊科たんぽぽ 安曇野市豊科4095-1
72-7416

(F)72-7431
安曇野市 Ｂ

安曇野かんぱにー 安曇野市豊科1826-13 88-3955(F) NPO法人あづみ野 ○ Ｂ

多機能事業所
夢の実　かなで

安曇野市豊科5630-5 73-4270(F) NPO法人夢の実 Ｂ

有明のパン屋さん　豊科店
（ｺｰﾌﾟながの安曇野豊科店

内）
安曇野市豊科2637-4

88-3307
(F)88-3318

NPO法人夢トライ Ａ

むぎのねＡＺＵＭＩＮＯ 安曇野市豊科4849-8 50-5289(F) 合同会社エルアクト Ｂ

エコミットあづみ野 安曇野市豊科5170-7 88-3830 ㈱エコミット Ｂ

豊科じゃんぷ 安曇野市豊科南穂高481-7
71-4955

(F)71-4959
(福)安曇野市

社会福祉協議会
○ Ｂ

アルプスホーム 安曇野市豊科南穂高3046-1
72-6212

(F)87-5063
(医)城西医療財団 ○

穂高社会就労センター 安曇野市穂高5825-4 82-2448 （社）エルチ Ｂ

マイハート穂高 安曇野市穂高5654-1 82-3320(F) (有)とざわ Ｂ

だ・もんで 安曇野市穂高4313-1 31-6438(F) NPO法人 ほたか野の花 ○ Ｂ

多機能型Innocence
（イノセンス）

安曇野市穂高4508-5
50-4511

（F)50-4533
企業組合 労協ながの ○ Ｂ

HATA楽工房 安曇野市穂高有明7334-18 83-8316(F) 合同会社エルアクト Ｂ

イーリス 安曇野市穂高有明2252-1 83-3832 NPO法人マイトリー虹 Ｂ

有明のパン屋さん
有明駅前店

安曇野市穂高北穂高2216-1
88-3307

(F)88-3318
NPO法人夢トライ Ａ

こころの樹　穂高 安曇野市穂高北穂高957-3 050-1265-1772(F) (株)こころの樹 Ｂ

三郷社会就労センター 安曇野市三郷明盛2197-1 77-5911 （社）エルチ Ｂ

多機能型事業所あすなろ 安曇野市三郷温2046-1 77-9866(F) (福)安曇野福祉協会 Ｂ

堀金かえでの家 安曇野市堀金烏川2132-6
73-1107

(F)73-5775
安曇野市 Ｂ

明科社会就労センター 安曇野市明科中川手3307 62-2369 （社）エルチ Ｂ

●市外局番は　０２６３
●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

７ 自立訓練/就労移行支援/就労継続支援

７．自立訓練・就労移行・就労継続-11



事業所名 所在地 電話番号 設置主体
自立
訓練

就労
移行

就労
継続

●市外局番は　０２６３
●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

７ 自立訓練/就労移行支援/就労継続支援

Cerce（セルクル） 安曇野市明科中川手3921 87-7912
(F)050-3737-5363

NPO法人　Gland・Riche Ｂ

ふれっ手 松本市旭2-11-45
36-0365

(F)39-1540
(福)長野県

視覚障害者福祉協会
Ｂ

第２共立学舎 松本市今井字和田道4900
86-7623

(F)86-8159
(福)中信社会福祉協会 ○ Ｂ

就労支援センターホープ 松本市今井1535 50-3552(F) NPO法人　ホープ Ｂ

松本障害者雇用支援センター 松本市寿北7-1-37
85-1820

(F)85-1822
(社)長野県雇用開発協会 ○

ハートねっと 松本市寿北7-23-17 86-8010(F)
　NPO法人

ハートラインまつもと

第２コムハウス・ゆい 松本市新村2750-1
40-3366

(F)40-3488
(福)アルプス福祉会 ○

松本市社協　希望の家 松本市双葉4-16 31-6010
松本市

社会福祉協議会
Ｂ

松本市社協　岡田希望の家 松本市岡田町480-8 46-3320(F)
松本市

社会福祉協議会
Ｂ

障がい者就労センター・はた 松本市波田6908-1
92-8002

(F)92-8006
松本市

社会福祉協議会
Ｂ

松本ひよこ
（就労移行はH26.4～休止中）

松本市島内863-1 47-6916(F)
(福)長野県

社会福祉事業団
○ Ｂ

カフェギャラリーてくてく 松本市元町2-7-13 34-0611(F) NPO法人 てくてく ○ Ｂ

マーメイドタバン元町 松本市元町2-2-15 32-0022(F) (株)かしや Ｂ

あい・わーくす 松本市会田3912 64-4830(F) NPO法人あい・わーくす Ｂ

夢トライ工房 松本市清水2-11-45 35-3530(F) NPO法人　夢トライ Ａ

ちくま 松本市宮田8-22
26-6330

(F)26-6047
(福)ちくま Ｂ

エルサポート パノラマ 松本市沢村1-10-9 35-0811(F)
(福)長野県

知的障害者育成会
○ Ｂ

あいらいふ南原 松本市南原2-16-13 28-7041(F) (福)信濃友愛会 Ｂ

アトリエＭＯＯ 松本市浅間温泉1-30-6 46-2203(F)
NPO法人

アトリエＭＯＯ
Ｂ

障がい者
就労継続支援施設あい

松本市庄内2-5-37 24-3321 NPO法人　四炎 Ｂ

障がい者活動支援センター
　　　　フットワークなぎさ

松本市渚2-1-7
50-6286

(F)50-6287

NPO法人
ワーク＆

コミュニケーションズ
Ｂ

ケ・セラ塾 松本市出川町12-30 88-5616(F) NPO法人　ケ・セラ Ｂ

S'クリーンネス 松本市蟻ケ崎1-1-18
38-0201

(F)38-0202
(医)城西医療財団 Ｂ

７．自立訓練・就労移行・就労継続-12



事業所名 所在地 電話番号 設置主体
自立
訓練

就労
移行

就労
継続

●市外局番は　０２６３
●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

７ 自立訓練/就労移行支援/就労継続支援

ヒーローサポート 松本市市場2-17
28-3311

(F)28-3322
(株)ＨＥＲＯ Ａ

エコミットまつもと 松本市大字島立2346
31-3440

(F)47-3213
(株)エコミット ○

ハートフル松本ＦＶＰ 松本市大字島立2267
03-5577-6913
(F)03-5577-

6914
(株)ハートフル松本FVP Ａ

ドリームワークス 松本市神林5611-4 86-8812(F)
(福)長野県

知的障害者育成会
Ｂ

ＳＡＫＵＲＡ松本センター 松本市村井町南三丁目5-2
85-3918

(F)85-3919
(株)総合キャリアトラス

ト
○

ハッピーライフ
松本市村井町南1-35-51
メゾン西中屋１Ｆ

87-3567
(F)87-3319

ハッピーライフ合同会社 Ａ

多機能型事業所　森のこびと 東筑摩郡朝日村古見3605-5
99-4055

(F)99-4056
NPO法人

レスパイトケアはちもり
Ａ
B

ひよこはうす 東筑摩郡山形村7047
31-0775

(F)31-0565
NPO法人　あゆみ

Ａ
B

てとてと松川作業所 北安曇野郡松川村5724-43 0261-62-1550(F) NPO法人　なかまと Ｂ

森の工房
北安曇野郡松川村3177-1,
3180-1の一部

080-6930-9397
(F)0261-85-

0014
(社)シュタイナー療育センター Ｂ

ワークセンター　しらかば 北安曇郡池田町会染6750-1
0261-62-8990

(F)0261-62-8998 (福)信濃の郷 ○ Ｂ

ハーブの風共同作業所 北安曇郡池田町会染5252-2 0261-62-2415(F) NPO法人 あっとはーぶ Ｂ

マイハート大原 大町市大町5666-3
0261-23-6660

(F)0261-23-6661 (有)とざわ Ｂ

共同作業所がんばりやさん 大町市大町2532-10 0261-23-3423(F)
NPO法人

北アルプスの風
Ａ
Ｂ

てとてと常盤作業所 大町市常盤5970
0261-23-2822

(F)0261-23-5557 NPO法人　なかまと Ｂ

マイハート常盤 大町市常盤3486-403
0261-23-6566

(F)0261-23-6569 (有)とざわ Ｂ

大町市社会福祉協議会
指定生活介護事業所

大町市大町1129
0261-23-7650
(F)0261-22-

7071

(福)大町市社会福祉協議
会

Ｂ

７．自立訓練・就労移行・就労継続-13



事業所名 所在地 電話番号 設置主体

第一飛鳥荘 安曇野市豊科5731-20 73-5350 (医)城西医療財団

第二飛鳥荘１ 安曇野市豊科4932-1 72-6076 (医)城西医療財団

第二飛鳥荘２ 安曇野市豊科4932-1 73-1260 (医)城西医療財団

赤とんぼ 安曇野市豊科4932 31-0639 NPO法人あづみ野

ココア 安曇野市豊科4932 73-8873 NPO法人あづみ野

みどりの樹 安曇野市豊科2197-1 73-1236 (福)りんどう信濃会

コスモスハウス 安曇野市豊科4867-2 72-8383 (福)安曇野福祉協会

ナイスプラザ　わすれな草 安曇野市豊科高家1137-174 72-3422
一般社団法人　まか志て安曇

野

森のこかげ 安曇野市穂高北穂高2759-34 84-0045 (福)安曇野福祉協会

虹のふもと 安曇野市三郷温6327-2 72-9141 (福)安曇野福祉協会

月の樹 安曇野市穂高柏原907-6 84-0003 NPO法人あづみ野

ケアホームみそら　 安曇野市穂高6799-11 84-0807(F) (福)りんどう信濃会

にじいろ 安曇野市穂高有明7345-154 84-4050(F) NPO法人ＫＵＭＯＩ

ひだまりの樹 安曇野市三郷明盛4116-4 77-5552(F) (福)安曇野福祉協会

りんごの樹 安曇野市三郷温4613-1 77-8916 (福)安曇野福祉協会

第一三郷ホーム　 安曇野市三郷明盛381-１イ 77-1241(F) (福)長野県社会福祉事業団

第二三郷ホーム 安曇野市三郷明盛381-1ロ 77-1242(F) (福)長野県社会福祉事業団

小倉ホーム 安曇野市三郷小倉6077-2
76-4624

(F)76-4625
(医)城西医療財団

マイ・ハート下堀 安曇野市堀金烏川4951-1 73-0920(F) (有)とざわ

ことぶき寮 松本市寿豊丘611-15 58-4631(F) (福)アルプス福祉会

このゆびとまれ 松本市寿豊丘540-3 59-5560 (福)アルプス福祉会

やまぶき 松本市芳川村井205-54 50-9898 (福)中信社会福祉協会

　　　　　　　● 市外局番は　０２６３
　　　　　　　●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
　　　　　　　●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

８　共同生活援助（グループホーム）

８．共同生活援助-14



事業所名 所在地 電話番号 設置主体

　　　　　　　● 市外局番は　０２６３
　　　　　　　●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
　　　　　　　●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

８　共同生活援助（グループホーム）

あさがお 松本市和田2812-3 48-2120 (福)中信社会福祉協会

いっきゅう 松本市寿小赤837-27
58-6320

(F)58-6052
(福)中信社会福祉協会

西林 松本市梓川梓4664-2 78-7207 (福)中信社会福祉協会

寒梅 松本市刈谷原町石原863-1 64-4313(F) (福)信濃友愛会

Ｂｅイング 松本市里山辺3877-1 32-0603(F) NPO法人　夢トライ

景岳館 松本市宮渕1-4-34 34-0045 (医)城西医療財団

大富荘 松本市蟻ヶ崎1-1-38 35-6893 (医)城西医療財団

精神障害者グループホーム　コスモス 松本市寿北2-6-2
25-1093

(F)28-2338
(医)愛生会　松岡病院

精神障害者グループホーム　スバル 松本市寿北2-6-2
25-1093

(F)28-2338
(医)愛生会　松岡病院

北小松アパート 松本市里山辺3793 32-8126(F)
NPO法人

ハートラインまつもと

ハートラインことぶき 松本市寿北7-23-17 86-8010(F)
NPO法人

ハートラインまつもと

ハートラインにしはら
松本市寿北7-11-5　ハイツ西
原 86-8010(F)

NPO法人
ハートラインまつもと

ハートラインももせ 松本市寿中1-2-3 86-8010(F)
NPO法人

ハートラインまつもと

友・楽 松本市島内332
40-3325

(F)50-7671
NPO法人 ウエルライフ梓峰

メンタルホーム 松本市城西1-5-16 36-2600 (医)城西医療財団

グループホーム　パノラマ 松本市沢村1-7-6 35-0811(F) (福)長野県知的障害者育成会

ポノ 松本市沢村1-10-1 35-0811(F) (福)長野県知的障害者育成会

ジーエイチ松原 松本市松原28-8 080-6934-2139 NPO法人
グループホーム夢ハウス城山の会

みすぎの森 松本市内田189-1 86-3370(F) (社)中信社会福祉協会

蛍の家 塩尻市大字広丘野村1788-679 53-2257(F) NPO法人　フルサポート塩尻

グループホーム春風 塩尻市大字広丘原新田226-12
090-9645-3592
048-688-6621

(有)匠

Greenすくーる 北安曇郡松川村3363-1088 0261-62-4231(F)
NPO法人

Greenすくーる

マイ・ハート 北安曇郡松川村38-6
0261-62-5000

（F）0261-62-5347
(有)とざわ

白樺の家グループホーム和合
北安曇郡池田町大字会染5707-
15 0261-62-6741 (福)信濃の郷

８．共同生活援助-15



事業所名 所在地 電話番号 設置主体

穂高悠生寮 安曇野市穂高牧1840-2
 83-4728

(F)83-4727
(福)りんどう信濃会

アルプス学園 安曇野市三郷小倉6070
 77-6111

(F)72-9152
(福)安曇野福祉協会

幸泉園 安曇野市三郷小倉2685-1
 77-5871

(F)77-5854
(福)誠心福祉協会

ささらの里 松本市内田200
 86-3330

(F)86-3334
(福)中信社会福祉協会

梓荘 松本市梓川梓5055-5
 78-4490

(F)78-4491
(福)中信社会福祉協会

あい・アドバンス今井 松本市今井4870-1
 58-6320

(F)58-6052
(福)中信社会福祉協会

共立学舎 松本市今井4822-1
 86-2043

(F)86-1735
(福)中信社会福祉協会

四賀アイ・アイ 松本市刈谷原町759-1
 64-4040

(F)64-4400
(福)信濃友愛会

自閉症者療育施設　白樺の家 北安曇郡池田町大字中鵜3080
0261-62-6741

(F)0261-62-6889
(福)信濃の郷

　　　　　　　● 市外局番は　０２６３
　　　　　　　●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
　　　　　　　●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

９　施設入所支援

９．施設入所支援-16



事業所名 所在地 電話番号 設置主体
発達
支援

放課
後等

やまびこ学園 安曇野市豊科5126-1
72-5678

(F)73-7140
(福)安曇野福祉協会 ○

安曇野市社協
ほっぷライフ

安曇野市豊科4155-1
73-7506

(F)73-7508
(福)安曇野市

社会福祉協議会
○ ○

CURE　GARDEN　結家 安曇野市穂高有明8969－21 83-1112(F) 合同会社　結家 ○ ○

安曇野市社協
すてっぷワーク
穂高わたぼうし

安曇野市穂高9181 82-0072
(福)安曇野市

社会福祉協議会
○

放課後等デイサービス
紬（つむぎ）

安曇野市穂高北穂高119-3 75-8771 (株)言の葉 ○

POTAKA穂高 安曇野市穂高4308-2 2F 82-6721(F) 合同会社　POTAKA ○

放課後等デイサービス
燈（あかり）

安曇野市穂高6656-2 75-4130 (株)言の葉 ○

あおぞらnobi 安曇野市三郷温6084-1 77-7320 (有)中部エンジニア ○ ○

みらい 安曇野市堀金烏川2074-1 87-5170(F) (株)みらい ○

松本市社協　しいのみ学園 松本市双葉4-16
25-3133

(F)27-2239
松本市

社会福祉協議会
○ ○

療育センターらいふ 松本市出川2-24-14 25-8690(F) NPO法人　未来の風 ○ ○

療育センターみらい 松本市旭3-7-16 88-7233(F) NPO法人　未来の風 ○ ○

中信松本病院 松本市寿豊丘811
58-3121

(F)86-3190
中信松本病院 ○ ○

まつようクラブby結いの街 松本市今井1535
25-0588

(F)25-0587
NPO法人　結いの街 ○

児童クラブすがの 松本市笹賀3844-7 58-2085(F)
NPO法人

レスパイトケアはちもり
○

SUMBA松本 松本市両島1-10
50-5360

(F)50-5367
企業組合 労協ながの ○

こどもプラス島立 松本市島立647-2 88-3925 (株)アプリコ ○

シュタイナー療育センター
光こども園

北安曇郡松川村685-1 0261-85-0014(F)
(社)　シュタイナー

療育センター
○ ○

１０　児童発達支援/放課後等デイサービス

　　　　●市外局番は　０２６３
　　　　●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
　　　　●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

１０．児童発達支援・放課後等デイサービス-17



事業所名 所在地 電話番号 設置主体

ひめこぶしの家 安曇野市豊科4149 72-8553(F) 安曇野市

穂高わたぼうし 安曇野市穂高9181 82-0072(F) 安曇野市

三郷すみれの郷 安曇野市三郷明盛2198-Ⅰ
77-8080

(F)77-8081
安曇野市

明科ふきぼこの家 安曇野市明科東川手606-2 62-3543(F) 安曇野市

松本市心身障害者福祉センター 松本市双葉4-16 25-3133 松本市

松本北部障害者デイサービスセンター 松本市旭2-11-39 32-5632
(福)長野県視覚障害者福祉協

会

あかしあの丘 松本市今井1492-イ 50-3340
あかしあの丘
運営委員会

デイサービス陽だまり(聴覚） 松本市庄内1-6-13
26-9524

(F)26-3053
NPO法人　松本市聴覚障害者

社会参加支援協会

ケ・セラ塾 松本市出川町12-30 88-5616(F) NPO法人ケ・セラ

こきりこささら 松本市内田200 86-3330 松本市

第２コムハウス・ゆい 松本市新村2750-1
40-3366

(F)40-3488
(福)アルプス福祉会

燦・メンタルクラブ 松本市城西1-9-2
39-4624

(F)39-4625
(医)城西医療財団

レスパイトケアはちもり 東筑摩郡朝日村小野沢211 99-4055
NPO法人

レスパイトケアはちもり

１１　地域活動支援センター

　　　　　　　● 市外局番は　０２６３
　　　　　　　●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
　　　　　　　●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

１１．地域活動支援センター-18



事業所名 所在地 電話番号 設置主体

障害者活動支援センター
ほっぷライフ

安曇野市豊科4155-1
73-7506

(F)73-7508
(福)安曇野市

社会福祉協議会

ママりお 安曇野市穂高北穂高3000-1
88-3351

(F)82-2250
(有)あづみの会

穂高悠生寮 安曇野市穂高牧1840-2
 83-4728

(F)83-4727
(福)りんどう信濃会

夢の実 安曇野市穂高柏原2830-10
50-7501

(F)50-7502
NPO法人 夢の実

ほたか野の花 安曇野市穂高4313-1 31-6438(F) NPO法人 ほたか野の花

保育室モモ 安曇野市穂高有明985-2 84-4560
NPO法人

　アリスチャイルドメイト

ＫＵＭＯＩ 安曇野市穂高有明7345-154 84-4050 NPO法人　ＫＵＭＯＩ

言ノ葉 安曇野市穂高6330 090-1829-8520 株式会社　言ノ葉

Innocence（イノセンス） 安曇野市穂高4508-5 50-4511 企業組合　労協ながの

ライフサポートおひさま 安曇野市穂高有明7752-3 83-8007 （特非）おひさま

アルプス学園 安曇野市三郷小倉6070
77-6111

(F)72-9152
(福)安曇野福祉協会

多機能型事業所あすなろ 安曇野市三郷温2046-1 77-9866(F) (福)安曇野福祉協会

デイホーム楓 安曇野市三郷温3399-3
77-9290

(F)77-9299
NPO法人　アルウィズ

あんずの木 安曇野市三郷温299
50-7780

(F)50-7782
NPO法人　あんずの木

あおぞらnobi 安曇野市三郷温6084-1 77-7320 (有)中部エンジニア

四賀アイ・アイ 松本市刈谷原町759-1
 64-4040

(F)64-4400
(福)信濃友愛会

シェイクハンズひかり 松本市波田6908-1 92-6902(F)
NPO法人

シェイクハンズひかり

共立学舎 松本市今井4822-1 86-2043 (福)中信社会福祉協会

あい・アドバンス今井 松本市今井4870-1 58-6320 (福)中信社会福祉協会

ケ・セラ塾 松本市村井町西1-5-18 88-5616 NPO法人　ケ・セラ

梓荘 松本市梓川梓5055-5 78-4490 (福)中信社会福祉協会

おはな 塩尻市広丘野村1617-26 54-5033 NPO法人　おはな

レスパイトケアはちもり
東筑摩郡朝日村大字古見字山際
3605-1

99-4055
(F)99-2915

NPO法人
レスパイトケアはちもり

１２　日中一時支援

    ●市外局番は　０２６３
    ●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
    ●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

１２．日中一時支援-19



事業所名 所在地 電話番号 設置主体

１２　日中一時支援

    ●市外局番は　０２６３
    ●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
    ●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

シュタイナー療育センター 北安曇郡松川村685-1 0261-85-0014
(社)シュタイナー療育セン

ター

白樺の家 北安曇郡池田町大字中鵜3080
0261-62-6741

(F)0261-62-6889
(福)信濃の郷

がんばりやさん 大町市大町2790-2 0261-23-3423 (福)信濃友愛会

宅老所　よってけ家 北安曇郡池田町大字会染7845-7 0261-62-1172 （有）設備工業

１２．日中一時支援-20



事業所名 所在地 電話番号 設置主体

安曇野市社協障害者(児)
ホームヘルプセンター北部

安曇野市穂高牧1755 83-8007(F) (福)安曇野市社会福祉協議会

安曇野市社協障害者(児)
ホームヘルプセンター東部

安曇野市三郷温2193-1
50-5160

(F)50-8776
(福)安曇野市社会福祉協議会

安曇野市社協障害者(児)
ホームヘルプセンター南部

安曇野市穂高4599 84-0303(F) (福)安曇野市社会福祉協議会

松本西訪問介護ステーション 松本市城西1-9-2 39-1391 （医）城西医療財団

ニチイケアセンター安曇野光 安曇野市豊科田沢4599-1
71-2517

(F)71-2518
(株)ニチイ学館

ヘルパーステーション
ひまわり

安曇野市穂高5808-1 81-0611 (有)あづみの会

ライフサポートおひさま 安曇野市穂高有明7752-3 83-8007 （特非）おひさま

中信社会福祉協会 松本市梓川梓2288-3
78-7203

(F)78-7204
(福)中信社会福祉協会

結いの街 松本市笹部2丁目6番60-5号
25-0588

(F)25-0587
NPO法人　結いの街

居宅介護事業所
あいさぽーと

松本市南原2-16-13 26-2920(F) (福)信濃友愛会

オレンジ移動ケアサービス 松本市出川2-7-1
87-8388

(F)87-8387
（株）あいうえオレンジ

あしすと西 松本市新村2750
87-7550

(F)87-7556
(福)アルプス福祉会

あしすと東 松本市寿豊丘642-1 88-5252 (福)アルプス福祉会

ニチイケアセンター大手 松本市大手1-3-28神山ビル 38-1145 (株)ニチイ学館

ニチイケアセンター塩尻ききょ
う

塩尻市大字大門65-11 51-0520 (株)ニチイ学館

レスパイトケアはちもり
東筑摩郡朝日村大字古見字山際
3605-1

99-4055
(F)99-2915

NPO法人
レスパイトケアはちもり

ほっと居宅 駒ヶ根市下平2901-7　西駒郷内 0265-82-4005 (福)長野県社会福祉事業団

ヘルパーステーション
ひなた

北安曇郡松川村5675-1 0261-85-0964
（F）0261-85-1965

（株）凪

１３　移動支援

    ●市外局番は　０２６３
    ●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
    ●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

１３．移動支援-21



事業所名 所在地 電話番号 設置主体

ツクイ安曇野 安曇野市豊科4941-1
71-6101

(F)71-6103
(株)ツクイ

安曇野市社協
訪問入浴介護事業所

安曇野市明科東川手606-2 81-2281 (福)安曇野市社会福祉協議会

アースサポート(株） 松本市庄内1-6-27 24-2900 アースサポート(株）

ニチイケアセンター大手 松本市大手1-3-28神山ビル 38-1145 （株）ニチイ学館

社会福祉法人暖家大町事業所 大町市大町４６０３－１ 23-0438 (福)暖家

１４　訪問入浴
※安曇野市を通常の事業実施地域としている事業所

　　　　　　　● 市外局番は　０２６３
　　　　　　　●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
　　　　　　　●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

１４．訪問入浴-22



事業所名 所在地 電話番号 設置主体

長野県視覚障害者福祉セン
ター

松本市旭2-11-39  32-5632 (福)県視覚障害者福祉協会

長野県盲人ホーム 松本市旭2-11-39
 32-5632

(F)32-7854
(福)県視覚障害者福祉協会

　　　　　　　● 市外局番は　０２６３
　　　　　　　●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
　　　　　　　●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

１５　視覚障害福祉センター/盲人ホーム

１５．視覚障害者福祉センター 盲人ホーム-23



事業所名 所在地 電話番号 設置主体

篠﨑医院　豊科診療所
思春期　青年期デイケア

安曇野市豊科高家5089-1
71-6315

(F)71-6312
(医)篠崎医院

豊科病院　デイケア 安曇野市豊科5777-1
72-8400

(F)72-9351
(医)城西医療財団

虹の村診療所 安曇野市穂高有明7607-3
84-5820

(F)84-5822
虹の村診療所

メンタルケアセンターあづみ 北安曇郡池田町池田3169-1
0261-62-9830

(F)0261-62-9860
JA長野厚生連

　北ｱﾙﾌﾟｽ医療ｾﾝﾀｰあづみ病院

１６　精神デイケア

　　　　　　　● 市外局番は　０２６３
　　　　　　　●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
　　　　　　　●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

１６．精神デイケア-24



事業所名 所在地 電話番号 設置主体

安曇野北訪問看護ステーション 安曇野市豊科5637-15
73-0033

(F)73-0066
(医)城西医療財団

安曇野赤十字 訪問看護ステーション 安曇野市豊科5685 73-0200 日本赤十字社

訪問看護ステーション あずみの里 安曇野市豊科高家5285-11
71-2311

(F)71-0788
(福)協立福祉会

篠﨑訪問看護ステーション 安曇野市豊科高家5089－1
71-6317

(F)71-6318
(医)篠崎医院

訪問看護ステーション アイユーほたか 安曇野市穂高4599 84-0266 (医)愛友会

安曇野市社協 訪問看護ステーション 安曇野市穂高5808－1
82-1519

(F)82-1529
(福)安曇野市社会福祉協議会

相澤訪問看護ステーション
ひまわり  安曇野サテライト

安曇野市穂高7581-1-101
ハイツ安曇野2 82-0034 （医）慈泉会

安曇野南訪問看護ステーション 安曇野市三郷小倉6086－2
77-6666

(F)77-8855
(医)城西医療財団

訪問看護ステーションつばさ 安曇野市堀金烏川1344-4 72-6192(F) (有)宗明会

安曇野東訪問看護ステーション 安曇野市明科東川手606-2
81-2300

(F)81-2301
(医)城西医療財団

訪問看護ステーションいやし 北安曇郡池田町池田3169-1 0261-61-1321(F)
JA長野厚生連

　北ｱﾙﾌﾟｽ医療ｾﾝﾀｰあづみ病院

１７　訪問看護

　　　　　　　● 市外局番は　０２６３
　　　　　　　●（Ｆ）はﾌｧｯｸｽ番号
　　　　　　　●番号の後ろに（Ｆ）がある場合はﾌｧｯｸｽ共通

１７．訪問看護-25


