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地域 種別1 種別2 事業所名 住所

佐久 高齢 特・養 うすだコスモ苑 佐久市臼田86
7～11月可
（8/8～8/22不可） 土日祝不可

佐久 高齢 特 特別養護老人ホームさくら苑 佐久市下小田切50-1 土日祝不可

佐久 高齢 デ デイサービスセンターしらかば 佐久市協和2404-1 土日不可

佐久 高齢 小 小規模多機能型居宅介護さんぴあの家 佐久市根岸3203-2 11～3月不可 土日祝不可

佐久 高齢 デ 宅幼老所のんびり 佐久市上平尾1045

佐久 高齢 デ 佐久だいらデイサービスセンター 佐久市常田東池下77-1 1月1日～3日不可

佐久 高齢 特 佐久市特別養護老人ホームシルバーランドみつい 佐久市新子田866 土日祝不可

佐久 高齢 老 介護老人保健施設安寿苑 佐久市中込1-17-8 土日祝不可

佐久 高齢 小 小規模多機能あったかほーむ中込 佐久市中込3713-11 土日祝不可

佐久 高齢 老 介護老人保健施設シルバーポートつかばら 佐久市塚原1894番地1 日曜日不可

佐久 高齢 デ 宅幼老所茂田井 佐久市茂田井2146-2 日曜日不可

佐久 高齢 軽 ケアハウスのぞみ 小諸市和田966-151 感染症等流行時不可 土日祝不可

佐久 高齢 特 特別養護老人ホーム愛灯園 小諸市己字高峯143‐1番地 4～10月不可 土日不可

佐久 高齢 デ 通所介護事業所愛灯園 小諸市己字高峯143‐1番地 4～10月不可 木・日・年末年始不可

佐久 高齢 デ 寿園介護ステーションデイサービス 小諸市御影新田字池ノ上2090-1 盆・年末年始不可 土日不可

佐久 高齢 有 ことぶきの家御影 小諸市御影新田字池ノ上2257-1 盆・年末年始不可 土日不可

佐久 高齢 有 住宅型有料老人ホームケアライフ小諸 小諸市御幸町1-10-8

佐久 高齢 シ ショートステイ佐久だいら 小諸市市338-3 土日祝不可

佐久 高齢 デ デイサービスセンターのぞみ 小諸市東雲6-2-3 日祝不可

佐久 高齢 軽 ケアハウスやまびこ 小諸市柏木1326-1

佐久 高齢 デ デイサービスセンターやまびこ 小諸市柏木1326-1 日曜日不可

受入可能期間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊faxの場合は送信する前にご連絡をお願いします。

（地）　地域密着型特別養護老人ホーム　　　（有）　有料老人ホーム　　　（グ）　グループホーム

令和３年度「福祉の職場体験事業」受入施設・事業所一覧

福祉の職場体験を希望される方は、表に記載の中から希望する施設・事業所を選び、申込書に記入のうえ、
長野県社会福祉協議会に郵送またはＦＡＸ、メール等でお申込みください。また、新設等の理由で一覧に記載のない
受入施設・事業所でも、受入の可否について確認しますのでお問合せください。

事業所区高齢の【種別2】欄は次の福祉施設・事業所の略記です。

（特）　特別養護老人ホーム　　　（養）　養護老人ホーム　　　（老）　介護老人保健施設

（デ）　デイサービス　　（シ）　ショートステイ　　（小）　小規模多機能型居宅介護       (養) 　養護老人ホーム

（軽）　軽費老人ホーム　（宅）　宅老所　　など

受入施設の都合及び新型コロナウィルス等感染症の状況により拡大防止対策上、受入不可、中止、延期及び
内容が変更になる場合があります。また、受入施設から体験者に防止対策を要請される場合があります。

　問合せ先：長野県社会福祉協議会　福祉人材センター　職場体験担当　℡.026-226-7330　fax.026-227-0137

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「受入可能期間」が空白の事業所については、上記までご相談ください。

施設によっては昼食代（数百円程度）を徴収する場合があります。

1



地域 種別1 種別2 事業所名 住所 受入可能期間

佐久 高齢 グ グループホームやまびこの家 小諸市柏木1326-1

佐久 高齢 有 ケアホームわだ 小諸市和田215-2

佐久 高齢 デ 小海町デイサービスセンターやすらぎ園 南佐久郡小海町大字豊里805 日曜日不可

佐久 高齢 デ 小海町宅老所なごみ 南佐久郡小海町大字豊里813 日曜日不可

佐久 高齢 特 特別養護老人ホームのべやま 南佐久郡南牧村野辺山65-3 土日祝不可

佐久 高齢 デ 健康道場やまぶき 北佐久郡立科町芦田1872-1

佐久 高齢 特・デ・グ かるいざわ敬老園 北佐久郡軽井沢町追分1436
デイサービスセンターのみ
日曜不可

佐久 障がい 浅科ふれあいホーム 佐久市塩名田548-5 土日祝不可

佐久 障がい 緑の牧場学園 佐久市八幡1115-67

佐久 障がい 身体障害者ケアホームやまびこ 小諸市乙女1510-2 土日祝不可

佐久 障がい 障害者相談支援センターやまびこ 小諸市乙女1510-2 土日祝不可

佐久 障がい 障害者支援施設やまびこ園 小諸市柏木1328 土日不可

佐久 障がい やまびこ小諸荘 小諸市本町3-21-5 土日祝不可

佐久 障がい 千曲園 南佐久郡佐久穂町高野町1623-1 11～3月不可 土日祝不可

佐久 障がい 小海町社会福祉協議会 南佐久郡小海町大字豊里805 日曜日不可

佐久 その他 ヘルパーステーションやまびこ 小諸市乙女1510-2

上小 高齢 デ 健康道場たんぽぽ 上田市五加920-5

上小 高齢 特・デ しおがわ敬老園 上田市塩川1001 土日不可

上小 高齢 特 しものごう敬老園 上田市下之郷463-1 9～11月受入可

上小 高齢 有 ケアライフ古里 上田市古里914-6 土日不可

上小 高齢 デ 健康道場さくら 上田市材木町2-12-1 11～3月不可

上小 高齢 小 新田の家 上田市上田2545-5 要相談

上小 高齢 デ・シ・グ うえだはら敬老園 上田市上田原1050 要相談
基本的に平日可
要相談

上小 高齢 グ 真田グループホーム 上田市真田町長4205-2 応相談

上小 高齢 デ デイサービスセンターアザレアン 上田市真田町長7141-1 日曜日不可

上小 高齢 グ 萩・曲尾グループホーム 上田市真田町傍陽6185-2 12～3月不可

上小 高齢 グ 下原グループホーム 上田市真田町本原668-1 12～3月不可

上小 高齢 小 大畑の家 上田市真田町本原772-2
7～8月・11～3月
不可

上小 高齢 特 特別養護老人ホームうえだ敬老園 上田市中央3-14-5 12～2月不可 土日不可

上小 高齢 特 ベルポートまるこ東 上田市中丸子1897番地1
8/13～8/16
12/30～1/3不可 土日祝不可

上小 高齢 デ ソレイユ暖暖 上田市中野418-1 日曜日不可

上小 高齢 小 南天神の家 上田市天神4-2055-6 要相談

上小 高齢 特 ローマンうえだ 上田市殿城250番地1 12～3月不可 日曜日不可

上小 高齢 特 特別養護老人ホーム別所温泉長寿園 上田市別所温泉1828-2 事前連絡打合せ 土日祝不可

上小 高齢 小 ニチイケアセンター中塩田 上田市本郷820-1
コロナ感染症時期
不可

上小 高齢 デ デイサービスセンターきたみまき 東御市布下37番地

上小 高齢 特 特別養護老人ホームケアポートみまき 東御市布下6番地1

上小 障がい しいのみ療護園 上田市下室賀2826 コロナ感染症終息後可 土日不可
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地域 種別1 種別2 事業所名 住所 受入可能期間

上小 障がい 舞田館 上田市舞田232 6～10月不可 土日祝不可

上小 障がい 第三上田ひもろ木園 上田市保野566
8月～11月受入可
コロナ感染レベル1以上不可 平日のみ可

上小 障がい 宅幼老所岩井屋 東御市田中220 要相談 土日不可

上小 障がい くらし館御牧原 東御市田中220 要相談 土日不可

上小 障がい 岩井屋こども館 東御市田中220 要相談 土日不可

上小 障がい 生活介護施設ひまわりの丘 東御市布下617-1 3・4月不可 土日祝不可

上小 児童 まるこ保育所 上田市上丸子895 要相談 要相談

上小 児童 塩川保育所 上田市塩川1458 要相談 要相談

上小 児童 室賀保育所 上田市下室賀2336-1 要相談 要相談

上小 児童 東塩田保育所 上田市下之郷806-3 要相談 要相談

上小 児童 下之条保育所 上田市下之条801-ｲ 要相談 要相談

上小 児童 武石保育所 上田市下武石752 要相談 要相談

上小 児童 神科第二保育所 上田市古里137-6 要相談 要相談

上小 児童 国分保育所 上田市国分745-ｲ 要相談 要相談

上小 児童 西塩田保育所 上田市手塚1086-3 要相談 要相談

上小 児童 神科第一保育所 上田市住吉707-2 要相談 要相談

上小 児童 泉田保育所 上田市小泉1-8 要相談 要相談

上小 児童 塩田北保育所 上田市小島122 要相談 要相談

上小 児童 塩尻保育所 上田市上塩尻195-1 要相談 要相談

上小 児童 川辺保育所 上田市上田原518 要相談 要相談

上小 児童 南部保育所 上田市常田1-5-1 要相談 要相談

上小 児童 東部保育所 上田市常田3-4-34 要相談 要相談

上小 児童 北保育所 上田市常磐城5-7-25 要相談 要相談

上小 児童 さなだ保育所 上田市真田町長6301 要相談 要相談

上小 児童 そえひ保育所 上田市真田町傍陽6293 要相談 要相談

上小 児童 浦里保育所 上田市仁古田171 要相談 要相談

上小 児童 城下保育所 上田市諏訪形934 要相談 要相談

上小 児童 すがだいら保育所 上田市菅平高原1223-392 要相談 要相談

上小 児童 依田保育所 上田市生田4953-2 要相談 要相談

上小 児童 西内保育所 上田市西内8 要相談 要相談

上小 児童 神川保育所 上田市蒼久保1212-1 要相談 要相談

上小 児童 中丸子保育所 上田市中丸子1852-5 要相談 要相談

上小 児童 塩田中央保育所 上田市中野419-1 要相談 要相談

上小 児童 長瀬保育所 上田市長瀬2466 要相談 要相談

上小 児童 上田さつき保育園 上田市天神3-5-90 3～5月不可 土日祝不可

上小 児童 豊殿保育所 上田市芳田982-3 要相談 要相談

諏訪 高齢 養 養護老人ホーム岡谷和楽荘 岡谷市2916-4岡谷和楽荘
他実習・研修と重なる場合
不可 体験開始日：平日

諏訪 高齢 グ つばさの家岡谷・小口 岡谷市銀座1-3-10
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地域 種別1 種別2 事業所名 住所 受入可能期間

諏訪 高齢 グ 愛の家グループホーム岡谷幸町 岡谷市幸町6-24-1 土日祝不可

諏訪 高齢 デ 有料老人ホームホープ 岡谷市山下町2-13-10

諏訪 高齢 デ 在宅介護てまり 岡谷市神明町1-2-2 日曜日不可

諏訪 高齢 特 介護老人福祉施設さわらび 岡谷市西山1723-101 土日不可

諏訪 高齢 グ つばさの家岡谷・小井川 岡谷市赤羽3-12-8

諏訪 高齢 老 介護老人保健施設かりんの里 諏訪市湖岸通り5-11-5 他研修との調整あり 土日祝不可

諏訪 高齢 特 すばらしき仲間たち 諏訪市湖南4894-1

諏訪 高齢 地・グ・デ かりんの里複合福祉施設 諏訪市高島1-1-11 11～4月不可 土日祝不可

諏訪 高齢 グ こころのひろばグループホーム 諏訪市高島1丁目21番14号 土日祝不可

諏訪 高齢 地 こころのひろば特別養護老人ホーム 諏訪市高島1丁目21番14号 土日祝不可

諏訪 高齢 小 こころのひろば小規模多機能型居宅介護事業所 諏訪市高島1丁目21番14号 5～10月受入可 平日のみ可

諏訪 高齢 有 特定施設入居者生活介護事業所こころ高島 諏訪市高島三丁目1300-1
4～10月末可
GW・夏休み要相談 土日祝不可

諏訪 高齢 デ 通所介護事業所こころ高島 諏訪市高島三丁目1300-1

諏訪 高齢 デ かりんの里デイサービスセンターあおぞら 諏訪市四賀桑原861

諏訪 高齢 デ 宅幼老所あやとり 諏訪市小和田9-6
日曜日・8/15
9月第1土曜日不可

諏訪 高齢 デ リハビリデイサービスいずみ 諏訪市上川1-1544 土日不可

諏訪 高齢 小 倶楽部いずみ 諏訪市大手2-17-2 土日不可

諏訪 高齢 デ デイサービスセンター聖母憩の家 諏訪市大和1-7-5 コロナ終息後可 土日不可

諏訪 高齢 有 介護付き有料老人ホームウィズ諏訪 諏訪市中洲5853-3 土日不可

諏訪 高齢 老 老人保健施設みづうみ 諏訪市豊田2400-9 土日祝不可

諏訪 高齢 老 介護老人保健施設掬水 諏訪市豊田837-1 土日不可

諏訪 高齢 デ 富士見高原医療福祉センターデイサービスけいすい 茅野市北山4808-1
12/31～1/3
GW・ 盆不可 日曜日不可

諏訪 高齢 デ 茅野市西部デイサービスセンター 茅野市宮川3975 土日不可

諏訪 高齢 デ 宅老所なごみの家 茅野市宮川4112 土日不可

諏訪 高齢 グ グループホームせせらぎの家 茅野市宮川6327-1 11～5月不可

諏訪 高齢 デ ゆう 茅野市玉川3152-2
12/31・1/1・5/5・8/15
不可

諏訪 高齢 特 特別養護老人ホームりんどう苑 茅野市豊平1907-1 11～3月不可 土日不可

諏訪 高齢 有 ケアホーム豊平 茅野市豊平2552 盆・年末年始不可 土日祝不可

諏訪 高齢 特 特別養護老人ホームグレイスフル下諏訪 諏訪郡下諏訪町9375-1 6～11月受入可 土日祝不可

諏訪 高齢 グ グループホームグレイスフル下諏訪 諏訪郡下諏訪町9375-1 6～11月受入可 土日祝不可

諏訪 高齢 グ つばさの家下諏訪 諏訪郡下諏訪町湖浜6182-6

諏訪 高齢 地 地域密着型特別養護老人ホーム和音 諏訪郡下諏訪町西弥生町4770-2 6～10月可 土日祝不可

諏訪 高齢 グ グループホームさくら 諏訪郡下諏訪町東町中1-556-1 10～11月可 土日不可

諏訪 高齢 小 小規模多機能ケアやよい 諏訪郡下諏訪町東弥生町5247-4 12～2月不可 土日祝不可

諏訪 高齢 デ 清泉荘通所介護事業所 諏訪郡富士見町境7276

諏訪 高齢 デ デイサービスセンターかがやき 諏訪郡富士見町境7276 日曜日不可

諏訪 高齢 グ グループホームひなたぼっこ 諏訪郡富士見町富士見11650-1 11～3月不可

諏訪 高齢 特 特別養護老人ホーム紅林荘 諏訪郡富士見町富士見3107番地2 土日祝不可
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地域 種別1 種別2 事業所名 住所 受入可能期間

諏訪 高齢 デ ふれあい通所介護事業所 諏訪郡富士見町富士見8988-1

諏訪 高齢 小 一本松の家 諏訪郡富士見町立沢815-65

諏訪 高齢 デ デイサービスセンターあいりす 諏訪郡原村10377-2 11～3月不可 日曜日不可

諏訪 高齢 老 老人保健施設さくらの 諏訪郡原村13220-1 土日祝不可

諏訪 高齢 地 地域密着型特別養護老人ホームさくらの 諏訪郡原村13221-6 土日祝不可

諏訪 障がい すわ湖のほとり 諏訪市渋崎1793-40 11月～3月不可 土日祝不可

諏訪 障がい 諏訪市福祉作業所さざ波の家 諏訪市清水3-3663
盆・年末年始
不可 土日祝不可

諏訪 障がい 株式会社あやめ 諏訪市中洲4401-7 土日祝不可

諏訪 障がい 森の工房あかね舎 諏訪市中洲福島5244-2 要相談 木・土日祝要相談

諏訪 障がい この街学園 茅野市金沢224-1 土日祝不可

諏訪 障がい 障害者支援施設精明学園 茅野市金沢4509 3・8・12月不可 土日祝不可

諏訪 障がい 株式会社あやめ岡谷 岡谷市中央町1-4-21 土日祝不可

諏訪 障がい 指定障害福祉サービス事業所エコファおかや 岡谷市郷田2－1－52 土日祝不可

諏訪 障がい 希望の里つばさ 岡谷市神明町4-11-14 土日祝不可

諏訪 障がい ひだまり作業所 岡谷市長地権現町4-11-50 土日祝不可

諏訪 障がい ソレイユ 岡谷市長地小萩3-1-20
盆・年末年始
不可 土日不可

諏訪 障がい 第２この街学園 諏訪郡下諏訪町湖浜6129-7 土日祝不可

諏訪 障がい 富士見町地域活動支援センター赤とんぼ 諏訪郡富士見町落合11030-1 土日祝不可

諏訪 障がい はらむら悠生寮 諏訪郡原村9221 平日のみ可

諏訪 児童 小口保育園 岡谷市銀座1-4-18 要相談 要相談

諏訪 児童 あやめ保育園 岡谷市湖畔1-10-3 要相談 要相談

諏訪 児童 神明保育園 岡谷市神明町4-4-11 要相談 要相談

諏訪 児童 成田保育園 岡谷市成田2-10-6 要相談 要相談

諏訪 児童 つるみね保育園 岡谷市川岸上3-14-13 要相談 要相談

諏訪 児童 夏明保育園 岡谷市川岸西1-18-16 要相談 要相談

諏訪 児童 川岸保育園 岡谷市川岸中2-7-14 要相談 要相談

諏訪 児童 今井保育園 岡谷市長地6189-1 要相談 要相談

諏訪 児童 横川保育園 岡谷市長地出早3-4-16 要相談 要相談

諏訪 児童 長地保育園 岡谷市長地鎮1-7-29 要相談 要相談

諏訪 児童 西堀保育園 岡谷市堀ノ内1-6-4 要相談 要相談

諏訪 児童 みなと保育園 岡谷市湊3-6-50 要相談 要相談

諏訪 児童 こなみ保育園 諏訪市大字湖南3210 要相談 要相談

諏訪 児童 赤沼保育園 諏訪市大字四賀1806-1 要相談 要相談

諏訪 児童 神戸保育園 諏訪市大字四賀2994 要相談 要相談

諏訪 児童 四賀保育園 諏訪市大字四賀410-1 要相談 要相談

諏訪 児童 文出保育園 諏訪市大字豊田1324-1 要相談 要相談

諏訪 児童 豊田保育園 諏訪市大字豊田2428-5 要相談 要相談

諏訪 児童 中洲保育園 諏訪市大字中洲2570-7 要相談 要相談
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諏訪 児童 きみいち保育園 諏訪市大字中洲4067-2 要相談 要相談

諏訪 児童 角間川保育園 諏訪市岡村2-9-26 要相談 要相談

諏訪 児童 城南保育園 諏訪市上川3-2240-1 要相談 要相談

諏訪 児童 渋崎保育園 諏訪市渋崎1801-20 要相談 要相談

諏訪 児童 片羽保育園 諏訪市諏訪1-21-16 要相談 要相談

諏訪 児童 城北保育園 諏訪市大和3-20-20 要相談 要相談

諏訪 児童 児童発達支援センターこの街きっず学園 諏訪市四賀388番7 要相談 要相談

諏訪 その他 児童養護施設つつじヶ丘学園 岡谷市川岸上4丁目12番51号 要相談 実習生受入状況による

上伊那 高齢 グ ほっと上伊那 伊那市中央4605-22 コロナワクチン接種後可

上伊那 高齢 小 ニチイケアセンター境 伊那市境1839-2

上伊那 高齢 グ グループホームあおば 伊那市狐島3895 土日祝不可

上伊那 高齢 デ 生協総合ケアセンターいなデイサービスあおば 伊那市狐島3895
6月以降受入可
盆・年末年始不可 土日不可

上伊那 高齢 特 特別養護老人ホームさくらの里 伊那市高遠町勝間220番地 6月～受入可 開始日：平日

上伊那 高齢 老 はびろの里 伊那市西箕輪2758-1 要相談 土日祝不可

上伊那 高齢 特 特別養護老人ホームみさやま 伊那市西箕輪3900-251
冬期感染症流行
時期不可

上伊那 高齢 デ 生協宅幼老所あがっといで 伊那市西箕輪4390-2 盆・年末年始不可 土日祝不可

上伊那 高齢 デ ツクイ伊那中央 伊那市中央4920 土日祝要相談

上伊那 高齢 特 特別養護老人ホームサンハート美和 伊那市長谷非持484-1

上伊那 高齢 グ・小 生協総合ケアセンタ―春近なないろの家 伊那市東春近1486番地 土日祝不可

上伊那 高齢 デ 宅幼老所おらほ 伊那市東春近960 盆、年末年始不可 日曜日不可

上伊那 高齢 老・地 みぶの里 伊那市美篶5324-1 土日祝不可

上伊那 高齢 小 こまちの家 駒ヶ根市下市場32-3 土日祝不可

上伊那 高齢 デ エーデルこまがねデイサービスセンター 駒ヶ根市赤穂14424-3 要相談 土日不可

上伊那 高齢 地 特別養護老人ホームかがやき 駒ヶ根市赤穂14-892 11～3月不可 土日祝不可

上伊那 高齢 特 特別養護老人ホーム観成園 駒ヶ根市赤穂3214番地 水・土日祝不可

上伊那 高齢 老 フラワーハイツ 駒ヶ根市赤穂3249-4 要相談 要相談

上伊那 高齢 特 特別養護老人ホーム千寿園 駒ヶ根市赤穂8180-12 11～6月受入不可 土日祝不可

上伊那 高齢 特 特別養護老人ホームかたくりの里 上伊那郡辰野町大字上島1766番地

上伊那 高齢 グ グループホームグレイスフル辰野 上伊那郡辰野町宮所807

上伊那 高齢 グ 第2グレイスフル辰野（10001） 上伊那郡辰野町樋口454-1

上伊那 高齢 デ ふらっとデイサービスお茶やしき 上伊那郡辰野町平出1575 日曜日不可

上伊那 高齢 特 特別養護老人ホームみのわ園 上伊那郡箕輪町三日町1660-3
上伊那圏域感染症
（コロナ等）発生時不可 土日祝不可

上伊那 高齢 デ 箕輪町デイサービスセンターゆとり荘 上伊那郡箕輪町大字三日町1372-1 土日不可

上伊那 高齢 デ ケアセンターふれあいの里 上伊那郡箕輪町中箕輪14432-1 土日祝要相談

上伊那 高齢 老 介護老人保健施設わかな 上伊那郡箕輪町東箕輪3296-1

上伊那 高齢 特 特別養護老人ホーム越百園 上伊那郡飯島町七久保1338番地1
12～3月感染症流行期
不可 日祝不可

上伊那 高齢 グ 生協総合ケアセンターいいじまグループホームやまなみ 上伊那郡飯島町飯島2050-1
6月以降受入可
盆・年末年始不可 土日不可

上伊那 高齢 小 生協総合ケアセンターいいじま小規模多機能やまなみ 上伊那郡飯島町飯島2050-1
6月以降受入可
盆・年末年始不可 土日不可
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上伊那 高齢 デ 生協総合ケアセンターいいじまデイサービスセンターやまなみ 上伊那郡飯島町飯島2050-1
6月以降受入可
盆・年末年始不可 土日不可

上伊那 高齢 デ 飯島町デイサービスセンター石楠花苑 上伊那郡飯島町飯島2551番地

上伊那 高齢 デ 南箕輪村社協指定通所介護事業所 上伊那郡南箕輪村2380-1212 日曜日不可

上伊那 高齢 デ かいご家 上伊那郡南箕輪村6413-1
コロナ感染症終息の場合、
11月～受入可 日曜日不可

上伊那 高齢 小 宅幼老所あずま家河原町 上伊那郡宮田村3378-1

上伊那 高齢 老 介護老人保健施設プラムの里 上伊那郡宮田村4804-1 土日祝不可

上伊那 高齢 有 介護付き有料老人ホームプラムの里 上伊那郡宮田村4804-1 土日祝不可

上伊那 高齢 地 地域密着型特養老人ホームプラムの里 上伊那郡宮田村4804-1 土日祝不可

上伊那 高齢 特 特別養護老人ホームプラムの里 上伊那郡宮田村4804-1 土日祝不可

上伊那 高齢 グ グループホームプラムの里 上伊那郡宮田村4804-1 土日祝不可

上伊那 高齢 小 宅幼老所わが家 上伊那郡宮田村7504-4 日曜日不可

上伊那 高齢 小 宅幼老所あずま家 上伊那郡宮田村7576-8

上伊那 高齢 デ 高齢者ディサービスセンターいわゆり荘 上伊那郡中川村大草4038-1

上伊那 障がい 障害者支援施設大萱の里 伊那市西箕輪8038番地4 要相談 土日祝不可

上伊那 障がい 長野県西駒郷 駒ヶ根市下平2901-7
実習生・研修生受入時
不可

警戒レベル3以上に
居住の場合要PCR検査

上伊那 障がい 辰野町地域活動支援センター 上伊那郡辰野町大字伊那富2679-2
8/13～8/16
12/29～1/3不可 土日祝不可

上伊那 障がい 辰野町障がい者就労支援センター 上伊那郡辰野町大字伊那富2680-1
8/13～8/16
12/29～1/3不可 土日祝不可

上伊那 障がい 障がい者就労支援センターふれんどわーく 上伊那郡箕輪町中箕輪1905-1 6月、11月不可 土日祝不可

上伊那 その他 上伊那生協病院通所リハビリ 上伊那郡箕輪町中箕輪11324 6月以降受入可 体験初日：土日祝不可

上伊那 障がい 地域自立支援事業所こまくさ園 上伊那郡飯島町飯島2317番地3
伊那養護学校又は他の専門学校
からの実習期間は不可 いつでも可

上伊那 障がい 親愛の里シンフォニー 上伊那郡宮田村3306-2 要相談 土日祝不可

上伊那 児童 竜東保育園 伊那市狐島4255番地2 4・8・9月・12月～3月不可 土日祝不可

上伊那 児童 竜西保育園 伊那市荒井4408番地2 4・8・9月・12月～3月不可 土日祝不可

上伊那 児童 高遠保育園 伊那市高遠町小原442番地 4・8・9月・12月～3月不可 土日祝不可

上伊那 児童 上の原保育園 伊那市上の原6066番地 4・8・9月・12月～3月不可 土日祝不可

上伊那 児童 西箕輪保育園 伊那市西箕輪3900番地138 4・8・9月・12月～3月不可 土日祝不可

上伊那 児童 東春近保育園 伊那市東春近932番地 4・8・9月・12月～3月不可 土日祝不可

上伊那 児童 美篶保育園 伊那市美篶5437番地2 4・8・9月・12月～3月不可 土日祝不可

上伊那 その他 救護施設順天寮 駒ヶ根市赤穂8200-3 土日祝不可

上伊那 その他 社会福祉法人日本聴導犬協会 上伊那郡宮田村7030-1

飯田下伊那 高齢 グ 飯田ケアハートガーデングループホーム北方の郷 飯田市北方1558番地 要相談 水曜日不可

飯田下伊那 高齢 デ 飯田市竜東デイサービスセンター 飯田市下久堅知久平123 土日不可

飯田下伊那 高齢 小 小規模多機能型居宅介護さくらまち 飯田市桜町1-13-1

飯田下伊那 高齢 小 小規模多機能型居宅介護サテライト松島 飯田市桜町1-21

飯田下伊那 高齢 小 小規模多機能型居宅介護サテライト三日市場 飯田市三日市場1291-31

飯田下伊那 高齢 特 特別養護老人ホームかざこしの里 飯田市三日市場2100
感染症流行時期
不可 土日祝不可

飯田下伊那 高齢 デ 宅老所きらら 飯田市山本592-2 土日祝不可

飯田下伊那 高齢 デ わか葉 飯田市松尾寺所7041 要相談 土日不可
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飯田下伊那 高齢 グ グループホームこころ 飯田市松尾上溝6301-1

飯田下伊那 高齢 デ 飯田市北部デイサービスセンター 飯田市上郷黒田2112-1
3～4月・6～8月
12月28日～1月3日不可 土日不可

飯田下伊那 高齢 デ 上郷デイサービスセンター 飯田市上郷飯沼2212-1 12～3月不可 土日不可

飯田下伊那 高齢 デ すこやかホーム大瀬木の杜・デイサービス大瀬木の杜 飯田市大瀬木647-1 日曜日不可

飯田下伊那 高齢 デ かなえデイサービスセンター 飯田市鼎一色551 11月～3月不可 土日祝不可

飯田下伊那 高齢 小 小規模多機能型居宅介護施設あぐりかなえ 飯田市鼎上山2662-1

飯田下伊那 高齢 特 特別養護老人ホーム飯田荘 飯田市東栄町3137-2
年末年始
感染症流行期不可 土日不可

飯田下伊那 高齢 デ 飯田市いいだデイサービスセンター 飯田市東栄町3171-1 5～2月受入可
土日・12月31日～1月3日
不可

飯田下伊那 高齢 デ 南信濃デイサービスセンター 飯田市南信濃和田1550 土日不可

飯田下伊那 高齢 シ ショートステイたまゆら 飯田市北方2688-2 12月～3月不可 土日祝不可

飯田下伊那 高齢 特 特別養護老人ホームゆい 飯田市龍江7159-1
5月27日～6月10日
8月1日～10月8日受入不可 土日祝不可

飯田下伊那 高齢 小 住宅型ケア施設コアみらい 下伊那郡松川町上片桐3385 1・2・8・12月不可

飯田下伊那 高齢 デ ケアコミュニティこころ 下伊那郡松川町上片桐3385 1・2・8・12月不可

飯田下伊那 高齢 特 特別養護老人ホームあさぎりの郷 下伊那郡高森町吉田481-1 1月～5月不可 土日祝不可

飯田下伊那 高齢 デ 高森町社会福祉協議会通所介護 下伊那郡高森町山吹3618 7月まで不可 日曜日不可

飯田下伊那 高齢 特 特別養護老人ホーム阿南荘 下伊那郡阿南町北條413 10～4月不可 土日祝不可

飯田下伊那 高齢 特 特別養護老人ホーム阿智荘 下伊那郡阿智村智里491-41 11～3月不可 土日祝不可

飯田下伊那 高齢 地 根羽村地域密着型特養ねばねの里「なごみ」 下伊那郡根羽村3015-362 土日不可

飯田下伊那 高齢 デ 「なごみ」通所介護事業所 下伊那郡根羽村3015-362 土日不可

飯田下伊那 高齢 養 養護老人ホーム天龍荘 下伊那郡天龍村平岡299番地 4月不可 土日祝不可

飯田下伊那 高齢 デ 天龍村デイサービセンター山百合荘 下伊那郡天龍村平岡773-2 土日祝不可

飯田下伊那 高齢 特 特別養護老人ホーム天龍荘 下伊那郡天龍村平岡773番地1 4月不可 土日祝不可

飯田下伊那 高齢 グ グループホームぽけっと 下伊那郡喬木村15816-1

飯田下伊那 高齢 デ デイサービスぽけっと 下伊那郡喬木村15816-2

飯田下伊那 高齢 デ 喬木村デイサービスセンターふれ愛 下伊那郡喬木村6670番地1 日曜日不可

飯田下伊那 高齢 老 介護老人保健施設はやしの杜 下伊那郡豊丘村神稲4176 年末年始不可 土日祝不可

飯田下伊那 障がい 株式会社みらい福祉会 飯田市上郷黒田2109-1 土日不可

飯田下伊那 障がい ほっとハート親愛 下伊那郡松川町上片桐4595-40 要相談 土日祝不可

飯田下伊那 障がい 松川町地域活動支援センターあすなろ 下伊那郡松川町元大島2930-1 1月・年末年始・盆不可 水・日・祝不可

飯田下伊那 障がい 親愛の里松川 下伊那郡松川町生田5015 要相談 土日祝不可

飯田下伊那 障がい 親愛の里紙ふうせん 下伊那郡高森町山吹4464-1 要相談 日月祝不可

飯田下伊那 障がい 就労支援事業こぶし園 下伊那郡豊丘村神稲4026-1 土日祝不可

飯田下伊那 児童 明星保育園 飯田市鼎切石3928 7月下旬～8月中旬可

飯田下伊那 その他 下伊那厚生病院 下伊那郡高森町吉田481-13
12～3月不可
ワクチン接種の状況による 土日祝不可

木曽 高齢 特 特別養護老人ホーム木曽あすなろ荘 木曽郡南木曽町田立150-1 要相談

木曽 高齢 グ のぞみの里 木曽郡木曽町福島5569 土日祝不可

木曽 高齢 デ 木曽福島デイサービスセンター 木曽郡木曽町福島6305

木曽 高齢 デ 大桑村デイサービスセンター 木曽郡大桑村殿1014 4・5・8月不可 土日祝不可

8
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木曽 障がい 障害者支援施設上松荘 木曽郡上松町荻原1460 要相談 土日祝不可

松本 高齢 デ 四賀デイサービスセンターぷくぷくの郷 松本市会田1098番地 日祝不可

松本 高齢 デ 梓川デイサービスセンターなごみ荘 松本市梓川上野379-1 日曜日不可

松本 高齢 デ 東部デイサービスセンター 松本市女鳥羽2丁目1番25号

松本 高齢 デ 松本市北部デイサービスセンター 松本市元町3丁目7番1号

松本 高齢 特 特別養護老人ホームサルビア 松本市梓川倭3234-15 5・7～9・11月不可 土日不可要相談

松本 高齢 デ ツクイ松本 松本市井川城3-4-43 12～3月不可

松本 高齢 特 やまびこの里 松本市今井4820-1 11～3月不可 要相談

松本 高齢 特 特別養護老人ホーム真寿園 松本市寿中2-20-1 要相談 要相談

松本 高齢 デ 認知症対応型通所介護デイサービスセンターなごみ 松本市寿北5-34-23 土日不可

松本 高齢 デ デイサービス美事 松本市庄内3-4-41 日曜日不可

松本 高齢 デ ホームケアセンター松本神林 松本市神林5096-1
12/31～1/3不可
コロナ終息後可 日曜日不可

松本 高齢 デ 上條記念病院 松本市村井町西2-16-1 日祝不可

松本 高齢 老 介護老人保健施設ハーモニー 松本市大字島内字広田4064番地2 実習生受入状況による 土日祝不可

松本 高齢 老 介護老人保健施設ローズガーデン 松本市中山7494-8 要相談 土日不可

松本 高齢 グ グループホームやすら木の家 松本市島立2225-1 要相談 要相談

松本 高齢 デ カモミールハウス 松本市島立3803-1

松本 高齢 養 養護老人ホーム松本市立松風園 松本市入山辺1509-1 12～4月不可 土日祝不可

松本 高齢 養 養護老人ホーム温心寮 松本市波田6857番地 11～3月不可 土日祝不可

松本 高齢 特 特別養護老人ホームちくまの 松本市波田6914番地1 11～5月不可

松本 高齢 有 ラ・ナシカまつもと弐番館 松本市並柳1-17-12 要相談

松本 高齢 デ かがやきデイサービスあがたの森 松本市里山辺12087-1 日曜日不可

松本 高齢 有 有料老人ホームサングリーン藤ヶ原 松本市里山辺1832-2 土日祝不可

松本 高齢 グ グループホームサンライズ里山辺 松本市里山辺494-3
新型コロナワクチン
接種後可 平日のみ可

松本 高齢 特 特別養護老人ホーム桔梗荘 塩尻市広丘郷原1683-1 冬季不可

松本 高齢 デ デイサービスセンターつくしの郷 塩尻市広丘堅石2150-2 要相談 要相談

松本 高齢 有 介護付有料老人ホームウィズ塩尻 塩尻市広丘高出2007-5 9月～受入可

松本 高齢 グ グループホームこまくさ野村 塩尻市広丘野村2146 11～3月不可要相談 日曜日不可

松本 高齢 グ グループホームこまくさ野村宮の前 塩尻市広丘野村2146 11～3月不可要相談 日曜日不可

松本 高齢 老 介護老人保健施設まほろばの郷 塩尻市宗賀1295 土日祝不可

松本 高齢 有 有料老人ホームせせらぎ 塩尻市宗賀1298-92
3月～6月不可
感染症蔓延時不可 平日のみ可

松本 高齢 デ・グ・特 グレイスフル塩尻 塩尻市大門八番町9-10
6～8月・10月・11月
受入可 土日祝不可

松本 高齢 デ 無暦日庵 塩尻市片丘道下11146 土日不可

松本 高齢 デ 安曇野市社協デイサービスセンター明科 安曇野市明科東川手606-2 日曜日不可

松本 高齢 デ 安曇野市社協デイサービスセンター豊科 安曇野市豊科4160-1 要相談

松本 高齢 デ デイサービスまがりっと太田屋 安曇野市三郷小倉2488-5 10～12月可 土日祝不可

松本 高齢 デ 小倉デイサービスセンター 安曇野市三郷小倉6079-1 平日可

松本 高齢 グ なでしこ 安曇野市三郷温2517 夏以降可
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地域 種別1 種別2 事業所名 住所 受入可能期間

松本 高齢 特 小倉メナー 安曇野市三郷小倉6079-1 平日可

松本 高齢 デ デイサービスセンター三郷 安曇野市三郷明盛2198-1

松本 高齢 デ デイサービスむらやま 安曇野市穂高4563-7 11～3月不可 日曜日不可

松本 高齢 デ デイサービスセンター穂高 安曇野市穂高5808-1

松本 高齢 サービス付き高齢者向け住宅ウィズ安曇野 安曇野市穂高柏原4565-1

松本 高齢 有 むつみの郷ほたか 安曇野市穂高北穂高2667-2 コロナワクチン接種後可 平日のみ可

松本 高齢 デ サンクスデイサービスさいわい 安曇野市穂高有明9990-1 土日祝不可

松本 高齢 老 介護老人保健施設安曇野メディア 安曇野市豊科5633-1 7～9月可・他の月は信大生受入日以外
可・ワクチン接種状況による 土日祝不可

松本 高齢 特 特別養護老人ホームたきべ野 安曇野市豊科高家5090番地1
盆・年末年始不可
コロナ感染時期不可 土日祝不可

松本 高齢 デ リハビリデイサービスぽっかぽか豊科 安曇野市豊科南穂高1228-2 11～3月不可 土日不可

松本 高齢 デ あんしんの里南穂高 安曇野市豊科南穂高2728-5

松本 高齢 特 特別養護老人ホーム孝明豊科館 安曇野市豊科南穂高5771 11～3月不可 土日祝不可

松本 高齢 小 小規模多機能型居宅介護ななきの家 安曇野市明科七貴4588 土日祝不可

松本 高齢 グ ほっとハウスあかしなの家 安曇野市明科中川手4246-1

松本 高齢 デ デイサービスセンターいちいの里 東筑摩郡山形村4520-1 6～12月受入可 土日不可

松本 高齢 小 小規模多機能型居宅介護事業所すばる 東筑摩郡山形村4528-3 要相談 土日不可

松本 高齢 特 特別養護老人ホームピアやまがた 東筑摩郡山形村4699-1
他の実習と重なる場合
不可

他の実習と重なる場合
不可

松本 高齢 デ コミュニティハウス建部の里 東筑摩郡山形村5088－1 要相談 木・土日不可

松本 高齢 地 特別養護老人ホームゆめの里朝日 東筑摩郡朝日村古見2422-3 11～3月不可 土日祝不可

松本 障がい 岡田希望の家 松本市岡田町480－8 月～金曜日の開所日のみ

松本 障がい 松本市北ふれあいホーム 松本市沢村１丁目14番26号
8/13～8/16
12/29～1/3不可 土日祝不可

松本 障がい コムハウス 松本市寿豊丘609-30 土日祝不可

松本 障がい 松本ひよこ 松本市島内863-1 土日祝不可

松本 障がい 就労支援事業所みどりが丘 塩尻市広丘堅石2145-388 1～3月不可 土日祝不可

松本 障がい 就労支援事業所そよ風の家 塩尻市広丘野村1788-433 要相談 土日祝不可

松本 児童 和敬保育園 松本市島立4883 日祝日不可

松本 児童 梓川西保育園 松本市梓川梓2348-7
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 梓川東保育園 松本市梓川倭566-1
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 安曇保育園 松本市安曇2741
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 乗鞍保育園 松本市安曇4017-7
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 井川城保育園 松本市井川城1-7-32
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 南郷保育園 松本市横田3-23-1
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 岡田保育園 松本市岡田町504-1
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 双葉保育園 松本市会田696
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 宮田保育園 松本市宮田17-18
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 桐保育園 松本市桐2-4-38
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 柏木保育園 松本市空港東8960-3
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 あがた保育園 松本市県1-9-3
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可
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松本 児童 今井保育園 松本市今井1246-1
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 笹部保育園 松本市笹部2-3-3
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 錦部保育園 松本市七嵐85-2
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 寿保育園 松本市寿中2-3-1
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 寿東保育園 松本市寿白瀬渕2092
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 さくら保育園 松本市出川1-5-10
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 渚保育園 松本市渚3-1-18
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 新村保育園 松本市新村2263-1
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 認定こども園深志 松本市深志2-4-27
園の行事前後
不可

土日祝不可

松本 児童 神田保育園 松本市神田1-3-1
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 神林保育園 松本市神林1498
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 のばら保育園 松本市浅間温泉2-9-2
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 村井保育園 松本市村井町南1-34-4
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 中山保育園 松本市中山4978
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 小宮保育園 松本市島内155-2
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 島内保育園 松本市島内4932-1
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 堀米保育園 松本市島立1011
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 島立中央保育園 松本市島立3300
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 内田保育園 松本市内田755-1
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 南松本保育園 松本市南松本1-13-2
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 入山辺保育園 松本市入山辺8704-3
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 波田中央保育園 松本市波田10098-1
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 渕東保育園 松本市波田4179
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 みつば保育園 松本市波田6861
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 波田ひがし保育園 松本市波田8128-1
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 白板保育園 松本市白板2-3-4
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 平田保育園 松本市平田東3-10-1
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 並柳保育園 松本市並柳4-5-2
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 野溝保育園 松本市野溝東2-1-27
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 里山辺保育園 松本市里山辺2961-1
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 児童 和田保育園 松本市和田2240-30
4.5.8.9.2.3月不可
年末年始不可 土日祝不可

松本 その他 松本市社会福祉協議会梓川地区介護予防教室 松本市梓川梓2283-2 土日祝不可

松本 その他 信濃学園 松本市波田4417-8
要相談
（学校長期休中） 土日祝不可

大北 高齢 特 指定介護老人福祉施設カトレヤ 大町市平1955-971 12～3月不可 土日不可

大北 高齢 特 特別養護老人ホーム高瀬荘 北安曇郡池田町池田1942-1 11～3月不可 感染レベル1以内可

大北 高齢 老 孝松舘 北安曇郡松川村5650-23 土日祝不可

大北 高齢 デ 宅老所花時計 北安曇郡松川村5960‐165 日曜日不可

大北 高齢 デ 宅老所花・HANA 北安曇郡松川村5960‐165 日曜日不可
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大北 高齢 デ 小規模デイサービス花こころ 北安曇郡松川村5960‐165 日曜日不可

大北 高齢 特 特別養護老人ホーム白嶺 北安曇郡白馬村大字神城22847番地2 11～3月不可 土日祝不可

長野 高齢 軽 ケアハウスいなさと 長野市稲里町下氷鉋676番地 要相談 土日祝不可

長野 高齢 グ グループホーム栗田ゆうゆう 長野市栗田165番地

長野 高齢 老 老人保健施設ふるさと 長野市三才683 土日祝不可

長野 高齢 地 ヒューマンヘリテージ神明34 長野市神明34

長野 高齢 デ 三本柳デイサービスミント 長野市丹波島1-800 土日祝不可

長野 高齢 養 養護老人ホーム尚和寮 長野市松代町東条94-1 土日不可

長野 高齢 デ いこいや 長野市若穂川田1830番地 日曜日不可

長野 高齢 デ デイサービスセンターレインボー 長野市大字吉1823-2 土日不可

長野 高齢 有 シニアパレスレインボー 長野市大字吉1823-2 土日祝不可

長野 高齢 デ デイサービス東口 長野市大字鶴賀745-1

長野 高齢 デ ノーマライ尾張部 長野市大字北尾張部707-3 日曜日不可

長野 高齢 デ 戸隠介護サービスセンター通所介護事業所 長野市戸隠栃原9246 12/30～1/2不可 日曜日不可

長野 高齢 デ デイホームモアナヴィラージュ 長野市南長野南石堂町1971A-ONECityﾋﾞﾙ5F-D 年末年始不可 日曜日不可

長野 高齢 デ 安茂里介護サービスセンター 長野市安茂里1775 3月～4月不可 土日祝不可

長野 高齢 デ 燦倶楽部西河原 長野市安茂里西河原3711-1 年末年始不可 日曜日不可

長野 高齢 デ ツクイ長野稲田 長野市稲田1-5-11 要相談

長野 高齢 デ ソワン南俣デイサービスセンター 長野市稲葉2466-8
年末年始
12/31～1/3不可 日曜日不可

長野 高齢 デ 宅老所みなみまた 長野市稲葉2608-1

長野 高齢 デ こうほくデイサービスセンター 長野市稲里町下氷鉋682番地 日曜日不可

長野 高齢 特 特別養護老人ホームこうほく 長野市稲里町下氷鉋682番地
冬期等感染症時期
不可 土日祝不可

長野 高齢 デ 氷鉋介護サービスセンター通所介護事業所 長野市稲里町中氷鉋405 12/30～1/2不可 日曜日不可

長野 高齢 デ 鬼無里介護サービスセンター通所介護事業所 長野市鬼無里160-3 12/30～1/2不可 土日不可

長野 高齢 デ 吉田介護サービスセンター通所介護事業所 長野市吉田3－22－41
11～3月
12/30～1/2不可 日曜日不可

長野 高齢 デ 柳町介護サービスセンター通所介護事業所 長野市三輪5-3-10 12/30～1/2不可 日曜日不可

長野 高齢 シ あいの里桃花苑 長野市篠ﾉ井会447-3

長野 高齢 シ ショートステイあいの里 長野市篠ﾉ井会586-2

長野 高齢 小 むつみ家ほのぼの 長野市篠ﾉ井杵淵1043-1 実習生受入時不可

長野 高齢 デ やすらぎの園デイサービス 長野市篠ﾉ井杵淵213-4 実習生受入時不可 日曜日不可

長野 高齢 特 やすらぎの園 長野市篠ﾉ井杵淵213番地4 実習生受入時不可 土日祝不可

長野 高齢 デ フィットネスライフ南長野 長野市篠ﾉ井杵淵碇1623 年末年始不可 土日祝不可

長野 高齢 デ 篠ノ井介護サービスセンター通所介護事業所 長野市篠ﾉ井小森587-1
6～10月受入可・
12/30～1/2不可

日曜日不可

長野 高齢 デ デイサービスMIRIE若槻 長野市若槻東条1174-2 日曜日不可

長野 高齢 デ ケアプラザわかほ・わかほデイサービスセンター 長野市若穂綿内6434番 日曜日不可

長野 高齢 グ グループホーム愛ランドわたうち 長野市若穂綿内8505-1 11～3月不可

長野 高齢 有 ことぶきの家若穂 長野市若穂綿内字町8539-1 盆・年末年始不可 土日不可

長野 高齢 デ 暖家ノーマライ・ウィズ・デイサービス 長野市若里2-10-1
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地域 種別1 種別2 事業所名 住所 受入可能期間

長野 高齢 デ コスモス長野デイサービスセンター 長野市小島田町380番地 土日不可

長野 高齢 デ デイサービスセンターふくろう 長野市松代温泉75-1

長野 高齢 地 柴やすらぎの園 長野市松代町柴330-1 日曜日不可

長野 高齢 小 むつみ家いきいき 長野市松代町柴330-1 日曜日不可

長野 高齢 デ デイサービスセンターリハビリケア 長野市松代町小島田3262-5 日曜日不可

長野 高齢 デ 松代デイサービスセンター 長野市松代町東条94-1 5～11月受入可 日曜日不可

長野 高齢 特 特別養護老人ホーム尚和寮 長野市松代町東条94番地1 4～7月不可 土日不可

長野 高齢 グ グループホームしんこう 長野市信更町田野口231-1 11～3月不可 土日祝不可

長野 高齢 老 介護老人保健施設インターコート藤 長野市青木島綱島字小中島782-6 12～3月不可 日祝不可

長野 高齢 有 地域密着型特定施設有料老人ホームインターコート藤 長野市青木島町綱島小中島780-10 12～3月不可 日祝不可

長野 高齢 デ デイサービスセンターサンビラかわなかじま 長野市川中島町今里610 土日祝不可

長野 高齢 デ デイサービスグランドMIRIE公園通り 長野市浅川押田197-1 日曜日不可

長野 高齢 グ グループホームあさかわ 長野市浅川東条300-2

長野 高齢 小 大岡介護サービスセンターことぶき荘 長野市大岡乙3117
月末3日間
月初3日間不可

長野 高齢 デ 三陽介護サービスセンター通所介護事業所 長野市大字西尾張部1124-6 12/30～1/2不可 日曜日不可

長野 高齢 特 特別養護老人ホームプリマベーラ 長野市大字南長野新田町1106番地1 11月～４月不可 土日祝不可

長野 高齢 地 介護老人福祉施設愛ランドはるかぜ 長野市大豆島5282 11～3月不可

長野 高齢 グ グループホーム太陽まゆみだの家 長野市檀田2-23-10 土日不可

長野 高齢 デ デイサービスセンター長野第三 長野市中御所4-13-30 年度初め不可

長野 高齢 デ 中条介護サービスセンター通所介護事業所 長野市中条日高3964－2 12/30～1/2不可 土日不可

長野 高齢 グ グループホームまゆ 長野市鶴賀居町115-5 11～4月不可

長野 高齢 デ 通所介護事業所さきがけ 長野市鶴賀権堂町1448-12シルバース権堂1F

長野 高齢 デ デイサービスノーマライ縣 長野市南長野字幅下639-1 日曜日不可

長野 高齢 老 介護老人保健施設コスモス野澤苑 長野市南長野南県町658 平日のみ可

長野 高齢 グ グループホーム太陽 長野市富竹936-1 土日不可

長野 高齢 デ デイサービス太陽 長野市富竹936-4 土日不可

長野 高齢 老 介護老人保健施設ゆたかの 長野市豊野町豊野634 11月～3月不可

長野 高齢 特 豊野清風園 長野市豊野町豊野659-1 土日祝不可

長野 高齢 デ デイサービスセンター長野第二 長野市北長池1242-1 土日祝不可

長野 高齢 特 特別養護老人ホーム須坂荘 須坂市大字塩野951番地
4～5月・
12～3月不可

土日祝不可

長野 高齢 デ デイサービスセンター長野第一 須坂市大字小山字ｻﾞﾗﾒｷ2579-12 9～10月不可

長野 高齢 小 悠々オアシス 須坂市小河原1564-1

長野 高齢 デ 須坂市社協デイサービスセンターすえひろ 須坂市須坂1243-1 5～11月受入可 土日祝不可

長野 高齢 デ デイサービスセンター須坂やすらぎの園 須坂市日滝寺窪2887-1 7～12月受入可 土日祝不可

長野 高齢 老 老人保健施設須坂やすらぎの園 須坂市日滝寺窪2887-1 7～12月受入可 土日祝不可

長野 高齢 小 小規模多機能施設日滝の家 須坂市日滝寺窪2923-2 7～12月受入可 土日祝不可

長野 高齢 デ なずな豊丘 須坂市豊丘町2755 12/31～1/3不可

長野 高齢 デ 須坂市社協デイサービスセンターぬくもり園 須坂市野辺1341-2
要相談秋以降
3月不可

土日不可
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長野 高齢 サクラポート埴生 千曲市鋳物師屋357

長野 高齢 サクラポート力石 千曲市力石485-4

長野 高齢 デ サクラポート力石デイサービス 千曲市力石485-4 日曜日不可

長野 高齢 デ サクラポート八幡 千曲市八幡1975 土日祝不可

長野 高齢 有 有料老人ホームりんご学園 千曲市屋代1165 1～4月不可

長野 高齢 デ デイサービスくすのき学園 千曲市戸倉1185-2 日祝不可

長野 高齢 有 ヒルデモア信州白雲館 千曲市戸倉1793-1 11～3月感染流行期不可

長野 高齢 デ デイサービス心 千曲市戸倉2119-4 日祝不可

長野 高齢 デ 更埴デイサービスセンター 千曲市坑瀬下870 12/30～1/3不可 日曜日不可

長野 高齢 デ ささえ愛千曲 千曲市大字内川字押堀1133-3 年末年始不可 日曜日不可

長野 高齢 デ ツクイ千曲デイサービスセンター 千曲市鋳物師屋518-1 日曜日不可

長野 高齢 グ 八幡グループホーム 千曲市八幡2003-2 土日祝不可

長野 高齢 養 養護老人ホームはにしな寮 埴科郡坂城町坂城8814-10

長野 高齢 デ 宅幼老所お福星（おふせ） 上高井郡小布施町小布施627-36 年末年始不可 日曜日不可

長野 高齢 特 長野広域連合特別養護老人ホーム小布施荘 上高井郡小布施町小布施857-5
実習生受入時
受入を断る場合有

長野 高齢 小 つどい処 上高井郡小布施町中松701-1 月末月初不可 日曜日不可

長野 高齢 特 特別養護老人ホームおらが庵 上水内郡信濃町柏原350 7～10月可

長野 高齢 特 矢筒荘 上水内郡飯綱町大字牟礼2227番地
7月中旬～10月
受入可

土日祝不可

長野 高齢 老 朝日ホームおんせんリハビリテーションセンター 上高井郡高山村牧151-1 年末年始不可 土日祝不可

長野 障がい ハーモニー桃の郷希望の家 長野市川中島町今井1387-5 土日祝不可

長野 障がい ハーモニー桃の郷かがやき 長野市川中島町今井1387-5 他の実習中不可 土日祝不可

長野 障がい ファームセンターレインボー 長野市大字吉1823-2 土日祝不可

長野 障がい はあてぃ若槻 長野市大字徳間1443番地

長野 障がい おおぞら 長野市稲里町田牧880-87 日曜日不可

長野 障がい ウィズ 長野市篠ﾉ井布施高田1034-3 要相談 日曜・盆・年末年始不可

長野 障がい 長野市ひかり学園 長野市若穂川田557-1 8～11月・2月可 土日祝不可

長野 障がい 生活介護事業所ぴあっとまつおか 長野市松岡1-13-11 日曜日不可

長野 障がい 栗田園 長野市大字栗田103番地2 盆・年末年始不可 土日祝不可

長野 障がい ワークセンターYUI 長野市徳間1144-5
4～5月・盆・年末年始
不可 土日祝不可

長野 障がい 生活介護事業所ぴあっと 長野市箱清水2-11-2 日曜日不可

長野 障がい はなみずき 長野市富竹1570-3 3.4月不可 土日不可

長野 障がい 障害者福祉施設すまいる 長野市富竹1570-3 要相談 土日祝不可

長野 障がい 八雲日和 長野市豊野町豊野1635－１ 4～7月不可 土日祝不可

長野 障がい 水内荘 長野市豊野町豊野2230 盆・正月不可 土日祝不可

長野 障がい 長野市地域活動支援センターこぶし 長野市豊野町豊野624かがやきひろば豊野内 盆・正月不可 土日祝不可

長野 障がい デイセンターYUI 長野市北堀329番地 要相談 土日祝不可

長野 障がい ランドアート・ソラ 須坂市臥竜1丁目7-17

長野 障がい 須坂技術学園 須坂市大字八町字前山2368 土日祝不可
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長野 障がい ワークハウスわらしべ 須坂市大字小河原1234-1 土日祝不可

長野 障がい 満天の星 千曲市稲荷山2046-1 盆・年末年始不可 土日祝不可

長野 障がい いなりやま共同作業所 千曲市稲荷山2152-1 盆・年末年始不可 土日祝不可

長野 障がい 障害者支援施設顕真学院 千曲市倉科1048-1

長野 児童 鬼無里保育園 長野市鬼無里160-4 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 安茂里保育園 長野市宮沖3096-3 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 とがくし保育園 長野市戸隠豊岡1541 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 柳町保育園 長野市三輪1-2-8 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 七二会保育園 長野市七二会己997 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 塩崎保育園 長野市篠ﾉ井塩崎2184-1 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 円福寺愛育園 長野市篠ﾉ井横田798‐1 8月・12月・1月・3月不可 土日祝不可

長野 児童 中央保育園 長野市篠ﾉ井御幣川284-2 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 共和保育園 長野市篠ﾉ井小松原2322-15 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 東部保育園 長野市篠ﾉ井東福寺745 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 西部保育園 長野市篠ﾉ井二ﾂ柳779 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 保科保育園 長野市若穂保科4972-4 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 綿内保育園 長野市若穂綿内6734-3 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 寺尾保育園 長野市松代町小島田3571 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 象山保育園 長野市松代町松代1421-3 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 東条保育園 長野市松代町東条2448-1 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 豊栄保育園 長野市松代町豊栄2798-1 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 皐月かがやきこども園 長野市上野2-120番地2 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 信州新町保育園 長野市信州新町里穂刈423-1 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 加茂保育園 長野市新諏訪1-11-31 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 真島保育園 長野市真島町真島1425-1 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 丹波島こども園 長野市青木島3-10-3 1～4月不可 土日祝不可

長野 児童 青木島保育園 長野市青木島町大塚1361 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 昭和保育園 長野市川中島町今井1869-2 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 なかじょう保育園 長野市中条2770 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 長沼保育園 長野市津野462-1 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 後町保育園 長野市南長野西後町614-6 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 山王保育園 長野市南長野北石堂町1024-2 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 豊野さつき保育園 長野市豊野町石2235-1 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 豊野ひがし保育園 長野市豊野町大倉2196 4～5月・12～3月不可 土日祝不可

長野 児童 須坂千曲保育園 須坂市中島250-1 要相談 要相談

長野 児童 須坂東部保育園 須坂市日滝1185-1 3～4月不可 土日祝不可

長野 児童 やすらぎ保育園 須坂市日滝寺窪2887-1 7～12月受入可 土日祝不可

長野 児童 やすらぎ児童クラブ 須坂市日滝寺窪2887-1 7～12月受入可 土日祝不可
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地域 種別1 種別2 事業所名 住所 受入可能期間

長野 児童 認定こども園須坂双葉幼稚園 須坂市墨坂4-7-4 行事日不可 土日祝不可

長野 児童 稲荷山保育園 千曲市稲荷山2131-1 6～8月可 土日祝不可

長野 児童 上山田保育園 千曲市上山田830
4月、9月、12～3月
不可

土日祝不可

長野 児童 あんず雨宮保育園 千曲市倉科441-2
5月下旬～9月初旬
可

土日祝不可

長野 児童 桑原保育園 千曲市桑原1340-2 10～3月不可 土日祝不可

長野 児童 埴生保育園 千曲市寂蒔1035 7～8月可 土日祝不可

長野 児童 屋代保育園 千曲市屋代2258-1 5～8月、10月可

長野 児童 八幡保育園 千曲市八幡3125-2 10～11月可 土日祝不可

長野 児童 更級保育園 千曲市羽尾1809 3～5月不可 土日祝不可

長野 児童 五加保育園 千曲市内川651 11～3月不可 土日祝不可

長野 児童 戸倉保育園 千曲市戸倉2338 6～2月可 土日祝不可

長野 その他 篠ノ井こども広場このゆびとまれ 長野市篠ﾉ井布施高田1021 年末年始不可
第2・4水曜日（祝日の場合
はその翌日）

中野飯山 高齢 グ グループホームなかの 中野市岩船292-1 11～3月不可 土日祝不可

中野飯山 高齢 老 北信総合病院老人保健施設もえぎ 中野市吉田123-1 他の実習と重ならなければ可 他の実習と重ならなければ可

中野飯山 高齢 特 特別養護老人ホーム高社の家 中野市新井353 12～3月不可 土日祝不可

中野飯山 高齢 デ デイサービスセンターえにし 中野市新井361-1
各月25日～末日
受入不可

中野飯山 高齢 特 特別養護老人ホームふるさと苑 中野市大字穴田2322-1 1～4月不可 土日祝不可

中野飯山 高齢 グ グループホームすずらん 飯山市飯山193-1 行事日不可

中野飯山 高齢 グ ゆうあいの家桜 下高井郡山ノ内町戸狩376-3 11～3月不可

中野飯山 高齢 特 特別養護老人ホームいで湯の里 下高井郡山ノ内町大字佐野799-2 11～3月受入不可 土日祝不可

中野飯山 高齢 特 特別養護老人ホーム望岳荘 下高井郡木島平村大字穂高721番地3 11～3月受入不可

中野飯山 高齢 デ 宅幼老所おら家 下高井郡野沢温泉村豊郷4399

中野飯山 障がい きなり 中野市笠原767-1 4～5月、11～3月不可 土日祝不可

中野飯山 障がい 北信圏域障害者生活支援センター 中野市田上清水脇103

中野飯山 障がい ふっくら工房ふるさと 飯山市大字野坂田321-1 4～5月、11～3月不可 土日祝不可

中野飯山 障がい 障害者支援施設常岩の里ながみね 飯山市大字常盤100番地 土日祝不可
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