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(福)愛育会 小諸市 384-0006 小諸市与良町3-3-5 0267-23-3819

(福)愛泉会 軽井沢町 389-0115 北佐久郡軽井沢町追分上の原1607-4 0267-46-2485

(福)愛灯園 小諸市 384-0805 小諸市高峰己1 0267-22-8177

(福)浅間福祉会 小諸市 384-0023 小諸市東雲5-8-1 0267-25-7591

(福)育護会 軽井沢町 389-0111 北佐久郡軽井沢町大字長倉3725 0267-45-5379

(福)いずみ会 佐久市 385-0022 佐久市岩村田3606ｰ9 0267-68-3030

(福)臼田保育園 佐久市 384-0301 佐久市臼田2126-8 0267-82-2332

(福)からし種の会 佐久市 384-2106 佐久市八幡1115ｰ67 0267-58-2244

(福)軽井沢会 御代田町 389-0206 北佐久郡御代田町大字御代田4108ｰ1374 0267-32-2525

(福)小諸青葉福祉会 小諸市 384-0055 小諸市大字柏木1328 0267-23-9515

(福)小諸学舎 小諸市 384-0806 小諸市大字塩野1-88 0267-22-5545

(福)佐久学舎 佐久市 385-0035 佐久市瀬戸70-2 0267-63-0505

(福)佐久コスモス福祉会 佐久市 385-0022 佐久市岩村田1880-5 0267-68-8268

(福)佐久平福祉会 佐久市 385-0021 佐久市長土呂158-1 0267-66-7010

(福)佐久福寿園 佐久市 385-0022 佐久市岩村田4213 0267-68-3055

(福)山栄会 佐久市 385-0026 佐久市常田77-1 0267-67-7654

(福)信濃佐久福祉会 佐久市 385-0053 佐久市野沢333-1 0267-63-0474

(福)春育会 佐久市 385-0043 佐久市取出町491ｰ2 0267-62-0634

(福)しらかばの会 立科町 384-2303 北佐久郡立科町大字塩沢333-1 0267-56-1802

(福)ハートフルケアたてしな 立科町 384-2305 北佐久郡立科町芦田720-1 0267-56-1955

(福)真応会 小諸市 384-0027 小諸市六供1-7-1 0267-23-1601

(福)双緑会 佐久市 385-0061 佐久市伴野1792ｰ1 0267-63-0123

(福)長秀会 佐久市 385-0052 佐久市原267-1 0267-62-1208

(福)七草会 小諸市 384-0041 小諸市大字菱平字西丸山187 0267-22-3844

(福)のぞみ福祉会 小諸市 384-0093 小諸市大字和田966-151 0267-22-9274

(福)法延会 軽井沢町 389-0115 北佐久郡軽井沢町大字追分1710-1 0267-46-8231

(福)望月悠玄福祉会 佐久市 384-2203 佐久市布施769－1 0267-78-5131

(福)湧泉会 佐久市 385-0022 佐久市岩村田1158ｰ10 0267-67-2287

(福)ロングライフ・小諸 小諸市 384-0045 小諸市大字滝原257-6 0267-24-5111

(福)里和会 佐久市 384-0413 佐久市三分237-1 0267-82-4523

(福)里仁会 佐久市 384-0303 佐久市下小田切50-1 0267-82-8585

(福)蒲公英 御代田町 389-0202 北佐久郡御代田町大字草越1173-1786 0267-32-5396

(福）興望館（興望館沓掛学荘） 軽井沢町 389-0111 北佐久郡軽井沢町長倉2436 0267-45-6186

(福)咲くひまわり会 佐久市 385-0035 佐久市瀬戸1177-13 0267-62-6495

(福)あさしな福祉会 佐久市 384-2106 佐久市八幡241-1 0267-58-3955

(福)上田しいのみ会 上田市 386-1542 上田市大字下室賀2826 0268-31-0001

(福)上田明照会 上田市 386-0011 上田市中央北2-7-3 0268-27-6633

(福)海野保育園 東御市 389-0518 東御市大字本海野575 0268-62-2800
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(福)かりがね福祉会 上田市 386-2201 上田市真田町長6430-1 0268-72-3431

(福)カルディア会 上田市 386-0018 上田市常田二丁目30ｰ17 0268-22-1520

(福)恵仁福祉協会 上田市 386-2201 上田市真田町長7141-1 0268-72-2781

(福)敬老園 上田市 386-0027 上田市常盤城2256-1 0268-28-1170

(福)聖公会上田福祉会 上田市 386-0012 上田市中央3-16-１ 0268-22-1361

(福)大慈会 上田市 386-0027 上田市常盤城3ｰ7ｰ48 0268-22-1595

(福)大樹会 青木村 386-1601 小県郡青木村大字田沢3402-1 0268-49-1111

(福)大智会 上田市 386-0011 上田市中央北2-7-51 0268-22-1147

(福)ちいさがた福祉会 東御市 389-0506 東御市常田2-1 0268-63-6660

(福)原峠保養園 上田市 386-0033 上田市大字御所38 0268-22-1195

(福)古里会 上田市 386-0005 上田市大字古里824ｰ8 0268-23-0503

(福)別所清明会 上田市 386-1431 上田市大字別所温泉1828-2 0268-38-3160

(福)芳風会 上田市 386-0151 上田市大字芳田字鬼沢1411-1 0268-35-1157

(福)まるこ福祉会 上田市 386-0411 上田市生田5071-1 0268-43-2567

(福)みまき福祉会 東御市 389-0402 東御市布下6-1 0268-61-6001

(福)やまびこ会 上田市 386-0032 上田市大字諏訪形字西海道1169-1 0268-25-1160

(福)依田窪福祉会 上田市 386-0503 上田市下武石776-1 0268-85-2202

(福)りんどうの会 上田市 386-1321 上田市大字保野422 0268-38-3417

(福)若竹会 上田市 386-0041 上田市大字秋和字山道864ｰ3 0268-27-8820

(福)極楽寺愛育会 上田市 386-0034 上田市中之条501-10 0268-22-0465

(福)寿翔永会 上田市 386-0025 上田市天神三丁目5-90 0268-24-1230

(福)おおぞら福祉会 諏訪市 392-0022 諏訪市高島4-1475 0266-53-2408

(福)エリア創星会 岡谷市 394-0027 岡谷市中央町3-5-5 0266-78-8089

(福)共立福祉会 岡谷市 394-0048 岡谷市川岸上4-3-7 0266-22-2236

(福)この街福祉会 茅野市 391-0012 茅野市金沢御狩野5771-4 0266-70-6220

(福)こまくさ福祉会 茅野市 391-0001 茅野市ちの3000-１ 0266-82-7500

(福)信濃医療福祉センター 下諏訪町 393-0093 諏訪郡下諏訪町社字花田6525-1 0266-27-8414

(福)諏訪福祉会 諏訪市 392-0022 諏訪市湖岸通り5-11-5 0266-57-5755

(福)清明会 岡谷市 394-0034 岡谷市湖畔1-18-19 0266-24-2515

(福)聖母の会 諏訪市 392-0001 諏訪市湖南4894-1 0266-52-2204

(福)誠心会 原村 391-0100 諏訪郡原村10377-2 0266-72-8300

(福)つばさ福祉会 岡谷市 394-0004 岡谷市神明町4-11-14 0266-22-5874

(福)つるみね福祉会 岡谷市 394-0048 岡谷市川岸上4-12-51 0266-22-2574

(福)ひまわり会 岡谷市 394-0081 岡谷市長地権現町2-8-30 0266-27-2816

(福)有倫会 岡谷市 394-0011 岡谷市長地出早2-6-33 0266-28-6537

(福)こころ 諏訪市 392-0022 諏訪市高島3-1300-1 0266-54-5560

(福)ひなたぼっこ 富士見町 399-0211 諏訪郡富士見町富士見11650-1 0266-61-2335

(福)育桜会 駒ヶ根市 399-4117 駒ヶ根市赤穂4462ｰ1 0265-83-3640
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(福)伊南福祉会 駒ヶ根市 399-4117 駒ヶ根市赤穂3249-4 0265-81-4070

(福)上伊那福祉協会 伊那市 396-0021 伊那市美篶7164-1 0265-77-0350

(福)しなのさわやか福祉会 宮田村 399-4195 上伊那郡宮田村4804-1 0265-84-1311

(福)すずらん福祉会 駒ヶ根市 399-4117 駒ヶ根市赤穂14424-4 0265-81-6111

(福)たかずや福祉会 伊那市 399-4432 伊那市東春近7000-8 0265-72-6456

(福)高遠さくら福祉会 伊那市 396-0214 伊那市高遠町勝間220 0265-94-1181

(福)日本聴導犬協会 宮田村 399-4301 上伊那郡宮田村7030-1 0265-85-4615

（福）花いちもんめ 伊那市 396-0023 伊那市山寺3187 0265-72-3486

(福)みおつくし会 伊那市 396-0022 伊那市御園587-2 0265-78-4157

(福)麦の家 中川村 399-3801 上伊那郡中川村大草4559 0265-88-4069

(福)明鐘会 駒ヶ根市 399-4117 駒ヶ根市赤穂8180-９ 0265-83-2057

(福)りんどう信濃会 駒ヶ根市 399-4117 駒ヶ根市赤穂16398-152 0265-82-4435

(福)音葉会 辰野町 399-0428 上伊那郡辰野町大字伊那富6333-2 0263-78-8503

(福)なごやか福祉会 駒ヶ根市 399-4117 駒ヶ根市赤穂14番地892

(福)ふれあい 南箕輪村 399-4511 上伊那郡南箕輪村1634-349 0265-76-2020

(福)あすなろ会 飯田市 395-0152 飯田市育良町3丁目15-2 0265-23-4656

(福)あゆみ会 飯田市 399-2565 飯田市下久堅南原803-10 0265-28-8120

(福)アンサンブル会 松川町 399-3303 下伊那郡松川町元大島1339-1 0265-34-0226

(福)飯田風越福祉会 飯田市 395-0077 飯田市丸山町4丁目7537-10 0265-22-1489

(福)笠松会 飯田市 395-0157 飯田市大瀬木1103 0265-25-7123

(福)一陽会 飯田市 395-0151 飯田市北方3369-1 0265-25-7738

(福)伊那福祉会 飯田市 395-0004 飯田市上郷黒田236 0265-22-4095

(福)長姫福祉会 飯田市 395-0021 飯田市仲ノ町305-6 0265-22-3875

(福)楓会 飯田市 390-0054 飯田市箕瀬町2丁目2561-4 0265-56-8730

(福)萱垣会 飯田市 395-0805 飯田市鼎一色551 0265-22-1368

(福)希望の虹 飯田市 395-0071 飯田市今宮町４丁目5609-2 0265-52-2458

（福）子供の園 飯田市 395-0027 飯田市馬場町3－501-1 0265-22-1389

(福)サンあなん 阿南町 399-1501 下伊那郡阿南町北條413 0260-22-2171

(福)慈光福祉会 飯田市 395-0082 飯田市宮の前4410-1 0265-23-1390

(福)下伊那社会福祉会 飯田市 395-0034 飯田市追手町2丁目678 0265-22-0556

(福)信濃こぶし会 豊丘村 399-3202 下伊那郡豊丘村神稲4026-1 0265-35-8511

(福)白鳥会 飯田市 395-0041 飯田市中央通り2丁目9番地 0265-22-4134

(福)白百合福祉会 高森町 399-3102 下伊那郡高森町吉田210 0265-35-6771

(福)親愛の里 松川町 399-3302 下伊那郡松川町元大島1593-1 0265-34-7120

(福)洗心会 飯田市 395-0244 飯田市山本600-1 0265-28-1050

(福)たちばな会 飯田市 395-0054 飯田市箕瀬町1丁目2453 0265-22-1119

(福)千代しゃくなげの会 飯田市 399-2222 飯田市千代932-5 0265-59-2144

(福)八反田 飯田市 395-0002 飯田市上郷飯沼477-1 0265-53-7728
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(福)林の杜 豊丘村 399-3202 下伊那郡豊丘村神稲4176 0265-35-1870

(福)ぽけっと 飯田市 395-0075 飯田市白山通り1-310-1 0265-21-6212

(福)松美会 飯田市 399-2563 飯田市時又329 0265-26-9208

(福)明星会 飯田市 395-0807 飯田市鼎切石3965-2 0265-26-9456

(福)ゆいの里 飯田市 399-2221 飯田市龍江7159-1 0265-27-4600

(福)悠水会 飯田市 395-0813 飯田市毛賀1681-10 0265-26-6888

(福)夢のつばさ 阿智村 395-0301 下伊那郡阿智村大字春日3291-4 0265-43-3737

(福)和順福祉会 飯田市 395-0077 飯田市丸山町2丁目6728 0265-52-1880

(福)綿半野原積善会 飯田市 395-0244 飯田市山本6719-6 0265-25-3960

(福)ひだまりの郷あなん 阿南町 399-1501 下伊那郡阿南町北條1580 0260-22-2100

(福)まどか 高森町 399-3105 下伊那郡高森町牛牧1968ｰ15 0265-48-6668

(福)開田福祉会 木曽町 397-0302 木曽郡木曽町開田高原5227-100 0264-44-1470

(福)木曽社会福祉事業協会 上松町 399-5608 木曽郡上松町大字荻原1460 0264-52-2298

(福)のぞみ 松本市 390-1131 松本市大字今井3104 0263-59-2198

(福)ハーモニー 松本市 390-0851 松本市大字島内字広田4064-2 0263-48-6321

(福)梓の郷 松本市 390-1701 松本市梓川倭3234-15 0263-78-7288

(福)安曇野福祉協会 安曇野市 399-8205 安曇野市豊科5126-1 0263-72-9141

(福)アルプス 松本市 399-0033 松本市大字笹賀4992-1 0263-58-2196

(福)アルプス福祉会 松本市 399-0021 松本市寿豊丘609-30 0263-85-4141

(福)芹田福祉サービス 長野市 380-0821 長野市大字鶴賀字鍋屋田1381-3 026-233-5011

(福)塩嶺福祉協会 塩尻市 399-0711 塩尻市大字片丘6778-3 0263-54-7351

(福)協立福祉会 安曇野市 399-8204 安曇野市豊科高家5285-11 0263-71-2300

(福)恵清会 松本市 399-0026 松本市寿中2-20-1 0263-86-6590

(福)恵和会 松本市 399-0021 松本市大字寿豊丘749-3 0263-51-1128

(福)孝悌会 安曇野市 399-8204 安曇野市豊科高家5090-１ 0263-71-4165

(福)孝明 安曇野市 399-7104 安曇野市明科七貴3681 0263-62-5880

(福)国際保健支援会 松本市 390-0821 松本市筑摩3-15-31 0263-29-1210

(福)信州福祉会 松本市 399-0038 松本市大字小屋南1-8-10 0263-58-1229

(福)信濃友愛会 松本市 399-7417 松本市刈谷原町759-1 0263-64-4040

(福)心泉会 松本市 390-0823 松本市大字中山7494-10 0263-86-3820

(福)州浜会 松本市 390-0815 松本市深志2-4-27 0263-35-9187

(福)誠心福祉協会 安曇野市 399-8103 安曇野市三郷小倉2685-1 0263-77-5871

(福)高綱の里 松本市 390-0852 松本市大字島立4883 0263-47-0588

(福)ちくま 松本市 399-0001 松本市宮田8-22 0263-26-6330

(福)中信社会福祉協会 松本市 390-1702 松本市梓川2288-3 0263-78-7203

(福)てまり 松本市 390-0832 松本市南松本２-2207-11 0263-24-0573

(福)長野県視覚障害者福祉協会 松本市 390-0802 松本市旭２-11-39 0263-32-5632

(福)七つの鐘 安曇野市 399-8103 安曇野市三郷小倉6079-1 0263-77-8800
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(福)平成会 塩尻市 399-6461 塩尻市宗賀1298-92 0263-51-6610

(福)松本ハイランド 松本市 390-1242 松本市和田2240-33 0263-40-3377

(福)松本市児童養護協会 松本市 390-0851 松本市大字島内字川原1666-880 0263-47-0590

(福)松本福祉会 松本市 390-0846 松本市南原2-11-5 0263-27-3377

(福)明誠会 安曇野市 399-8201 安曇野市豊科町南穂高3757-３ 0263-72-2367

(福)山の子会 松本市 390-0221 松本市里山辺3728-3 0263-36-7711

(福)有明会 安曇野市 399-8301 安曇野市穂高有明7261-3 0263-83-7735

(福)雄仁会 松本市 390-1401 松本市波田9802番地1 0263-92-7870

(福)陽気会 松本市 390-1702 松本市梓川梓2516-6 0263-78-2940

(福）すばる安曇野共生会 安曇野市 399-8301 安曇野市穂高有明3074-4 0263-31-0837

(福）みのむし学園 塩尻市 399-0701 塩尻市大字広丘吉田字堰西498-2 0263-58-4326

(福)幸充 池田町 399-8602 北安曇郡池田町会染1498-1 0261-61-1818

(福)信濃の郷 池田町 399-8603 北安曇郡池田町大字中鵜3080 0261-62-6741

(福)周厚会 大町市 398-0002 大町市平1955-971 0261-23-0722

(福)大北社会福祉事業協会 大町市 398-0002 大町市大町1058-33 0261-22-0320

(福)れんげ福祉会 大町市 398-0004 大町市常盤6850-24 0261-26-3366

(福)北アルプスの風 大町市 398-0002 大町市大町3504-13 0263-73-4268

(福)有明福祉会 千曲市 387-0007 千曲市大字屋代476 026-273-2415

(福)杏の郷 千曲市 387-0004 千曲市大字倉科1048-1 026-274-0883

(福)いなりやま福祉会 千曲市 387-0021 千曲市大字稲荷山2046-1 026-272-6645

(福）大西福祉会 千曲市 387-0012 千曲市大字桜堂字西沖367-3 026-274-7025

(福)おらが会 信濃町 389-1305 上水内郡信濃町大字柏原350 026-255-6600

(福)グリーンアルム福祉会 須坂市 382-0034 須坂市大字仁礼７-10 026-215-2662

(福)くりのみ園 小布施町 381-0208 上高井郡小布施町大字都住1238-2 026-247-6330

(福)廣望会 長野市 389-0102 長野市若穂保科3654 026-268-5220

(福)互念会 須坂市 382-0071 須坂市大字小河原2405-１ 026-245-2154

(福)坂城福祉会 坂城町 389-0601 埴科郡坂城町大字坂城9086-1 0268-82-0294

(福)しあわせ 千曲市 387-0016 千曲市寂蒔410-1 026-274-3485

(福)ジェイエー長野会 長野市 380-0826 長野市大字南長野北石堂町1177-3 026-223-0533

(福)信濃整肢療護園 千曲市 387-0022 千曲市大字野高場1835-9 026-272-1435

(福)仁慈協会 須坂市 382-0086 須坂市本上町1355-１ 026-245-1041

(福)すこう福祉会 須坂市 382-0076 須坂市大字小河原1234-1 026-248-5678

(福)千寿会 千曲市 389-0804 千曲市大字戸倉2440-1 026-261-0600

(福)千聖会 千曲市 389-0822 千曲市大字上山田2454 026-276-1200

(福)大志会 千曲市 387-0005 千曲市大字森字青田1024-3 026-272-7700

(福)暖家 長野市 380-0928 長野市若里2-10-1 026-226-9485

(福)徳応院聖舎 千曲市 387-0017 千曲市大字中201-2 026-273-3051

(福)長野いのちの電話 長野市 380-0921 長野市大字栗田857-1 026-225-1000
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(福)長野県共同募金会 長野市 380-0871 長野市大字西長野字加茂北143-8 026-234-6813

(福)長野県社会福祉協議会 長野市 380-0928 長野県長野市中御所岡田98-1 026-228-4244

(福)長野県社会福祉事業団 長野市 380-0928 長野市大字高田364-1 026-228-0337

(福)長野県身体障害者福祉協会 長野市 380-0928 長野市中御所岡田98-1　長野県長野保健福祉事務所２階 026-228-0317

(福)長野県知的障害者育成会 長野市 380-0928 長野市中御所岡田98-1 026-227-6811

(福)長野県聴覚障害者協会 長野市 380-0803 長野市大字下駒沢586 026-295-3612

(福)ハイネスライフ 長野市 381-0016 長野市大字南堀3-1 026-215-1212

(福)芹田福祉サービス 長野市 380-0821 長野市鶴賀鍋屋田1381-3 026-233-5011

(福)博悠会 長野市 381-0043 長野市吉田4-19-5 026-247-7288

(福)睦寿会 千曲市 389-0812 千曲市大字羽尾366-1 026-275-6886

(福)睦会 長野市 388-8019 長野市篠ノ井杵淵字新田前213-4 026-293-2600

(福)満照寺福祉会 千曲市 387-0013 千曲市大字小島字寺前3064-1 026-272-0241

(福)夢工房福祉会 須坂市 382-0099 須坂市大字高梨343-1 026-214-3531

(福)林檎の里 飯綱町 389-1201 上水内郡飯綱町大字芋川6013-6 026-253-1299

(福)なずな 須坂市 382-0021 須坂市大字豊岡2754-1 026-214-9727

(福)わらべ福祉会 須坂市 382-0076 須坂市大字坂田218-2 026-248-8920

(福)りんどう会 高山村 382-0831 上高井郡高山村大字高井2906-4 026-248-7716

(福)えがお 小布施町 381-0209 上高井郡小布施町大字中松701-1 026-247-6781

(福)さらしなの星 千曲市 387-0021 千曲市大字稲荷山1788-1 026-214-8607

長野市社会事業協会 長野市 380－0928 長野市若里6-6-14

信濃福祉 長野市 380－0871 長野市新諏訪1-25-43

長野りんどう会 長野市 381－0041 長野市徳間3222

絆の会 長野市 380－0928 長野市若里三丁目14番23号

豊寿福祉会 長野市 381－2225 長野市篠ノ井岡田3241

善光寺大本願福祉会 長野市 380－0801 長野市箱清水3－19－2

光仁会　富竹の里 長野市 381－0006 長野市富竹1621

長野南福祉会 長野市 381－2204 長野市大字栗田732-1

エマオ会 長野市 388－8003 長野市篠ノ井小森751番地の1

あさひ福祉会 長野市 381－2211 長野市稲里町下氷鉋682

四徳会 長野市 388－8001 長野市篠ノ井布施五明1973

川中嶋福祉会 長野市 381－2234 長野市川中島町今里610

若槻ホーム 長野市 381－0086 長野市田中1464－1

ハーモニー福祉会 長野市 381－0088 長野市吉1823－1

四徳健康会 長野市 381－2227 長野市川中島町今井原11－8

豊智福祉会 長野市 389－1105 長野市豊野町豊野2298－2

ふじ 長野市 380-0814 長野市大字鶴賀西鶴賀町1940

ウエルフェアコスモス 長野市 381-2212 長野市小島田町352番地

ながのコロニー 長野市 388-8011 長野市篠ノ井布施五明464－1
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長野市身体障害者福祉協会 長野市 380－0904 長野市鶴賀276－10

しののい福祉会 長野市 388－8011 長野市篠ノ井布施五明2259

花工房福祉会 長野市 381－2226 長野市川中島町今井1387－1

森と木 長野市 381－0036 長野市平林1－30－1

信濃の星 長野市 381－0034 長野市高田1134番地１

ともいき会 長野市 388-8007 長野市篠ノ井布施高田1034-1

大勧進養育院 長野市 381－0021 長野市屋島2373

湖会 長野市 381－1221 長野市松代町東条字腰巻108-2

㈱八葉会 千曲市 387－0021 千曲市稲荷山3842-1 026-214-1315

円福会 長野市 388－8005 長野市篠ノ井横田798－1

浅川双葉福祉会 長野市 381－0064 長野市浅川東条177－3

博愛会 長野市 380－0902 長野市浅川東条295－5

六花会（小市こども園） 長野市 380－0961 長野市安茂里小市3－8－19

聖徳保育園 長野市 381－0081 長野市三才2114

つましな保育園 長野市 380－0837 長野市南長野294－4

北条保育園 長野市 381－0034 長野市高田94－5

川中島青葉会 長野市 381－2221 長野市川中島町御厨843－1

新志福祉会 長野市 381－1217 長野市篠ノ井西寺尾2798

和良会 長野市 388－3006 長野市篠ノ井御幣川1160

光風会 長野市 381－0023 長野市風間1910－1

フレンド保育園 長野市 381－2226 長野市川中島町今井1344－4

大豆島保育園 長野市 381－0022 長野市大豆島6382

博仁会 長野市 380－0802 長野市上松4－952-1

守幼会 長野市 381－0087 長野市田子230－1

五幸会 長野市 381－0057 長野市浅川西条871

はなぞの会 長野市 381－2247 長野市青木島3－10－3

稲田会 長野市 381－0042 長野市西三才2342-2

シオン会 長野市 381－2205 長野市青木島町大塚463－4

出光会 長野市 381－0034 長野市高田1446－1

松真福祉会 長野市 381－1226 長野市松代温泉330－1

励精会 長野市 380－0911 長野市稲葉2208

長野市私立保育協会 長野市 380－0902 長野市鶴賀1594

はちす会 長野市 381－0024 長野市南長池858

ひよし保育園 長野市 388－8005 長野市篠ノ井横田805－4

ミツワ会 長野市 380－0811 長野市三輪8-6-31

アントニオ愛児会 長野市 380－0814 長野市西鶴賀1491－12

おおぞら作新会 長野市 381-2216 長野市稲里町下氷鉋68-1

光和福祉会 長野市 380-0803 長野市大字三輪1317-10
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恵久会 長野市 380-0835 長野市大字南長野新田町１１０６－１

治敬会 長野市 381-0022 長野市大字大豆島５２８２

さかえ 長野市 381－0043 長野市吉田３丁目13-27

(福)飯山学園 飯山市 389-2253 飯山市大字飯山3180 0269-62-2339

(福)高水福祉会 飯山市 389-2253 飯山市大字飯山3599-1 0269-81-2771

(福)こぶしの会 中野市 383-0024 中野市東山1134ｰ4 0269-24-5155

(福)にこにこ会 山ノ内町 381-0401 下高井郡山ノ内町大字平隠2926-33 0269-33-0545

(福)みゆき福祉会 木島平村 389-2301 下高井郡木島平村穂高3115-1 0269-82-2980

(福)めぐみ隣保会 飯山市 389-2254 飯山市南町26-17 0269-62-2129

ヒューマンヘリテージ 長野市 388－8020 長野市神明180-3

黒木学園福祉会 長野市 380 - 0935 長野市中御所2丁目29-7
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