
（介護予防）短期入所生活介護　事業所（施設）一覧　（令和５年５月１日現在）

Ｎｏ． 事業所番号 事業所名 事業所-郵便番号 事業所-所在地 事業所-直通電話番号 開設者名（法人又は個人） ｻｰﾋﾞｽ種類 指定年月日 指定有効終了年月日 予防ｻｰﾋﾞｽ種類 予防指定年月日 予防有効満了日 本体施設の種別 実施形式 空床利用型も実施 入所定員 日常生活圏域名

1 1570100410 ショートステイあしぬま 950-0893 新潟市東区はなみずき２丁目３番７号 025-271-9388 社会福祉法人亀田郷芦沼会 短期入所生活介護 平成11年11月30日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 単独型 40 東新潟・大形・木戸

2 1570100428 特別養護老人ホームあしぬま荘 950-0893 新潟市東区はなみずき２丁目３番７号 025-271-1016 社会福祉法人亀田郷芦沼会 短期入所生活介護 平成11年11月30日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 空床型 120 東新潟・大形・木戸

3 1570100469 ショートステイまつはま園 950-3112 新潟市北区太夫浜１７４７番地 025-259-8533 社会福祉法人春陽福祉協会 短期入所生活介護 平成11年11月30日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 20 松浜・南浜・濁川

4 1570100493 特別養護老人ホーム白鳥の里 950-2023 新潟市西区小新１１４０番地１ 025-265-7111 社会福祉法人博医会 短期入所生活介護 平成11年11月30日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 20 小針・小新

5 1570100576 特別養護老人ホーム穂波の里 950-2035 新潟市西区新通４７３４番地 025-269-1600 社会福祉法人坂井輪会 短期入所生活介護 平成11年11月30日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 空床型 80 坂井輪

6 1570100683 特別養護老人ホ－ム松風園 950-2261 新潟市西区赤塚４７８２番地 025-239-3981 社会福祉法人新潟市社会事業協会 短期入所生活介護 平成11年12月15日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 30 内野・赤塚・中野小屋

7 1570100741 特別養護老人ホームおもと園 950-0946 新潟市中央区女池西２丁目６番２５号 025-283-5060 社会福祉法人仁成福祉協会 短期入所生活介護 平成11年12月15日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 30 鳥屋野・上山

8 1570100774 特別養護老人ホームにいがた恵風園 950-1131 新潟市江南区鍋潟新田３８２番地 025-280-3370 社会福祉法人仁成福祉協会 短期入所生活介護 平成11年12月15日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 20 曽野木・両川

9 1570100816 特別養護老人ホーム有明園 950-2071 新潟市西区西有明町１番２０号 025-231-2615 社会福祉法人新潟市社会事業協会 短期入所生活介護 平成11年12月15日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 20 小針・小新

10 1570100832 特別養護老人ホームにいがた新生園 950-1136 新潟市江南区曽川甲１３３３番地１ 025-281-5775 社会福祉法人仁成福祉協会 短期入所生活介護 平成11年12月15日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 30 曽野木・両川

11 1570100881 ショ－トステイ桃山園 950-0051 新潟市東区桃山町１丁目１１４番地７ 025-271-4101 社会福祉法人新潟臨港福祉会 短期入所生活介護 平成11年12月15日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 空床型 100 山の下

12 1570100899 老人短期入所施設江東園 950-0923 新潟市中央区姥ケ山３５９番地１ 025-287-5201 社会福祉法人健周福祉会 短期入所生活介護 平成11年12月15日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 21 山潟

13 1570103927 特別養護老人ホームしなの園 950-1446 新潟市南区庄瀬８１２０番地 025-373-3773 社会福祉法人しろね福祉会 短期入所生活介護 平成11年12月15日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 10 白南・白根第一

14 1570103984 特別養護老人ホーム横雲の里 950-0217 新潟市江南区阿賀野１丁目２番１号 0250-61-5555 社会福祉法人中蒲原福祉会 短期入所生活介護 平成12年1月28日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 49 大江山・横越

15 1570103992 特別養護老人ホーム向陽の里 950-0121 新潟市江南区亀田向陽２丁目６番１号 025-382-8222 社会福祉法人中蒲原福祉会 短期入所生活介護 平成12年1月28日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 16 亀田・亀田西

16 1570101269 特別養護老人ホーム愛宕の園 950-3132 新潟市北区松潟１５１０番地 025-255-7181 社会福祉法人愛宕福祉会 短期入所生活介護 平成12年2月21日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 20 松浜・南浜・濁川

17 1570103950 特別養護老人ホームほうせい園 950-3321 新潟市北区葛塚６１８番地 025-387-0900 社会福祉法人豊聖福祉会 短期入所生活介護 平成12年2月21日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 空床型 82 葛塚・木崎・早通

18 1570104016 特別養護老人ホーム虹の里 959-0514 新潟市西蒲区称名８２５番地 0256-86-3770 社会福祉法人新潟南福祉会 短期入所生活介護 平成12年2月21日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 30 潟東・中之口

19 1570101939 特別養護老人ホーム黒埼の里 950-1112 新潟市西区金巻７２８番地 025-377-1116 社会福祉法人新潟南福祉会 短期入所生活介護 平成12年3月15日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 20 黒埼

20 1570103893 特別養護老人ホームはさぎの里 956-0802 新潟市秋葉区七日町２１８６番地９ 0250-23-6511 社会福祉法人秋葉福祉会 短期入所生活介護 平成12年3月15日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 20 新津第五

21 1570103901 特別養護老人ホームかんばらの里 956-0025 新潟市秋葉区古田６１３番地１ 0250-25-1102 社会福祉法人秋葉福祉会 短期入所生活介護 平成12年3月15日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 空床型 124 新津第一・新津第二

22 1570104008 特別養護老人ホーム花見の里 959-0415 新潟市西蒲区大潟１９８番地 0256-88-5633 社会福祉法人新潟南福祉会 短期入所生活介護 平成12年3月15日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 20 西川

23 1570101863 ショートステイうちの桜園 950-2141 新潟市西区内野潟端２０９０番地 025-264-6611 社会福祉法人にいがた寿会 短期入所生活介護 平成12年11月1日 令和8年10月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年10月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 30 内野・赤塚・中野小屋

24 1570103935 白根やすらぎの里 950-1407 新潟市南区鷲ノ木新田４０１８番地１ 025-362-7660 社会福祉法人新潟慈恵会 短期入所生活介護 平成13年5月1日 令和8年4月30日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和8年4月30日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 42 臼井・白根北

25 1570102390 ショートステイ新潟あそか苑 950-2126 新潟市西区大友１４１番地１ 025-263-8411 社会福祉法人啓真会 短期入所生活介護 平成15年2月1日 令和9年1月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和9年1月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 10 内野・赤塚・中野小屋

26 1570103976 特別養護老人ホームこすど蒼丘の里 956-0113 新潟市秋葉区矢代田３０９２番地１２ 0250-61-0333 社会福祉法人中蒲原福祉会 短期入所生活介護 平成15年4月1日 令和9年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和9年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 20 小合・金津・小須戸

27 1570102838 特別養護老人ホームなぎさの里 950-3102 新潟市北区島見町４５２４番地１３ 025-255-3710 社会福祉法人恵生福祉会 短期入所生活介護 平成16年2月1日 令和10年1月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和10年1月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 10 松浜・南浜・濁川

28 1570102994 特別養護老人ホームはまゆう 950-2076 新潟市西区上新栄町１丁目２番１２号 025-260-9555 社会福祉法人更生慈仁会 短期入所生活介護 平成16年4月1日 令和10年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和10年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 20 五十嵐

29 1570103919 特別養護老人ホームこぐち苑 956-0834 新潟市秋葉区小口４４３番地 0250-21-0007 社会福祉法人にいつ福祉会 短期入所生活介護 平成16年4月1日 令和10年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和10年3月31日 特別養護老人ホーム 空床型 120 新津第五

30 1570103943 藤の木の里 950-3307 新潟市北区樋ノ入１１４４番地１ 025-387-6215 社会福祉法人藤の木原福祉会 短期入所生活介護 平成16年5月1日 令和10年4月30日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和10年4月30日 単独型 25 葛塚・木崎・早通

31 1570105609 短期入所生活介護施設白寿荘西 953-0041 新潟市西蒲区巻甲４３６３番地 0256-72-1077 社会福祉法人まき福祉会 短期入所生活介護 平成16年5月8日 令和10年4月30日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和10年4月30日 特別養護老人ホーム 空床型 60 巻東・巻西

32 1570104024 特別養護老人ホーム中之口愛宕の園 950-1344 新潟市西蒲区福島３０５番地１ 025-375-8811 社会福祉法人愛宕福祉会 短期入所生活介護 平成16年8月1日 令和10年7月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和10年7月31日 特別養護老人ホーム 空床型 60 潟東・中之口

33 1570103232 短期入所生活介護施設ソフィア輝 950-0107 新潟市江南区三百地２３１２番地３ 025-277-8820 社会福祉法人常陽会 短期入所生活介護 平成16年9月1日 令和10年8月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和10年8月31日 特別養護老人ホーム 空床型 100 大江山・横越

34 1570103968 特別養護老人ホームながうらの郷 950-3343 新潟市北区上土地亀２４３３番地１ 025-386-1188 社会福祉法人豊聖福祉会 短期入所生活介護 平成16年12月1日 令和10年11月30日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和10年11月30日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 10 岡方・光晴

35 1570103372 特別養護老人ホームいなほの郷 950-0105 新潟市江南区大淵７１５番地１ 025-278-5515 社会福祉法人いなほの郷福祉会 短期入所生活介護 平成17年1月7日 令和10年12月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和10年12月31日 特別養護老人ホーム 空床型 100 大江山・横越

36 1570103380 ショートステイ穂波の里 950-2035 新潟市西区新通４７３４番地 025-264-4120 社会福祉法人坂井輪会 短期入所生活介護 平成17年1月7日 令和10年12月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和10年12月31日 単独型 35 坂井輪

37 1570105245 ショートステイにいだの里 950-1455 新潟市南区新飯田２５４５番地１ 025-374-1007 社会福祉法人ごせん福祉会 短期入所生活介護 平成17年4月1日 令和11年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成19年4月20日 令和11年3月31日 特別養護老人ホーム 空床型 100 白南・白根第一

38 1570105377 ショートステイことぶき 950-1113 新潟市西区鳥原新田４０６番地５ 025-377-1065 社会福祉法人仁成福祉協会 短期入所生活介護 平成17年6月1日 令和5年5月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和5年5月31日 単独型 60 黒埼

39 1570105872 ショートステイばんだい桜園 950-0908 新潟市中央区幸西４丁目５番１５号 025-290-2222 社会福祉法人にいがた寿会 短期入所生活介護 平成17年11月1日 令和5年10月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和5年10月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 20 宮浦・東新潟

40 1570105880 ショートステイ「藍の里」 956-0002 新潟市秋葉区市之瀬１０３０番地１ 0250-21-7866 エムアイ株式会社 短期入所生活介護 平成17年12月1日 令和5年11月30日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月1日 令和5年11月30日 単独型 36 新津第一・新津第二

41 1570106219 長潟スワンの里 950-0932 新潟市中央区長潟１１３４番地１ 025-287-8100 スワン・パートナーズ株式会社 短期入所生活介護 平成18年4月12日 令和6年4月11日 介護予防短期入所生活介護 平成18年4月12日 令和6年4月11日 単独型 30 山潟

42 1570106367 ふれあいの杜 956-0113 新潟市秋葉区矢代田３３１６番地１ 0250-38-1131 株式会社ふれあいの杜 短期入所生活介護 平成18年6月1日 令和6年5月31日 介護予防短期入所生活介護 平成18年6月1日 令和6年5月31日 単独型 42 小合・金津・小須戸

43 1570106425 赤道ケアセンターそよ風 950-0872 新潟市東区牡丹山２丁目１５番１０号 025-279-5067 株式会社SOYOKAZE 短期入所生活介護 平成18年7月1日 令和6年6月30日 介護予防短期入所生活介護 平成18年7月1日 令和6年6月30日 単独型 20 東新潟・大形・木戸

44 1570106433 新津ショートステイ花はな 956-0031 新潟市秋葉区新津４５２８番地１ 0250-21-2442 株式会社豊寿園 短期入所生活介護 平成18年7月1日 令和6年6月30日 介護予防短期入所生活介護 平成18年7月1日 令和6年6月30日 単独型 32 新津第一・新津第二

45 1570107043 ショートステイ山王苑にいがた 950-0806 新潟市東区海老ケ瀬６４３番地 025-270-7805 社会福祉法人茨塚福祉会 短期入所生活介護 平成19年4月1日 令和7年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成19年4月1日 令和7年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 48 東新潟・大形・木戸

46 1570107126 ショートステイかりん 950-0912 新潟市中央区南笹口１丁目１番３０号 025-240-1184 株式会社シルバーサポート 短期入所生活介護 平成19年5月1日 令和7年4月30日 介護予防短期入所生活介護 平成19年5月1日 令和7年4月30日 単独型 20 宮浦・東新潟

47 1570107142 ショートステイ河渡の郷 950-0024 新潟市東区河渡２丁目４番６５号 025-270-1414 社会福祉法人河渡の郷福祉会 短期入所生活介護 平成19年6月1日 令和7年5月31日 介護予防短期入所生活介護 平成19年9月1日 令和7年5月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 20 藤見・下山

48 1570107209 ショートステイせせらぎ女池 950-0945 新潟市中央区女池上山４丁目５番１号 025-288-0641 株式会社サンワ女池 短期入所生活介護 平成19年7月1日 令和7年6月30日 介護予防短期入所生活介護 平成19年7月1日 令和7年6月30日 単独型 50 鳥屋野・上山

49 1570107266 特別養護老人ホームジェロントピア新潟 950-1101 新潟市西区山田３４８７番地 025-379-1181 社会福祉法人ジェロントピア新潟 短期入所生活介護 平成19年8月1日 令和7年7月31日 介護予防短期入所生活介護 平成24年9月1日 令和7年7月31日 特別養護老人ホーム 空床型 100 黒埼

50 1570107274 ショートステイ松明 950-0116 新潟市江南区北山６５１番地 025-277-4777 株式会社松明 短期入所生活介護 平成19年8月1日 令和7年7月31日 介護予防短期入所生活介護 平成19年8月1日 令和7年7月31日 単独型 20 大江山・横越

51 1570107381 ショートステイカナンの里 950-3365 新潟市北区太子堂２３９番地 025-388-1522 社会福祉法人キングス・ガーデン新潟 短期入所生活介護 平成19年9月1日 令和7年8月31日 介護予防短期入所生活介護 平成19年9月1日 令和7年8月31日 単独型 28 岡方・光晴

52 1570107589 株式会社ニイガタ福祉ケアサービスショートステイ新崎の杜 950-3134 新潟市北区新崎１丁目６番７号 025-255-7500 株式会社ニイガタ福祉ケアサービス 短期入所生活介護 平成19年12月1日 令和7年11月30日 介護予防短期入所生活介護 平成19年12月1日 令和7年11月30日 単独型 30 松浜・南浜・濁川

53 1570107654 特別養護老人ホーム関屋おもと園 951-8142 新潟市中央区関屋大川前１丁目２番３６号 025-231-5660 社会福祉法人仁成福祉協会 短期入所生活介護 平成20年1月1日 令和7年12月31日 介護予防短期入所生活介護 平成20年1月1日 令和7年12月31日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 ○ 50 関屋・白新

54 1570107845 曽野木ふれあいの杜 950-1142 新潟市江南区楚川乙２０番地４ 025-282-9877 株式会社ふれあいの杜 短期入所生活介護 平成20年4月1日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成20年4月1日 令和8年3月31日 単独型 33 曽野木・両川

55 1570108116 ショートステイかめだなかの 950-0132 新潟市江南区砂岡５丁目５番１０号 025-382-0136 社会福祉法人勇樹会 短期入所生活介護 平成20年7月1日 令和8年6月30日 介護予防短期入所生活介護 平成20年7月1日 令和8年6月30日 単独型 36 亀田・亀田西

56 1570108249 ショートステイ「藍の杜」 950-0814 新潟市東区逢谷内４６７番地１ 025-250-1712 エムアイ株式会社 短期入所生活介護 平成20年10月1日 令和8年9月30日 介護予防短期入所生活介護 平成20年10月1日 令和8年9月30日 単独型 40 東新潟・大形・木戸

57 1570108587 ショートステイかめだ早通の里 950-0168 新潟市江南区早通５丁目６番２０号 025-384-4455 社会福祉法人中蒲原福祉会 短期入所生活介護 平成21年4月1日 令和9年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成21年4月1日 令和9年3月31日 単独型 40 亀田・亀田西

58 1570108629 ショートステイなかの 950-0843 新潟市東区粟山７０９番地１ 025-278-5588 社会福祉法人勇樹会 短期入所生活介護 平成21年5月1日 令和9年4月30日 介護予防短期入所生活介護 平成21年5月1日 令和9年4月30日 単独型 28 石山・東石山

59 1570108637 アーバンリビング鳥屋野ショートステイ 950-0942 新潟市中央区小張木１丁目４番５号 025-281-6800 社会福祉法人苗場福祉会 短期入所生活介護 平成21年5月1日 令和9年4月30日 介護予防短期入所生活介護 平成21年5月1日 令和9年4月30日 単独型 22 鳥屋野・上山

60 1570108769 ショートステイ新屋敷まつはま園 950-3125 新潟市北区松浜本町４丁目１番２０号 025-258-6370 社会福祉法人春陽福祉協会 短期入所生活介護 平成21年7月1日 令和9年6月30日 介護予防短期入所生活介護 平成21年7月1日 令和9年6月30日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 20 松浜・南浜・濁川

61 1570108793 特別養護老人ホームこうめの里 956-0041 新潟市秋葉区小屋場３３５番地１ 0250-21-1165 社会福祉法人秋葉福祉会 短期入所生活介護 平成21年8月1日 令和9年7月31日 介護予防短期入所生活介護 平成21年8月1日 令和9年7月31日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 ○ 10 小合・金津・小須戸

62 1570109049 萬代やすらぎ 950-0087 新潟市中央区東大通１丁目８番１０号 025-249-8111 社会福祉法人新潟慈恵会 短期入所生活介護 平成22年3月1日 令和10年2月29日 介護予防短期入所生活介護 平成22年3月1日 令和10年2月29日 単独型 33 宮浦・東新潟

63 1570109247 特別養護老人ホーム遊生の森 953-0132 新潟市西蒲区西中６９４番地 0256-82-5521 社会福祉法人遊生会 短期入所生活介護 平成22年6月1日 令和10年5月31日 介護予防短期入所生活介護 平成22年6月1日 令和10年5月31日 地域密着型介護老人福祉施設 空床型 29 岩室

64 1570109312 ショートステイ江風苑 950-3364 新潟市北区大迎１３３０番地 025-387-7203 社会福祉法人常陽会 短期入所生活介護 平成22年7月1日 令和10年6月30日 介護予防短期入所生活介護 平成22年7月1日 令和10年6月30日 介護老人保健施設 併設型 25 岡方・光晴

65 1570109346 ショートステイあわやまの里 950-0843 新潟市東区粟山４５５番地１ 025-276-7772 社会福祉法人健悠会 短期入所生活介護 平成22年7月1日 令和10年6月30日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 14 石山・東石山

66 1570109395 ショートステイ・ゆきよしとやの 950-1151 新潟市中央区湖南１番地１４ 025-280-0039 医療法人社団らぽーる新潟 短期入所生活介護 平成22年8月1日 令和10年7月31日 介護予防短期入所生活介護 平成22年8月1日 令和10年7月31日 単独型 40 鳥屋野・上山

67 1570109460 ショートステイつつじガーデン白根 950-1473 新潟市南区下木山７４９番地１ 025-373-0117 株式会社アド・メディカル 短期入所生活介護 平成22年9月1日 令和10年8月31日 介護予防短期入所生活介護 平成22年9月1日 令和10年8月31日 単独型 38 白南・白根第一

68 1570109759 ショートステイ真寿 956-0004 新潟市秋葉区大鹿５１６番地１ 0250-25-1515 社会福祉法人博愛仁志会 短期入所生活介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 9 小合・金津・小須戸

69 1570109874 ショートステイ藍のそら 950-0986 新潟市中央区神道寺南１丁目２番１２号 025-256-8417 エムアイ株式会社 短期入所生活介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 単独型 40 鳥屋野・上山

70 1570109890 小規模特別養護老人ホーム昴 950-0922 新潟市中央区山二ツ５３１番地１ 025-287-2450 社会福祉法人豊潤舎 短期入所生活介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 地域密着型介護老人福祉施設 空床型 29 山潟

71 1570109916 ショートステイ有徳の家 950-2011 新潟市西区小針上山９番３２号 025-265-7770 社会福祉法人有徳会 短期入所生活介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 ○ 10 小針・小新

72 1570109940 特別養護老人ホームかめだ本町の里 950-0164 新潟市江南区亀田本町１丁目４番１４号 025-278-3828 社会福祉法人中蒲原福祉会 短期入所生活介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 ○ 10 亀田・亀田西

73 1570110005 ショートステイスマイル花はな 956-0007 新潟市秋葉区小戸下組２４番地１ 0250-24-8719 株式会社豊寿園 短期入所生活介護 平成23年5月1日 令和11年4月30日 介護予防短期入所生活介護 平成23年5月1日 令和11年4月30日 単独型 22 小合・金津・小須戸

74 1570110286 特別養護老人ホームカナン 950-0892 新潟市東区寺山３丁目６番１１号 025-256-7070 社会福祉法人キングス・ガーデン新潟 短期入所生活介護 平成23年11月1日 令和5年10月31日 介護予防短期入所生活介護 平成23年11月1日 令和5年10月31日 地域密着型介護老人福祉施設 空床型 29 東新潟・大形・木戸

75 1570110302 ショートステイプリメーロ女池 950-0941 新潟市中央区女池５丁目２番１４号 025-288-5586 社会福祉法人修愛会 短期入所生活介護 平成23年12月1日 令和5年11月30日 介護予防短期入所生活介護 平成23年12月1日 令和5年11月30日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 ○ 9 鳥屋野・上山

76 1570110583 特別養護老人ホームにこやか 950-0208 新潟市江南区横越中央５丁目２番３号 025-385-6878 社会福祉法人中蒲原福祉会 短期入所生活介護 平成24年4月1日 令和6年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成24年4月1日 令和6年3月31日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 ○ 10 大江山・横越

77 1570110641 特別養護老人ホームスマイルガーデン黒埼 950-1112 新潟市西区金巻８８０番地１ 025-377-1722 社会福祉法人広栄福祉会 短期入所生活介護 平成24年5月1日 令和6年4月30日 介護予防短期入所生活介護 平成24年5月1日 令和6年4月30日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 15 黒埼

78 1570110765 特別養護老人ホーム道場山穂波の里 950-2055 新潟市西区寺尾上６丁目１７番２３号 025-211-0080 社会福祉法人坂井輪会 短期入所生活介護 平成24年7月1日 令和6年6月30日 介護予防短期入所生活介護 平成24年7月1日 令和6年6月30日 地域密着型介護老人福祉施設 空床型 29 坂井輪

79 1570110922 ショートステイつつじガーデン坂井 950-2042 新潟市西区坂井９１１番地１ 025-268-7151 株式会社フレッグ 短期入所生活介護 平成24年9月1日 令和6年8月31日 介護予防短期入所生活介護 平成24年9月1日 令和6年8月31日 単独型 38 坂井輪

80 1570110930 ショートステイすずらん川口 956-0015 新潟市秋葉区川口１４４番地 0250-47-7848 サンリバーベストケア株式会社 短期入所生活介護 平成24年9月1日 令和6年8月31日 介護予防短期入所生活介護 平成24年9月1日 令和6年8月31日 単独型 20 新津第一・新津第二

81 1570111052 ショートステイ新潟東愛宕の園 950-0837 新潟市東区若葉町２丁目１７番４０号 025-257-6010 社会福祉法人愛宕福祉会 短期入所生活介護 平成24年10月1日 令和6年9月30日 介護予防短期入所生活介護 平成24年10月1日 令和6年9月30日 特別養護老人ホーム 空床型 40 石山・東石山

82 1570111078 ショートステイ新潟東愛宕の園 950-0837 新潟市東区若葉町２丁目１７番４０号 025-257-6010 社会福祉法人愛宕福祉会 短期入所生活介護 平成24年10月1日 令和6年9月30日 介護予防短期入所生活介護 平成24年10月1日 令和6年9月30日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 20 石山・東石山

83 1570111128 白山やすらぎショートステイ 951-8133 新潟市中央区川岸町２丁目１番地２０ 025-230-0111 社会福祉法人新潟慈恵会 短期入所生活介護 平成24年11月1日 令和6年10月31日 介護予防短期入所生活介護 平成24年11月1日 令和6年10月31日 特別養護老人ホーム 空床型 60 関屋・白新

84 1570111144 白山やすらぎショートステイ 951-8133 新潟市中央区川岸町２丁目１番地２０ 025-230-0111 社会福祉法人新潟慈恵会 短期入所生活介護 平成24年11月1日 令和6年10月31日 介護予防短期入所生活介護 平成24年11月1日 令和6年10月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 20 関屋・白新

85 1570111151 ショートステイたけのこ 956-0854 新潟市秋葉区滝谷町４番２０号 0250-47-7386 医療法人社団ささえ愛よろず 短期入所生活介護 平成24年11月1日 令和6年10月31日 介護予防短期入所生活介護 平成24年11月1日 令和6年10月31日 診療所 併設型 10 新津第五

86 1570111169 ショートステイ信濃倶楽部 951-8013 新潟市中央区柳島町３丁目２６番地１ 025-223-3577 社会福祉法人柳都倶楽部 短期入所生活介護 平成24年11月1日 令和6年10月31日 介護予防短期入所生活介護 平成24年11月1日 令和6年10月31日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 ○ 29 寄居・新潟柳都

87 1570111219 特別養護老人ホームやしろだ苑 956-0113 新潟市秋葉区矢代田１２３４番地１ 0250-47-7581 社会福祉法人にいつ福祉会 短期入所生活介護 平成24年12月1日 令和6年11月30日 介護予防短期入所生活介護 平成24年12月1日 令和6年11月30日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 ○ 10 小合・金津・小須戸

88 1570111235 ショートステイ美咲の里 950-0954 新潟市中央区美咲町１丁目２３番４３号 025-288-5221 社会福祉法人にいがた美咲福祉会 短期入所生活介護 平成24年12月1日 令和6年11月30日 介護予防短期入所生活介護 平成24年12月1日 令和6年11月30日 特別養護老人ホーム 空床型 40 鳥屋野・上山

89 1570111250 ショートステイ美咲の里 950-0954 新潟市中央区美咲町１丁目２３番４３号 025-288-5221 社会福祉法人にいがた美咲福祉会 短期入所生活介護 平成24年12月1日 令和6年11月30日 介護予防短期入所生活介護 平成24年12月1日 令和6年11月30日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 20 鳥屋野・上山

90 1570111508 ショートステイなじょも 950-0891 新潟市東区上木戸５丁目２番１号 025-250-7245 新潟医療生活協同組合 短期入所生活介護 平成25年4月1日 令和7年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成25年4月1日 令和7年3月31日 単独型 39 東新潟・大形・木戸

91 1570111763 ショートステイ風の笛 950-0885 新潟市東区下木戸２丁目２８番１３号 025-271-7700 社会福祉法人亀田郷芦沼会 短期入所生活介護 平成25年8月1日 令和7年7月31日 介護予防短期入所生活介護 平成25年8月1日 令和7年7月31日 特別養護老人ホーム 空床型 40 東新潟・大形・木戸

92 1570111771 ショートステイ風の笛 950-0885 新潟市東区下木戸２丁目２８番１３号 025-271-7700 社会福祉法人亀田郷芦沼会 短期入所生活介護 平成25年8月1日 令和7年7月31日 介護予防短期入所生活介護 平成25年8月1日 令和7年7月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 40 東新潟・大形・木戸

93 1570111839 ショートステイつつじガーデン石山 950-0851 新潟市東区新石山１丁目５番地１ 025-257-6311 株式会社アド・メディカル 短期入所生活介護 平成25年9月1日 令和7年8月31日 介護予防短期入所生活介護 平成25年9月1日 令和7年8月31日 単独型 38 石山・東石山

94 1570111862 特別養護老人ホームあがうらショートステイ 956-0814 新潟市秋葉区東金沢１４５９番地５ 0250-22-4882 社会福祉法人かえつ福祉会 短期入所生活介護 平成25年9月1日 令和7年8月31日 介護予防短期入所生活介護 平成25年9月1日 令和7年8月31日 特別養護老人ホーム 空床型 40 新津第五

95 1570111870 特別養護老人ホームあがうらショートステイ 956-0814 新潟市秋葉区東金沢１４５９番地５ 0250-22-4882 社会福祉法人かえつ福祉会 短期入所生活介護 平成25年9月1日 令和7年8月31日 介護予防短期入所生活介護 平成25年9月1日 令和7年8月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 20 新津第五

96 1570111995 特別養護老人ホーム葵の園・新潟内野 950-2151 新潟市西区内野西３丁目９番１２号 025-261-3333 社会福祉法人葵新生会 短期入所生活介護 平成25年11月1日 令和7年10月31日 介護予防短期入所生活介護 平成25年11月1日 令和7年10月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 20 内野・赤塚・中野小屋

97 1570112001 特別養護老人ホーム葵の園・新潟内野 950-2151 新潟市西区内野西３丁目９番１２号 025-261-3333 社会福祉法人葵新生会 短期入所生活介護 平成25年11月1日 令和7年10月31日 介護予防短期入所生活介護 平成25年11月1日 令和7年10月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 20 内野・赤塚・中野小屋

98 1570112050 波勢屋ショートステイ 953-0041 新潟市西蒲区巻甲２８８６番地 0256-72-8008 社会福祉法人輝風会 短期入所生活介護 平成25年12月1日 令和7年11月30日 介護予防短期入所生活介護 平成25年12月1日 令和7年11月30日 単独型 30 巻東・巻西

99 1570112084 ショートステイせきやの里 951-8142 新潟市中央区関屋大川前２丁目７番１２号 025-201-1660 社会福祉法人常陽会 短期入所生活介護 平成25年12月1日 令和7年11月30日 介護予防短期入所生活介護 平成25年12月1日 令和7年11月30日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 ○ 29 関屋・白新

100 1570112092 ショートステイ遊生の里 953-0041 新潟市西蒲区巻甲２７５９番地１ 0256-77-7878 社会福祉法人遊生会 短期入所生活介護 平成25年12月1日 令和7年11月30日 介護予防短期入所生活介護 平成25年12月1日 令和7年11月30日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 ○ 10 巻東・巻西

101 1570112134 ショートステイのぞみ大形 950-0813 新潟市東区大形本町５丁目８番１１号 025-256-8377 有限会社スマイル 短期入所生活介護 平成26年1月1日 令和7年12月31日 介護予防短期入所生活介護 平成26年1月1日 令和7年12月31日 単独型 38 東新潟・大形・木戸

102 1570112159 特別養護老人ホーム関屋おもと園 951-8142 新潟市中央区関屋大川前１丁目２番３６号 025-231-5660 社会福祉法人仁成福祉協会 短期入所生活介護 平成26年1月1日 令和7年12月31日 介護予防短期入所生活介護 平成26年1月1日 令和7年12月31日 地域密着型介護老人福祉施設 空床型 29 関屋・白新

103 1570112357 特別養護老人ホーム白根そよ風の杜 950-1213 新潟市南区能登５３５番地１ 025-372-8000 社会福祉法人勇樹会 短期入所生活介護 平成26年4月1日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成26年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 空床型 60 白南・白根第一

104 1570112365 特別養護老人ホーム白根そよ風の杜 950-1213 新潟市南区能登５３５番地１ 025-372-8000 社会福祉法人勇樹会 短期入所生活介護 平成26年4月1日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成26年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 10 白南・白根第一

105 1570112407 特別養護老人ホーム大山台ホーム 950-0067 新潟市東区大山２丁目１３番１号 025-271-6700 社会福祉法人愛宕福祉会 短期入所生活介護 平成26年4月1日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成26年4月1日 令和8年3月31日 特別養護老人ホーム 空床型 100 山の下

106 1570112415 特別養護老人ホーム虹の里 959-0514 新潟市西蒲区称名８２５番地 0256-86-3770 社会福祉法人新潟南福祉会 短期入所生活介護 平成26年4月1日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成26年4月1日 令和8年3月31日 地域密着型介護老人福祉施設 空床型 20 潟東・中之口

107 1570112423 特別養護老人ホーム横雲の里 950-0217 新潟市江南区阿賀野１丁目２番１号 0250-61-5555 社会福祉法人中蒲原福祉会 短期入所生活介護 平成26年4月1日 令和8年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成26年4月1日 令和8年3月31日 地域密着型介護老人福祉施設 空床型 20 大江山・横越

108 1570112506 ショートステイ新潟北愛宕の園 950-3324 新潟市北区前新田甲７４番地１ 025-384-6601 社会福祉法人愛宕福祉会 短期入所生活介護 平成26年5月1日 令和8年4月30日 介護予防短期入所生活介護 平成26年5月1日 令和8年4月30日 特別養護老人ホーム 空床型 40 葛塚・木崎・早通

109 1570112514 ショートステイ新潟北愛宕の園 950-3324 新潟市北区前新田甲７４番地１ 025-384-6601 社会福祉法人愛宕福祉会 短期入所生活介護 平成26年5月1日 令和8年4月30日 介護予防短期入所生活介護 平成26年5月1日 令和8年4月30日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 20 葛塚・木崎・早通

110 1570112548 ショートステイ薫園 953-0023 新潟市西蒲区竹野町２４６３番地５ 0256-72-1000 社会福祉法人泰山会 短期入所生活介護 平成26年5月1日 令和8年4月30日 介護予防短期入所生活介護 平成26年5月1日 令和8年4月30日 単独型 20 巻東・巻西

111 1570112647 トーク＆トークかめだショートステイ 950-0126 新潟市江南区東本町５丁目６番１号 025-382-3188 株式会社トーク＆トーク 短期入所生活介護 平成26年6月1日 令和8年5月31日 介護予防短期入所生活介護 平成26年6月1日 令和8年5月31日 単独型 40 亀田・亀田西

112 1570112654 特別養護老人ホームいなほの郷下山 950-0003 新潟市東区下山２丁目５８７番地１ 025-290-7160 社会福祉法人いなほの郷福祉会 短期入所生活介護 平成26年6月1日 令和8年5月31日 介護予防短期入所生活介護 平成26年6月1日 令和8年5月31日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 ○ 10 藤見・下山

113 1570112761 梨園の郷ショートステイ笑顔 950-3311 新潟市北区横井３６１番地１ 025-383-8511 一般社団法人新潟まちの駅 短期入所生活介護 平成26年9月1日 令和8年8月31日 介護予防短期入所生活介護 平成26年9月1日 令和8年8月31日 単独型 20 葛塚・木崎・早通

114 1570112787 ショートステイ藤花 956-0864 新潟市秋葉区新津本町１丁目１１番１２号 0250-21-2111 社会福祉法人藤の木原福祉会 短期入所生活介護 平成26年9月1日 令和8年8月31日 介護予防短期入所生活介護 平成26年9月1日 令和8年8月31日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 ○ 10 新津第一・新津第二

115 1570112886 ショートステイこころはす西蒲 959-0411 新潟市西蒲区善光寺９００番地 0256-88-3222 医療法人美郷会 短期入所生活介護 平成26年11月1日 令和8年10月31日 介護予防短期入所生活介護 平成26年11月1日 令和8年10月31日 単独型 40 西川

116 1570113124 特別養護老人ホームなかかんの里 950-0134 新潟市江南区曙町４丁目１番２９号 025-384-0545 社会福祉法人中蒲原福祉会 短期入所生活介護 平成27年4月1日 令和9年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成27年4月1日 令和9年3月31日 特別養護老人ホーム 空床型 40 亀田・亀田西

117 1570113132 特別養護老人ホームなかかんの里 950-0134 新潟市江南区曙町４丁目１番２９号 025-384-0545 社会福祉法人中蒲原福祉会 短期入所生活介護 平成27年4月1日 令和9年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成27年4月1日 令和9年3月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 20 亀田・亀田西

118 1570113280 ショートステイくりの木 950-0865 新潟市中央区本馬越２丁目１５番３４号 025-278-8400 社会福祉法人苗場福祉会 短期入所生活介護 平成27年5月1日 令和9年4月30日 介護予防短期入所生活介護 平成27年5月1日 令和9年4月30日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 ○ 29 宮浦・東新潟

119 1570113330 藤見倶楽部短期入所生活介護事業所 950-0885 新潟市東区下木戸３丁目５番２号 025-282-5116 株式会社萬代総業 短期入所生活介護 平成27年6月1日 令和9年5月31日 介護予防短期入所生活介護 平成27年6月1日 令和9年5月31日 単独型 53 東新潟・大形・木戸

120 1570113389 特別養護老人ホーム有明園 950-2071 新潟市西区西有明町１番２０号 025-231-2615 社会福祉法人新潟市社会事業協会 短期入所生活介護 平成27年8月1日 令和9年7月31日 介護予防短期入所生活介護 平成27年8月1日 令和9年7月31日 特別養護老人ホーム 空床型 40 小針・小新

121 1570113793 ショートステイ遊生の園 950-1303 新潟市南区西萱場３０４番地 025-201-6539 社会福祉法人遊生会 短期入所生活介護 平成28年7月1日 令和10年6月30日 介護予防短期入所生活介護 平成28年7月1日 令和10年6月30日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 ○ 10 味方・月潟

122 1570114015 ショートステイ守庵良寛木崎 950-3304 新潟市北区木崎１１７８番地３ 025-384-0112 新潟福祉サービス株式会社 短期入所生活介護 平成28年12月1日 令和10年11月30日 介護予防短期入所生活介護 平成28年12月1日 令和10年11月30日 単独型 38 葛塚・木崎・早通

123 1570114098 守庵良寛ショートステイあゆみ 950-2151 新潟市西区内野西２丁目１８番８号 025-211-3399 新潟福祉サービス株式会社 短期入所生活介護 平成29年4月1日 令和11年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成29年4月1日 令和11年3月31日 単独型 35 内野・赤塚・中野小屋
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124 1570114247 ショートステイありがとう 950-3128 新潟市北区松浜東町２丁目１番３９号 025-288-5167 株式会社ディープケア 短期入所生活介護 平成29年11月1日 令和5年10月31日 介護予防短期入所生活介護 平成29年11月1日 令和5年10月31日 単独型 30 松浜・南浜・濁川

125 1570114569 老人介護施設南区ゆとり 950-1223 新潟市南区白根日の出町１４番７号 025-201-7755 株式会社大協薬品 短期入所生活介護 平成30年8月1日 令和6年7月31日 介護予防短期入所生活介護 平成30年8月1日 令和6年7月31日 単独型 20 白南・白根第一

126 1570114601 ショートステイこころはす槇尾 950-2121 新潟市西区槇尾２２９番地１ 025-211-8325 医療法人美郷会 短期入所生活介護 平成30年9月1日 令和6年8月31日 介護予防短期入所生活介護 平成30年9月1日 令和6年8月31日 単独型 40 内野・赤塚・中野小屋

127 1570114627 ショートステイこころはす亀貝 950-2033 新潟市西区亀貝２０番地 025-260-0261 医療法人美郷会 短期入所生活介護 平成30年9月1日 令和6年8月31日 介護予防短期入所生活介護 平成30年9月1日 令和6年8月31日 単独型 20 坂井輪

128 1570114726 ショートステイこころはす五十嵐 950-2076 新潟市西区上新栄町３丁目８番３号 025-201-6363 医療法人美郷会 短期入所生活介護 平成31年2月1日 令和7年1月31日 介護予防短期入所生活介護 平成31年2月1日 令和7年1月31日 単独型 39 五十嵐

129 1570114775 ショートステイアルシェふるまち 951-8063 新潟市中央区古町通１３番町２９００番地５ 025-210-4135 社会福祉法人苗場福祉会 短期入所生活介護 平成31年3月1日 令和7年2月28日 介護予防短期入所生活介護 平成31年3月1日 令和7年2月28日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 ○ 10 寄居・新潟柳都

130 1570114833 ショートステイつしまの郷 950-0801 新潟市東区津島屋７丁目１番地１ 025-279-3557 社会福祉法人彩のかけはし 短期入所生活介護 平成31年4月1日 令和7年3月31日 介護予防短期入所生活介護 平成31年4月1日 令和7年3月31日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 ○ 10 東新潟・大形・木戸

131 1570114940 やすらぎの杜五十嵐ショートステイ 950-2101 新潟市西区五十嵐一の町６９８８番地７ 025-211-6600 株式会社セイブライフ 短期入所生活介護 令和1年8月1日 令和7年7月31日 介護予防短期入所生活介護 令和1年8月1日 令和7年7月31日 単独型 36 五十嵐

132 1570114973 ショートステイてらお愛宕の園 950-2054 新潟市西区寺尾東１丁目１８番２９号 025-201-9010 社会福祉法人あたご共生福祉会 短期入所生活介護 令和1年10月1日 令和7年9月30日 介護予防短期入所生活介護 令和1年10月1日 令和7年9月30日 地域密着型介護老人福祉施設 空床型 29 坂井輪

133 1570115095 特別養護老人ホーム花見の里 959-0415 新潟市西蒲区大潟１９８番地 0256-88-5633 社会福祉法人新潟南福祉会 短期入所生活介護 令和2年1月1日 令和7年12月31日 介護予防短期入所生活介護 令和2年1月1日 令和7年12月31日 特別養護老人ホーム 空床型 40 西川

134 1570115160 ショートステイ逢谷内 950-0017 新潟市東区新松崎１丁目１番１２号 025-288-5959 社会福祉法人大形福祉会 短期入所生活介護 令和2年3月1日 令和8年2月28日 介護予防短期入所生活介護 令和2年3月1日 令和8年2月28日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 10 東新潟・大形・木戸

135 1570115392 ショートステイルアナ 950-2011 新潟市西区小針上山１０番５号 025-211-6650 社会福祉法人有徳会 短期入所生活介護 令和3年2月1日 令和9年1月31日 介護予防短期入所生活介護 令和3年2月1日 令和9年1月31日 地域密着型介護老人福祉施設 併設型 ○ 10 小針・小新

136 1570115400 短期入所生活介護施設ソフィア輝 950-0107 新潟市江南区三百地２３４７番地５ 025-250-5061 社会福祉法人常陽会 短期入所生活介護 令和3年3月1日 令和9年2月28日 介護予防短期入所生活介護 令和3年3月1日 令和9年2月28日 特別養護老人ホーム 併設型 36 大江山・横越

137 1570115483 ショートステイこころはす小新 950-2027 新潟市西区小新大通２丁目１番２８号 025-234-4661 医療法人美郷会 短期入所生活介護 令和3年5月1日 令和9年4月30日 介護予防短期入所生活介護 令和3年5月1日 令和9年4月30日 単独型 38 小針・小新

138 1570115665 特別養護老人ホーム柳都の杜 951-8078 新潟市中央区四ツ屋町３丁目５１１６番地１ 025-378-4856 社会福祉法人勇樹会 短期入所生活介護 令和3年11月1日 令和9年10月31日 介護予防短期入所生活介護 令和3年11月1日 令和9年10月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 10 寄居・新潟柳都

139 1570115764 特別養護老人ホームおもと園 950-0946 新潟市中央区女池西２丁目６番２５号 025-283-5060 社会福祉法人仁成福祉協会 短期入所生活介護 令和4年4月1日 令和10年3月31日 介護予防短期入所生活介護 令和4年4月1日 令和10年3月31日 特別養護老人ホーム 空床型 40 鳥屋野・上山

140 1570115863 短期入所生活介護施設白寿荘東 953-0041 新潟市西蒲区巻甲４４４８番地 0256-72-5531 社会福祉法人まき福祉会 短期入所生活介護 令和4年8月1日 令和10年7月31日 介護予防短期入所生活介護 令和4年8月1日 令和10年7月31日 特別養護老人ホーム 併設型 ○ 20 巻東・巻西

141 1570116036 ショートステイ浜浦みどり荘 951-8151 新潟市中央区浜浦町２丁目４７番地２ 025-231-3555 医療法人新成医会 短期入所生活介護 令和5年4月1日 令和11年3月31日 介護予防短期入所生活介護 令和5年4月1日 令和11年3月31日 単独型 40 関屋・白新

142 1570116069 ショートステイぐみの木 951-8008 新潟市中央区窪田町１丁目１番地１ 025-378-0807 株式会社セイブライフ 短期入所生活介護 令和5年5月1日 令和11年4月30日 介護予防短期入所生活介護 令和5年5月1日 令和11年4月30日 単独型 30 寄居・新潟柳都


