
（介護予防）認知症対応型通所介護　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 予防有効期間満了日 同時提供可能利用者上限 日常生活圏域名

1 1570101772 老人デイサービスセンターリバーサイド輝 950-0107 新潟市江南区三百地２３１２番地１ 025-277-6000 社会福祉法人常陽会 認知症対応型通所介護 平成12年9月1日 令和8年8月31日 介護予防認知症対応型通所介護 平成18年4月1日 令和8年8月31日 12 大江山・横越

2 1570101871 デイサービスセンターうちの桜園 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 認知症対応型通所介護 平成12年11月1日 令和8年10月31日 介護予防認知症対応型通所介護 平成18年4月1日 令和8年10月31日 5 内野・赤塚・中野小屋

3 1570103653 車場デイサービスセンター 956-0011 新潟市秋葉区車場９０２番地１ 0250-21-3330 社会福祉法人大形福祉会 認知症対応型通所介護 平成13年10月1日 令和8年9月30日 介護予防認知症対応型通所介護 平成18年4月1日 令和8年9月30日 10 新津第一・新津第二

4 1570103844 デイホームひまわり 950-0137 新潟市江南区城山４丁目２番３４号 025-382-3247 有限会社新潟福祉介護相談所 認知症対応型通所介護 平成15年8月1日 令和9年7月31日 介護予防認知症対応型通所介護 平成18年4月1日 令和9年7月31日 10 亀田・亀田西

5 1570102796 愛の家グループホーム新潟鳥屋野 950-0950 新潟市中央区鳥屋野南３丁目２５番１４号 025-284-9191 メディカル・ケア・サービス新潟株式会社 認知症対応型通所介護 平成19年12月1日 令和7年11月30日 介護予防認知症対応型通所介護 平成19年12月1日 令和7年11月30日 3 鳥屋野・上山

6 1590100317 デイサービスセンターみさと 959-0423 新潟市西蒲区旗屋７３１番地 0256-88-5521 医療法人美郷会 認知症対応型通所介護 平成19年12月1日 令和7年11月30日 介護予防認知症対応型通所介護 平成19年12月1日 令和7年11月30日 12 西川

7 1570104040 グループホーム風見鶏 956-0852 新潟市秋葉区柄目木３５２番地 0250-23-3351 特定非営利活動法人友生会 認知症対応型通所介護 平成20年8月1日 令和8年7月31日 介護予防認知症対応型通所介護 平成20年8月1日 令和8年7月31日 3 新津第五

8 1590100655 デイサービスセンター道場山穂波の里 950-2055 新潟市西区寺尾上６丁目１７番２３号 025-211-0090 社会福祉法人坂井輪会 認知症対応型通所介護 平成23年2月1日 令和11年1月31日 介護予防認知症対応型通所介護 平成23年2月1日 令和11年1月31日 12 坂井輪

9 1590100747 はあとふるあたごデイサービスセンター日和庵 951-8008 新潟市中央区窪田町２丁目１１１番地２ 025-229-2530 株式会社はあとふるあたご 認知症対応型通所介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 介護予防認知症対応型通所介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 12 寄居・新潟柳都

10 1590100796 デイサービスセンター黒埼 950-1102 新潟市西区善久５２１番地１ 025-379-3713 社会福祉法人常陽会 認知症対応型通所介護 平成23年5月1日 令和11年4月30日 介護予防認知症対応型通所介護 平成23年5月1日 令和11年4月30日 12 黒埼

11 1590100861 デイサービスしおん 956-0802 新潟市秋葉区七日町８２６番地１３ 0250-47-7155 特定非営利活動法人新潟こでまり会 認知症対応型通所介護 平成24年3月1日 令和6年2月29日 介護予防認知症対応型通所介護 平成24年3月1日 令和6年2月29日 12 新津第五

12 1590100697 共用型デイサービスマナの家 950-2071 新潟市西区西有明町２番５号 025-201-7688 社会福祉法人からし種の会 認知症対応型通所介護 平成24年11月1日 令和6年10月31日 介護予防認知症対応型通所介護 平成24年11月1日 令和6年10月31日 3 小針・小新

13 1570104032 はあとふるあたごグループホーム新津 956-0012 新潟市秋葉区荻野町２番２６号 0250-21-2888 株式会社はあとふるあたご 認知症対応型通所介護 平成25年4月1日 令和9年11月30日 介護予防認知症対応型通所介護 平成25年4月1日 令和9年11月30日 6 新津第一・新津第二

14 1590100408 グループホームサンライフ中野山 950-0841 新潟市東区中野山４丁目１３番１号 025-277-4130 社会福祉法人徳栄福祉会 認知症対応型通所介護 平成25年4月1日 令和7年3月31日 介護予防認知症対応型通所介護 平成25年4月1日 令和7年3月31日 3 石山・東石山

15 1590100689 デイサービス白山 951-8068 新潟市中央区上大川前通２番町１４８番地１ 025-228-5008 社会医療法人新潟勤労者医療協会 認知症対応型通所介護 平成25年9月1日 令和7年8月31日 介護予防認知症対応型通所介護 平成25年9月1日 令和7年8月31日 3 関屋・白新

16 1590101091 共用型デイサービスグループホーム味方 950-1261 新潟市南区味方９１番地３ 025-201-9266 社会福祉法人新潟南福祉会 認知症対応型通所介護 平成26年12月1日 令和8年11月30日 介護予防認知症対応型通所介護 平成26年12月1日 令和8年11月30日 3 味方・月潟

17 1590100879 グループホーム酒屋 950-0324 新潟市江南区酒屋町３３０番地３ 025-282-9790 株式会社あけぼの 認知症対応型通所介護 平成28年6月1日 令和10年5月31日 介護予防認知症対応型通所介護 平成28年6月1日 令和10年5月31日 3 曽野木・両川

18 1570102572 ツクイ新潟姥ケ山グループホーム 950-0923 新潟市中央区姥ケ山６丁目２番３２号 025-257-8833 株式会社ツクイ 認知症対応型通所介護 令和2年10月1日 令和8年9月30日 介護予防認知症対応型通所介護 令和2年10月1日 令和8年9月30日 6 山潟

19 1590102099 グループホームなかのくち弐号館 950-1344 新潟市西蒲区福島３１２番地１ 025-375-8801 社会福祉法人愛宕福祉会 認知症対応型通所介護 令和3年4月1日 令和9年3月31日 介護予防認知症対応型通所介護 令和3年4月1日 令和9年3月31日 3 新津第一・新津第二

20 1570102044 グループホームこもれび 950-3132 新潟市北区松潟１４９０番地１ 025-259-8900 社会福祉法人愛宕福祉会 認知症対応型通所介護 令和3年9月1日 令和9年8月31日 介護予防認知症対応型通所介護 令和3年9月1日 令和9年8月31日 3 松浜・南浜・濁川

21 1590102123 はあとふるあたごグループホームゆたか 950-0812 新潟市東区豊２丁目７番４４号 025-212-7362 株式会社はあとふるあたご 認知症対応型通所介護 令和3年9月1日 令和9年8月31日 介護予防認知症対応型通所介護 令和3年9月1日 令和9年8月31日 6 東新潟・大形・木戸

22 1590102297 はあとふるあたごグループホームてらお 950-2052 新潟市西区寺尾１番７号 025-211-6605 株式会社はあとふるあたご 認知症対応型通所介護 令和4年11月1日 令和10年10月31日 介護予防認知症対応型通所介護 令和4年11月1日 令和10年10月31日 6 小針・小新


