
高齢者の介護予防や健康増進、要介護者の経済的負担軽減、障がい者の福祉向上

等を目的に、町内在住の総合福祉券対象者約 7,500 人の方に対し、平成 30 年度

箕輪町総合福祉券を交付します。 

  

 

 

   

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    添付資料 有 無 

 

 

 

  総合福祉券の内訳 

  (1) 高齢者外出支援券  (2) 介護福祉券 

  (3) 障がい者外出支援券  (4) やすらぎチケット 

  ※(1)、(3)は対象者宛に福祉券を直接送付します。 

   (2)、(4)は該当者からの申請により交付します。 

  使用期限 

  平成 31 年３月 31 日まで 

  利用対象施設 

  80 施設（別紙「協力事業者一覧」参照） 

  （内訳）温泉施設、タクシー・移送サービス、短期入所施設（ショートステイ） 

      福祉用具貸出し、理美容サービス、マッサージ、介護用品の購入等 

 

 詳細については別添資料をご覧ください。                     

箕輪町役場福祉課 プレスリリース  

平成 30年 5月 15 日 発信 

福祉課 社会福祉係 
(課長) 安積 真人 (担当) 根橋 ゆみ子 
電 話：0265-79-3111（内線）139 
ＦＡＸ：0265-79-0230 
Ｅ‐mail：fukushi@town.minowa.lg.jp 

平成 30年度 箕輪町総合福祉券を交付します 

箕輪町 



制度名 チケット名 目的 対象者 利用範囲 交付額
交付枚数
(500円

券)

H29
交付予
定数

高齢者外出支援券
高齢者の介護予防等健康増進及び
要介護者の経済的負担の軽減をす
る

・70歳以上の方
・60歳以上70歳未満の長寿クラブ加入
者

2,000円 4 5,800

介護福祉券
高齢者の介護予防等健康増進及び
要介護者の経済的負担の軽減をす
る

・65歳以上の要介護認定者
※在宅である方のみ

10,000円 20 700

障がい者外出支援券
障がい者の福祉向上及び自立支援
をする

・障害者手帳を有する方
※高齢者外出支援券の対象者は除く

1,000円 2 650

やすらぎチケット
在宅要介護高齢者等の介護者のリ
フレッシュを図り、在宅介護を支
援する

・要介護認定者を在宅で介護している者 15,000円 30 500

合計（延べ人数） 7,650

総合福祉券一覧表

総合福祉券

(1) 温泉施設の利用
(2) タクシーの利用
(3) 訪問理美容の利用
(4)福祉用具の貸出し
(5) ショートステイ
(6) マッサージの利用
(7) 介護おむつ等介護用品の購入



平成30年5月現在

施設の形態 施設名 住所 電話番号 備考

日帰 みのわ温泉ながたの湯 箕輪町長田2134-42 ０２６５－７０－１２３４
宿泊 みのわ温泉ながた荘 箕輪町長田3733-1 ０２６５－７９－２６８２
宿泊 たつのパークホテル 辰野町樋口2396-20 ０２６６－４１－２００１
宿泊 かやぶきの館 辰野町横川2766 ０２６６－４４－８８８８
宿泊 大芝荘 南箕輪村2358-5 ０２６５－７６－００４８
日帰 大芝の湯 南箕輪村2358-5 ０２６５－７６－２６１４
日帰 羽広温泉みはらしの湯 伊那市西箕輪3480-1 ０２６５－７６－８７６０
宿泊 羽広温泉羽広荘 伊那市西箕輪3822-30 ０２６５－７８－６１５５
日帰 高遠温泉さくらの湯 伊那市高遠町西高遠928-2 ０２６５－９４－３１１８
宿泊 高遠さくらホテル 伊那市高遠町勝間217 ０２６５－９４－２２００
日帰 湯にいくセンター 辰野町樋口2273 ０２６６－４１－５５５５ やすらぎチケットのみ利用可

日帰 こまくさの湯 駒ヶ根市赤穂759-4 ０２６５－８１－８１００

会社名 住所 電話番号 備考
伊那タクシーみのわ営業所 箕輪町松島9347-11 ０２６５－７９－２４５５
伊那タクシー 伊那市坂下3309 ０２６５－７６－５１１１
白川タクシー 伊那市山寺1752-3 ０２６５－７２－２１５１
辰野タクシー 辰野町辰野1948 ０２６６－４１－５７５９

宅老所 芝宮 箕輪町松島9344 ０２６５－７１－３３８０
ひまわりケアサービス 伊那市西箕輪6600-57 ０２６５－７６－１８８１
あったか伊那 伊那市日影174-1 ０２６５－９８－６３８５

福祉タクシー 福祉タクシーそよかぜ 伊那市西春近2091-9 ０２６５－７６－３８５０

施設の分類 施設名 住所 電話番号 備考
特養 みのわ園 箕輪町三日町1660-3 ０２６５－７０－６１３３
特養 コンソール大芝 南箕輪村2380-1079 ０２６５－７２－７４７４
特養 サンハート美和 伊那市長谷非持484-1 ０２６５－９８－２０１２ 介護保険短期入所利用のみ

特養 かたくりの里 辰野町上島1766 ０２６６－４７－５１６１ 介護保険短期入所利用のみ

特養 ふらっと辰野 辰野町伊那富6333-2 ０２６６－７８－８５０３
特養 みさやま 伊那市西箕輪3900-251 ０２６５－７２－６５５６
特養 グレイスフル箕輪 箕輪町大字中箕輪6065 ０２６５-７１-３７２１
老健 はびろの里 伊那市西箕輪2758-1 ０２６５－７７－０１０５ ショートステイ

老健 辛夷園 伊那市荒井3831 ０２６５－７６－８１１０
老健 わかな 箕輪町東箕輪3296-1 ０２６５－７０ー１８１８
宅老所 なの花 箕輪町東箕輪5139-5 ０２６５－７１－３７８７ 泊まりの実費分

宅老所 しばみや 箕輪町大字中箕輪9344 ０２６５－７１－３３８０ 泊まりの実費分

ショート ふれあいの里 箕輪町中箕輪14432-1 ０２６５－７１－１１２１

事業所名 住所 電話番号 備考
福祉用具 箕輪町社会福祉協議会 箕輪町三日町1372-1 ０２６５－７９－４１８０ ※1

裏面につづく

※1　車椅子、ポータブルトイレ、福祉車両貸出料金のみ。

箕輪町　総合福祉券　各種サービス利用協力事業者一覧        
（高齢者外出支援券・介護福祉券・障がい者外出支援券・やすらぎチケット　共通）

温泉施設

タクシー・移送サービス

ショートステイ（短期入所）

福祉用具貸出
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理美容種別 店名 住所 電話番号 備考

理容 片桐理容所 箕輪町松島８４８８ ０２６５－７９－２２２５

美容 カマヤ美容室 箕輪町沢６００ ０２６５－７９－２５０３
理容 コモリ理容室 箕輪町木下１３０６７－１ ０２６５－７９－３１７８
美容 コモリ美容室 箕輪町松島9729 －2 ０２６５－７９－４４５９ 平成26年度からリスト追加

美容 サロン・ﾄﾞ・ゆかり 箕輪町松島９９７９ ０２６５－７９－００８５
理容 SOYA　creative hair 箕輪町松島9313-4 ０２６５－７９－２６４８
理容 福沢理容室 箕輪町松島９４７８－１６ ０２６５－７９－３９２８
理容 藤森理容店 箕輪町松島９６２４－１ ０２６５－７９－２２７３
美容・理容 ㈲ヘアーサロンカラサワ 箕輪町上古田６０３２－４ ０２６５－７９－７５３６
理容 ﾍｱｰｻﾛﾝ土戸 箕輪町松島８３２３－３ ０２６５－７９－４８８４
美容 ㈲松島美容室 箕輪町松島８５０４－６ ０２６５－７９－３２７３
美容 ﾐﾄﾞﾘ美容室 箕輪町大出３３５７－２２０ ０２６５－７９－７２３７
美容 ﾓﾅﾐ美容院 箕輪町木下１３０３８－３ ０２６５－７９－７４１５
理容 ＢＡＲＢＡＲ　ＳＴＹＬＩＳＴ　吉川 箕輪町松島８４２７－２ ０２６５－７９－２８１５
理容 理容アマノ 箕輪町沢１０２９－３ ０２６５－７９－８６８８
理容 理容かしわぎ 箕輪町大出３７３０－８４８ ０２６５－７０－１１５７
理容 理容ツチド 箕輪町沢６０４－５ ０２６５－７９－３１９３
理容 中村理容室 箕輪町木下１２４５１－４ ０２６５－７９－２７８７
理容 理容ワード 箕輪町沢６９８－６ ０２６５－７９－３１０７
理容 理容甘利 箕輪町大出２２１４－３ ０２６５－７９－２３８６
美容 永井美容院 箕輪町松島９４７２－３ ０２６５－７９－２４０３
美容 ノーブル美容室 箕輪町松島９６１９－１ ０２６５－７９－２４５２
美容 イサワ美容院 箕輪町大出２１９９ ０２６５－７９－３４２２
美容 キタハラ美容室 箕輪町松島９１１３ ０２６５－７９－２６０３
美容 美容室　ひだまり（訪問美容） 箕輪町大出３００２ ０２６５－７９－３４２３
美容 ウラノ（訪問美容） 箕輪町沢594番地１ ０２６５－７９－００３７ 福祉美容師
美容 C`est　ｍieux（セ・ミュウ） 箕輪町沢上1851-1第２コマツビル１F ０２６５－７０－５４４７
美容 ヘアースタジオ・アミ 箕輪町沢上１４４３－３ ０２６５－７９－１０９５
理容 カットハウスリバティ 南箕輪村沢尻9415-1 ０２６５—７２—４２１０ 訪問理容のみ

店名 住所 電話番号 備考

ゆあーこまくさ 箕輪町大出3011-1 ０２６５－７９－５３５８ 超音波エステ、足つぼエステ、気功等

大野治療院 箕輪町大出山口3730-135 ０２６５－７０－９５３１
げんきセンター南部 箕輪町三日町1372-1 ０２６５－７１－３０１２
らいしん治療院 箕輪町松島8051-1 MK45-402 ０２６５－９８－９１５３
壮快治療院 伊那市美篶芦沢54 ０２６５－９８－６６９９

店名 住所 電話番号 備考

ちとせや薬局 箕輪町松島9610 ０２６５－７９－２１３５

ベルシャイン伊北店 箕輪町大出3011-1 ０２６５－７９－２１１１
ベルシャイン箕輪店 箕輪町三日町933-1 ０２６５－９８－８１１１
マスニ薬店 箕輪町木下12508 ０２６５－７９－２１２４
イオン箕輪店 箕輪町松島9025 ０２６５－７９－１４１１
ファミリードラッグ箕輪店 箕輪町松島8057 ０２６５－７９－９９５８
柳屋薬局 箕輪町松島9656 ０２６５－７９－２０７０
綿半ホームエイド箕輪店 箕輪町三日町960-1 ０２６５－７１－５３５３
カニサワ薬局 箕輪町木下12815-2 ０２６５－７９－６５７８
ソレイユ薬局 箕輪町木下12208-3 ０２６５－７１－３６３６
タカノ株式会社 宮田村北割３５９－９ ０２６５－８５－５１１７ 介護おむつ
マツモトキヨシ　伊北インター店 箕輪町沢1608番地1 ０２６５—７１—３３７０

訪問理容・美容

マッサージ・筋力トレーニング・エステ

介護用品（成人・子ども用紙おむつ、尿とりパッド、介護用下着、おしりふき、おむつカバーの購入）

※上記に書かれている店舗であっても、食料品や日用品の購入には使用できませんので、ご注意ください。
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