
 

 病院担当部署等連絡先     平成 30 年２月 28 日 

病院名 

   住所 
担当部署又は担当者 

電話番号（市外局番 0266） 

FAX 番号（市外局番 0266） 

Ｅメールアドレス 

備 考 

岡谷市民病院 

〒394-8512  

岡谷市本町 4-11-33 

入院時 
医療福祉 

相談室 

電話 ２３－８０３２ 

FAX ２３―８０３２ 

 

 

 

 
退院時 

諏訪湖畔病院 

〒394-8515  

岡谷市長地小萩 1-11-30 

入院時 
医療サービス

連携室 

電話２７－５５００（代） 

FAX２７－２７４５（連携室直通） 

 

 

 

 
退院時 

祐愛病院  

〒394-0033  

岡谷市南宮 2-2-34 

入院時 

 

 

電話 ２３－０２２２ 

FAX ２３－１１５６ 

 

 

 

 

 
退院時 

諏訪赤十字病院 

〒392-8510 

諏訪市湖岸通り 5-11-50 

入院時 

 

電話 ５２－６１１１（代） 

＊交換台で要件を伺い担当部署に 

お繋ぎします。 

 

 

 

 
退院時 

上諏訪病院 

〒392-0026  

諏訪市大手 1-17-7 

入院時 外来 電話 ５２－１６５０ 

FAX ５２－６５９０ 

info@kamisuwa-hp.or.jp 

精神保健福祉士が連

絡を受ける場合もあ

ります。 

 
退院時 病棟 

諏訪城東病院 

〒392-0026  

諏訪市大手 2-3-5 

入院時 
地域医療 

連携室 

 

電話 ５２－３１００ 

FAX ５２－３２０１ 

 

 

 

 

 
退院時 

諏訪中央病院 

〒391-8503  

茅野市玉川 4300 

入院時 
患者ｻﾎﾟｰﾄ 

ｾﾝﾀｰ 

 

電話 ７２－１０００（代） 

FAX ７２－６９３０（直通） 

 

 

 

 

 
退院時 

諏訪共立病院 

〒393-0077  

下諏訪町矢木町 214 

入院時 連携室 

電話 ２８－３９８６ 

FAX ２８－２０３３ 

renkei-nanshin@skhp.or.jp 

 

退院時 相談室 

電話 ２８－３９８６   

FAX ２８－２０３３ 

soudan-itsudemo@skhp.or.jp 

富士見高原医療福祉セ

ンター 

〒399-0214  

富士見町落合 11100 

入院時 

ＭＳＷ 
電話 ６２－３０３０(代)  

FAX ６２－３０４１(MSW 直通) 

 

 

 

 
退院時 

 ※Ｅメールでの連絡の際には、添付ファイルにパスワードを設定し、パスワードは別途、電話で伝えるなど 

個人情報漏えい対策を行うこと。 

 

 

（別紙２－１） 



地域包括支援センター等連絡先    平成 30年２月 28日 

市町村 

名 称 

【担当地区】 

住 所 

Ｅメールアドレス 

電話番号 

FAX番号 

(市外局番 0266) 

介護認定の確認 

照会先（※） 
備 考 

岡谷市 

岡谷市地域包括支援センター 

〒394-8510 岡谷市幸町 8-1 

（市役所２階 介護福祉課内） 

電話 23-2336 

 

FAX 21-1101 

岡谷市介護福祉課 

電話 23-4811(代) 

 

 

 

 

諏訪市 

諏訪市地域包括支援センター 

〒392-8511諏訪市高島 1-22-30 

（市役所２階 高齢者福祉課内） 

電話 52-4141 

（内線 291、292、

298） 

FAX 53-6073 

同左 

（高齢者福祉課） 

 

 

 

 

茅野市 

茅野市地域包括支援センター 

〒391-8501 茅野市塚原 2-6-1 

（市役所１階 高齢者・保険課内） 

電話 72-2101 

 (内線 337) 

FAX 73-0391 

市内全域、同左 

（高齢者・保険課） 

 

 

 

 

中部保健福祉サービスセンター 

【ちの、米沢、中大塩】 

〒391-0002 茅野市塚原 2-5-45 

chubu.sc@city.chino.lg.jp 

電話 82-0107 

FAX 82-0108 

  

 

 

 

東部保健福祉サービスセンター 

【玉川、豊平、泉野】 

〒391-0011 茅野市玉川 4300 

tobu.sc@city.chino.lg.jp 

電話 82-0026 

FAX 82-0027 

  

 

 

 

西部保健福祉サービスセンター 

【宮川、金沢】 

〒391-0013茅野市宮川 3975 

seibu.sc@city.chino.lg.jp 

電話 82-0073 

FAX 82-0074 

  

 

 

 

北部保健福祉サービスセンター 

【北山、湖東】 

〒391-0301 茅野市北山 4808-1 

hokubu.sc@city.chino.lg.jp 

電話 77-3000 

FAX 77-3001 

  

 

 

 

下諏訪町 

下諏訪町地域包括支援センター 

〒393-0092 下諏訪町 162-4 

（下諏訪町社会福祉協議会内） 

電話 26-3377 

FAX 26-3322 

下諏訪町健康福祉課 

電話 27-1111 

(内線 126) 

 

 

 

 

富士見町 

富士見町地域包括支援センター 

〒399-0214 富士見町落合 11100 

（富士見高原病院内） 

電話 62-8200 

FAX 62-8260 

富士見町住民福祉課 

介護高齢者係  

電話 62-9133 

 

 

 

 

原 村 

原村地域包括支援センター 

〒391-0108 原村 13220-1 

（老人保健施設さくらの内） 

電話 70-1200 

FAX 70-1223 

原村保健福祉課 

電話 79-7092 

 

 

 

 

（※）緊急・独居者等で担当ケアマネジャーが不明の場合、地域包括支援センター又は市町村担当課に照会 

すれば、わかります。 

 

（別紙２－２） 



        居宅介護支援事業所等連絡先       令和３年４月１日 

市町村 
名  称 
住  所 

電話番号 
ＦＡＸ番号 

備 考 

岡谷市 

岡谷市民病院居宅介護支援事業所 

〒394-0028 岡谷市本町４－１１－３３ 

電話 23-8700 

FAX 23-8740 

 

岡谷市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 

〒394-0081 岡谷市長地権現町４－１１－５０ 

電話 24-2127 

FAX 24-3555 

 

諏訪湖畔病院居宅介護支援事業所 

〒394-0085 岡谷市長地小萩１－１１－３０ 

電話 26-2525 

FAX 28-8414 

 

ウェルハートおかや指定居宅介護支援事業所 

〒394-0084 岡谷市長地片間町 1－１１－１ 

電話 28-1000 

FAX 28-6800 

 

ニチイケアセンターおかや 

〒394-0081 岡谷市長地権現町１－７－２６ 

電話 26-2914 

FAX 26-2916 

 

居宅介護支援事業所きずな 

〒394-0082 岡谷市長地御所２－１４－1２ 

フレグランスあずさ A棟２０６号 

電話 55-6780 

FAX 28-5268 

 

居宅介護支援事業所湯けむり 

〒394-0033 岡谷市南宮３－３－８ 

電話 24-2006 

FAX 24-8211 

 

パセオ居宅介護支援事業所 

〒394-0002 岡谷市赤羽３－２－１５ 

電話 78-3284 

FAX 78-3294 

 

ツクイ岡谷 

〒394-0028 岡谷市本町１－７－２１ 

電話 21-1320 

FAX 21-1321 

 

介護支援センター第２グレイスフル岡谷 

〒394-0003 岡谷市加茂町３－８－７ 

電話 89-1211 

FAX 89-1214 

 

居宅介護支援事業所和縁 

〒394-0044 岡谷市湊 2-11-14-4 

電話 55-6747 

FAX 55-6916 

 

居宅介護支援事業所ほーぷ 

〒394-0088 長野県岡谷市長地梨久保２－１８－１ 

電話 78-3938 

FAX 75-5016 

 

やさしい手わかみや居宅介護支援事業所 

〒394-0032 岡谷市若宮 1-3-15 ルミエール花岡 D 

電話 78-6417 

FAX 78-6418 

 

さくら居宅介護支援事業所 

〒394-0048 岡谷市川岸上 2-5-9 

電話 080-5140-2971 

FAX 23-4798 

 

小規模多機能型居宅介護第２グレイスフル岡谷 

〒394-0003 岡谷市加茂町３－８－７ 

電話 89-1211 

FAX 89-1214 

 

和が家日和 

〒394-0005 岡谷市山下町１－１－２２ 

電話 75-2708 

FAX 23-6608 

 

小規模多機能型居宅介護 梨久保 

〒394-0088 岡谷市長地梨久保２－１８－２ 

電話 26-2202 

FAX 26-2203 

 

宅老所和が家 

〒394-0034 岡谷市湖畔４－１－２７ 

電話 24-3708 

FAX 24-0811 

 

和が家間下 

〒394-0041 岡谷市山手町２-３-２６ 

電話 78-8480 

FAX 78-8482 

 

 

 

 

（別紙２－３） 



市町村 
名  称 
住  所 

電話番号 
ＦＡＸ番号 

備 考 

諏訪市 

かりんの里指定居宅介護支援事業所 

〒392-0027 諏訪市湖岸通り５－１１－５ 

 老人保健施設かりんの里内 

電話 57-5533 

FAX 57-5537 

 

諏訪市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 

〒392-0012 諏訪市四賀飯島２２１３－１ 

デイサービスセンター「湯の里」内 

電話 57-1000 

FAX 57-3800 

 

諏訪市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所西山の里 

〒392-0131 諏訪市湖南４０１６－１ 

デイサービスセンター「西山の里」内 

電話 56-1000 

FAX 57-1711 

 

聖母介護支援センター 

〒392-0001 諏訪市大和１－５－７ 

電話 52-3512 

FAX 56-2244 

 

富士見高原医療福祉センター ケアネットセンターすわこ 

〒392-0016 諏訪市豊田２４００－９ 

電話 57-5089 

FAX 57-5102 

 

宮坂医院 

〒392-0006諏訪市元町４－１０ 

電話 52-1083 

FAX 52-8115 

 

小松内科クリニック居宅介護支援事業所 

〒392-0015 諏訪市中洲２４５－１８  

           小松内科クリニック内 

電話 53-7631 

FAX 57-1869 

 

医療法人こまくさ会こまくさの森居宅支援センター 

〒392-0015 諏訪市中洲豆田５９２４ 

電話 58-7800 

FAX 58-7277 

 

居宅介護支援事業所こころ高島 

〒392-0022 諏訪市高島３－１３００－１ 

電話 54-5613 

FAX 54-5561 

 

いぶき居宅介護支援事業所 

〒392-0015 諏訪市大字中州２５３６－１ 

電話 75-2122 

FAX 75-2883 

 

みよし家介護サービス居宅介護支援事業所 

〒392-0002 諏訪市湯の脇２－９－１３ 

電話 78-7231 

FAX 58-7201 

 

諏訪赤十字居宅介護支援事業所 

〒392-0027 諏訪市湖岸通り５－１１－５０  

電話 57-6128 

FAX 57-6016 

 

居宅介護支援事業所掬水 

〒392-0016 諏訪市豊田８３７－１ 

電話 58-3232 

FAX 58-3202 

 

居宅介護支援事業所ゆうな 

〒392-0012 諏訪市四賀２７７０－３ 

電話 090-4230-9075 

FAX 52-8277 

 

小規模多機能ホーム集皆所とよだ 

〒392-0016 諏訪市豊田１０１ 

電話 78-3043 

FAX 52-5802 

 

こころのひろば小規模多機能型 居宅介護事業所 

〒392-0022 諏訪市高島１－２１－１４ 

電話 54-5611 

FAX 54-5618 

 

小規模多機能居宅 倶楽部 いずみ 

〒392-0026 諏訪市大手２－１７－２ 

電話 75-1423 

FAX 52-5678 

 

いぶきゆいの家 

〒392-0015 諏訪市中洲２５３６－１ 

電話 75-2331 

FAX 75-2883 

 

宅老所 いぶき 

〒392-0015 諏訪市中洲 5373-1 

電話 78-8677 

FAX 78-8167 

 

 

 

 

 

 



市町村 
名  称 
住  所 

電話番号 
ＦＡＸ番号 

備 考 

茅野市 

土橋整形外科歯科医院 

〒391-0002 茅野市塚原２－２－２２ 

電話 72-3226 

FAX 72-0452 

 

居宅介護支援事業所 こまくさ 

〒391-0001 茅野市ちの 3094-6 

電話 73-0666 

FAX 73-0661 

 

諏訪中央病院組合介護老人保健施設やすらぎの丘 

〒391-0011 茅野市玉川４３００ 

電話 73-1212 

FAX 73-1509 

 

訪問看護ステーション りんどう 

〒391-0002 茅野市塚原２－５－４５ 

電話 82-1234 

FAX 82-0188 

 

諏訪中央病院訪問看護ステーション いろは 

〒391-0011 茅野市玉川４３００ 

電話 72-1000 

FAX 73-5417 

 

茅野市社会福祉協議会居宅介護支援事業所 

〒391-0013 茅野市宮川 3975 

電話 82-0211 

FAX 82-1107 

 

矢嶋内科医院指定居宅介護支援事業所 

〒391-0001 茅野市ちの３４９４ 

電話 82-6000 

FAX 72-2748 

 

富士見高原医療福祉センター ケアネットセンター茅野 

〒391-0005 茅野市仲町１７－３３JA信州仲町ビル１階 

電話 82-5670 

FAX 82-5671 

 

ニチイケアセンターすわ 

〒391-0013 茅野市宮川４２４５－１ 

電話 82-5183 

FAX 72-0439 

 

エクセレントライフ 

〒391-0301 茅野市北山５５１３－１５９ 

電話 67-0609 

FAX 67-0610 

 

宅老所みみずく居宅介護支援事業所 

〒391-0001 茅野市ちの２７６１－９ 

電話 73-8386 

FAX 75-5721 
 

桜ハウス居宅介護支援事業所 

〒391-0013 茅野市宮川４９００－４ 

電話 75-5720 

FAX 82-4160 

 

ゆうさぽーと 

〒391-0011 茅野市玉川３１５２－２ 

電話 79-7737 

FAX 79-7737 

 

居宅介護支援事業所なごみの家 

〒391-0013 茅野市宮川４１１２ 

電話 82-9377 

FAX 82-9377 

 

居宅介護支援事業所寿和寮 

〒391-0013 茅野市宮川５０１０－１ 

 茅野市養護老人ホーム寿和寮内 

電話 71-1610 

FAX 71-1611 

 

ウィズの風居宅介護支援事業所 

〒391-0013 茅野市宮川 11005 

電話 78-6531 

FAX 75-1078 

 

居宅介護支援事業所ケアマネセロリ 

〒391-0001 茅野市ちの１３５３番地３ 

電話 090-9359-7716 

FAX 73-1314 

 

居宅介護支援事業所米沢 

〒391-0216 茅野市米沢１６５９－２ 

電話 55-1533 

FAX 55-4973 

 

桜の実居宅介護支援事業所 

〒391-0011 茅野市玉川 3046-1 

電話 82-7685 

FAX 82-7690 

 

居宅介護支援事業所ゆかりケア 

〒391-0001 茅野市ちの 274-8 

電話 72-2235 

FAX 75-5567 

 

 

 

 



市町村 
名  称 
住  所 

電話番号 
ＦＡＸ番号 

備 考 

茅野市 

小規模多機能ケア米沢の家 

〒391-0216 茅野市米沢３５１５－１ 

電話 55-6009 

FAX 55-6001 

 

在宅サポート じこぼう 

〒391-0213 茅野市豊平４４７８ 

電話 71-6070 

FAX 71-6071 

 

小規模多機能型居宅介護アイリス茅野 

〒391-0013 茅野市宮川５７７８－１ 

電話 82-6077 

FAX 82-6012 

 

小規模多機能ケアはなもも 

〒391-0213 茅野市豊平 1032-1 

電話 55-8630 

FAX 55-5575 

 

下諏訪

町 

社会福祉法人下諏訪町社会福祉協議会 

〒393-0092 下諏訪町（大門３）１６２－４ 

電話 78-3860 

FAX 27-0890 

 

下諏訪町在宅介護支援センター 

〒393-0077 下諏訪町（矢木町１）２１４ 

電話 27-1195 

FAX 27-1179 

 

居宅介護支援事業所フラワー諏訪 

〒393-0034 下諏訪町（高浜）６１８８－１ 

電話 26-1119 

FAX 26-1113 

 

指定居宅介護支援事業所カーサ・デ・ソル 

〒393-0045 下諏訪町（南四王）６１５０－４ 

電話 27-3850 

FAX 27-3865 

 

ケアサポートふきのとう 

〒393-0061 下諏訪町（御田町）３１３４－７ 

電話 28-5307 

FAX 28-5392 

 

月岡ケアサービス多機能事業所月見ヶ丘 

〒393-0021 下諏訪町（武居北）５９２７－３ 

電話 26-0091 

FAX 26-0092 

 

小規模多機能ケア ぬくもり 

〒393-0047 下諏訪町（西赤砂）４４２９－６ 

電話 26-3057 

FAX 26-2135 

 

小規模多機能ケア やよい 

〒393-0083 下諏訪町（東弥生町）５２４７－４ 

電話 55-4313 

FAX 55-6867 

 

富士見

町 

老人保健施設あららぎ 

〒399-0214 富士見町落合１１１０６－１ 

電話 62-8008 

FAX 62-8005 

 

富士見町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 

〒399-0211 富士見町富士見８９８８－１ 

電話 78-8987 

FAX 62-6772 

 

小規模多機能型居宅介護事業所 一本松の家 

〒399-0212 富士見町立沢 815－65 

電話 78-6001 

FAX 62-3766 

 

原村 

アイリス 

〒391-0100 原村１０３７７－２ 

電話 72-8300 

FAX 72-7800 

 

原村社協居宅介護支援事業所 

〒391-0100 原村６６４９－３ 

電話 79-7228 

FAX 79-7093 

 

老人保健施設さくらの指定居宅介護支援事業所 

〒391-0100 原村１３２２０－１ 

電話 70-1222 

FAX 70-1223 

 

つくし居宅介護支援事業所 

〒391-0100 原村１１３９０ 

電話 79-3438 

FAX 79-3438 

 

 


