みやぎ介護人材を育む取組宣言認証制度

平成28年度・平成29年度 宣言事業所一覧【全体数】
法人名

あい吉眺福祉会株式会社

医療法人泉整形外科病院

事業所番号

サービス種別

認知症対応型共同生活介護
あいわグループホーム
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護老人保健施設コスモス
0455580035 通所リハビリテーション
通所リハビリテーションあやめ
0490200045

0455580035 介護老人保健施設

2
3

介護老人保健施設 歌津つつじ苑

4

0451480016 介護老人保健施設

介護老人保健施設 さつき苑

5

0470800475 通所介護 介護予防通所介護

デイサービス けやきの杜

6

介護老人保健施設 ゆうゆうホーム
通所リハビリテーションセンター

7

医療法人医徳会

医療法人くさの実会

1

介護老人保健施設 コスモス

0453680019

医療法人金上仁友会

事業所名

介護老人保健施設 短期入所療養介
護 介護予防短期入所療養介護

0450880018

通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション

0470800202

認知症対応型共同生活介護
グループホーム むくげ
介護予防認知症対応型共同生活介護

8

0450880018

介護老人保健施設 短期入所療養介
護 介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設 ゆうゆうホーム

9

0410810071

介護療養型医療施設 短期入所療養
介護 介護予防短期入所療養介護

金上病院

10

0450580014 介護老人保健施設

医療法人くさの実会
介護老人保健施設リバーサイド春圃

11

0411310147 通所リハビリテーション

石橋病院通所リハビリテーションセンター

12

0451380026 通所リハビリテーション

介護老人保健施設 グレイスガーデン

13

0471300350 認知症対応型共同生活介護

グループホームまいはあと

14

介護老人保健施設 グレイスガーデン

15

0450680012 通所リハビリテーション

老人保健施設あさくらホーム
（通所リハビリテーション）

16

0450680012 介護老人保健施設

老人保健施設あさくらホーム

17

医療法人財団弘慈会

0451380026

介護老人保健施設 短期入所療養介
護 介護予防短期入所療養介護

医療法人社団朝倉会

0450980024

通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション

介護老人保健施設 恵愛ホーム（通所リ
ハ）

18

0450980024

介護老人保健施設 短期入所療養介
護 介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設 恵愛ホーム

19

0450580022

通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション

介護老人保健施設リンデンバウムの杜
通所リハビリテーション

20

0473600377

認知症対応型共同生活介護
グループホーム リアスの杜
介護予防認知症対応型共同生活介護

21

0450580030

介護老人保健施設 短期入所療養介
護 介護予防短期入所療養介護

医療機関併設型小規模介護老人保健施
設 リンデンヴィラ

22

0450580022

介護老人保健施設 短期入所療養介
護 介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設 リンデンバウムの杜

23

医療法人社団幸和会

医療法人社団晃和会

医療法人社団清山会

0475201828 通所介護 介護予防通所介護

デイサービスわかなの杜

24

医療法人社団祐人会

0475402855 地域密着型通所介護

デイサービスセンターゆうじん

25

介護老人保健施設 なとり

26

介護老人保健施設 なとり

27

六郷の杜

28

リハビリディサービス NALU

29

0450780036
医療法人仁泉会

通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション

0450780036 介護老人保健施設
株式会社ケアミックス・ジャパン
株式会社サントク

0475300620

短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護

0471201483 地域密着型通所介護

1 ページ

法人名

株式会社ジャパンケアサービス

事業所番号

サービス種別

事業所名

0472201060 訪問介護 介護予防訪問介護

ジャパンケア柴田 訪問介護

30

0472700939 訪問介護 介護予防訪問介護

ジャパンケア富谷 訪問介護

31

0472201078 通所介護 介護予防通所介護

ジャパンケア柴田 デイサービス

32

0475300018 訪問介護 介護予防訪問介護

ツクイ若林

33

0472300060 通所介護 介護予防通所介護

ツクイ丸森大内

34

0472600790 通所介護 介護予防通所介護

杜の風 七ヶ浜

35

0471501940 通所介護

デイサービスあいわの郷

36

0471501338 通所介護

デイサービスあずなの家

37

0471501676 地域密着型通所介護

デイサービスあずなの里

38

0452880016 介護老人保健施設

加美老人保健施設

39

0471300079 訪問介護 介護予防訪問介護

JA栗っこケアサービス相談センター

40

0471300897 通所介護 介護予防通所介護

JA栗っこデイサービスセンター 栗っこの
里

41

JA栗っこ小規模多機能ホーム
ほたるの里

42

0471501437 訪問介護 介護予防訪問介護

公益財団法人宮城厚生協会ケアステー
ションあゆみ 介護

43

0470300088 訪問介護 介護予防訪問介護

公益財団法人宮城厚生協会ケアステー
ションしおかぜ 介護

44

0470900283 訪問介護 介護予防訪問介護

公益財団法人宮城厚生協会ケアステー
ションつくし 介護

45

株式会社ツクイ

株式会社東宮の杜

株式会社みやぎ愛隣会

加美郡保健医療福祉
行政事務組合

栗っこ農業協同組合

0491300109

小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

0411310220

通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション

公益財団法人宮城厚生協会くりこまクリ
ニック

46

0410910442

通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション

公益財団法人宮城厚生協会坂総合クリ
ニック

47

0410310775

通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション

公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院
附属北部診療所

48

0412810202

通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション

公益財団法人宮城厚生協会中新田民主
医院

49

0411510126

通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション

公益財団法人宮城厚生協会古川民主病
院

50

公益財団法人宮城厚生協会ケアステー
ションつくし２４

51

古川民主病院

52

泉中央デイサービスセンター

53

泉中央南デイサービスセンター

54

公益財団法人宮城厚生協会

0490900081 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
0411510126

介護療養型医療施設 短期入所療養
介護 介護予防短期入所療養介護

0495500423
地域密着型通所介護
（0475500161）
0475503330 通所介護
社会福祉法人愛泉会
0475500112

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護 介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム 愛泉荘

55

0475503322

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護 介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム 泉音の郷

56

0475101598

認知症対応型共同生活介護 介護予
防認知症対応型共同生活介護

認知症高齢者グループホーム 青葉の
風

57

0475100426

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護 介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホームアルテイル青葉

58

0495100141

地域密着型介護老人福祉施設入所者 特別養護老人ホーム アルテイル宮町
生活介護
（地域密着）

59

0475103446

短期入所生活介護 介護予防短期入
所生活介護

60

社会福祉法人青葉福祉会

2 ページ

特別養護老人ホーム アルテイル宮町
（ショート）

法人名

事業所番号

サービス種別

特別養護老人ホーム 釜房みどりの園
（小規模）

61

地域密着型介護老人福祉施設入所者 特別養護老人ホーム 釜房みどりの園
生活介護
（地域密着型）

62

0472200112 介護老人福祉施設
社会福祉法人鶴寿会
0492200084
社会福祉法人
カトリック児童福祉会

0475200143 介護老人福祉施設

社会福祉法人国見会

特別養護老人ホーム 岩出の郷

64

0472800077

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護 介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム 青風園

65

0470200817

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護 介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム一心苑

66

0470200965

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護 介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム おしか清心苑

67

0470200833

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護 介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム 雄心苑

68

0475100467 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム

69

0471200758 通所介護 介護予防通所介護

豊里デイサービスセンター百楽荘

70

0471200196 通所介護 介護予防通所介護

迫デイサービスセンター翠風荘

71

0471200220 通所介護 介護予防通所介護

南方デイサービスセンター南寿荘

72

国見苑

0471200055

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護

特別養護老人ホーム光風園

73

0471200071

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護

特別養護老人ホーム萩風園

74

0471200063

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護

特別養護老人ホーム松風園

75

0471200097

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護 介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム南風園

76

0471200089

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護 介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム迫風園

77

0491200275

地域密着型介護老人福祉施設入所者
特別養護老人ホーム東和
生活介護

78

0491200093

地域密着型介護老人福祉施設入所者 特別養護老人ホームほたるの郷（多床
生活介護
室）

79

0491200077

地域密着型介護老人福祉施設入所者
特別養護老人ホームゆりの郷（多床室）
生活介護

80

0491200085

地域密着型介護老人福祉施設入所者
特別養護老人ホームゆりの郷（ユニット）
生活介護

81

0490900065

認知症対応型共同生活介護 介護予
防認知症対応型共同生活介護

グループホーム「市川桜の家」

82

水泉荘デイサービスセンター

83

0475500229 通所介護 介護予防通所介護
0475500641

特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護

ケアハウス橘館

84

0475500146

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護 介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム 水泉荘

85

0495100216

地域密着型介護老人福祉施設入所者 地域密着型特別養護老人ホーム
生活介護
栗生ハウス

社会福祉法人幸生会

社会福祉法人こーぷ福祉会

63

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護 介護予防短期入所生活介護

社会福祉法人恵泉会

社会福祉法人功寿会

特別養護老人ホーム 暁星園

0471500066
社会福祉法人加美玉造福祉会

社会福祉法人旭壽会

事業所名

86

0475100350 訪問介護 介護予防訪問介護

こ～ぷのお家桜ヶ丘ヘルパーステーショ
ン

87

0470201369 通所介護 介護予防通所介護

こ～ぷのお家いしのまきデイサービスセ
ンター

88

0475100137 通所介護 介護予防通所介護

こ～ぷのお家桜ヶ丘デイサービスセン
ター

89

0475401964 通所介護 介護予防通所介護

こ～ぷのお家緑ヶ丘デイサービスセン
ター

90

0495100315 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

こ～ぷのお家桜ヶ丘定期巡回ケアステー
ション

91

3 ページ

法人名

事業所番号

サービス種別

0475401147 通所介護 介護予防通所介護

デイサービスセンター サン・つばき

92

特別養護老人ホーム サン・つばき

93

0475400552 訪問介護 介護予防訪問介護

四郎丸ヘルパーステーション

94

0475400222 通所介護 介護予防通所介護

四郎丸デイサービスセンター

95

特定施設 第三白東苑

96

0495400277 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

中田地域24時間訪問介護看護センター

97

0495400012

小規模多機能型居宅介護 介護予防
小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護事業所 結い
の館

98

0475400891

認知症対応型共同生活介護 介護予
防認知症対応型共同生活介護

中田高齢者グループホームゆきあい

99

0475400214

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護 介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム白東苑

0495400160

地域密着型介護老人福祉施設入所者
特別養護老人ホーム 第二白東苑
生活介護

社会福祉法人庄慶会
0475401139

0475403267

社会福祉法人仙台ビーナス会

社会福祉法人
仙台福祉サービス協会

社会福祉法人千葉福祉会

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護

特定施設入居者生活介護 介護予防
特定施設入居者生活介護

102

0475501474 訪問介護 介護予防訪問介護

社会福祉法人仙台福祉サービス協会
泉ヘルパーステーション

103

0475401642 訪問介護 介護予防訪問介護

社会福祉法人仙台福祉サービス協会
太白ヘルパーステーション

104

0475201679 訪問介護 介護予防訪問介護

社会福祉法人仙台福祉サービス協会
宮城野ヘルパーステーション

105

0475301180 訪問介護 介護予防訪問介護

社会福祉法人仙台福祉サービス協会
若林ヘルパーステーション

106

0471300228 通所介護 介護予防通所介護

栗原市志波姫デイサービスセンター

107

0471300459

認知症対応型共同生活介護 介護予
防認知症対応型共同生活介護

グループホーム なごみ

108

0471300020

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護 介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム千葉福寿園

109

0475101259

介護予防通所介護
地域密着型通所介護

せんだんの杜国見通所介護事業所

110

0475101200

介護予防通所介護
地域密着型通所介護

せんだんの杜中山通所介護事業所（一
111
般型）

0495100265

特別養護老人ホームリベラ荘

112

地域密着型介護老人福祉施設入所者 特別養護老人ホームリベラ荘（ユニット
113
生活介護
型）

0470500075 通所介護 介護予防通所介護

恵潮苑デイサービスセンター

114

特別養護老人ホーム恵潮苑

115

0470500034 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム恵風荘

116

0475103842 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム せんだい郷六の
杜

117

0470300369 訪問介護 介護予防訪問介護

ヘルパーステーション月見ヶ丘

118

0470300377 通所介護

デイサービスセンター月見ヶ丘

119

軽費老人ホームケアハウス月見ヶ丘

120

0470500042

社会福祉法人萩の里

社会福祉法人柏松会

101

社会福祉法人仙台福祉サービス協会
青葉ヘルパーステーション

0475100459 介護老人福祉施設

社会福祉法人七日会

100

0475102315 訪問介護 介護予防訪問介護

社会福祉法人東北福祉会

社会福祉法人なかつうみ会

事業所名

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護 介護予防短期入所生活介護

0470300385

特定施設入居者生活介護 介護予防
特定施設入居者生活介護

0490300035

地域密着型介護老人福祉施設入所者 地域密着型小規模特別養護老人ホーム
121
生活介護
ウィズ月見ヶ丘

0472200195 通所介護 介護予防通所介護
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村田町デイサービスセンター

122

法人名

事業所番号

事業所名

0472200120

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護 介護予防短期入所生活介護

0492200100

地域密着型介護老人福祉施設入所者 地域密着型特別養護老人ホーム柏松苑
生活介護
別館 穂の香

124

0471300046

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護

特別養護老人ホームいちょうの里

125

0471400408 訪問介護 介護予防訪問介護

ヘルパーステーション やもと赤井の里

126

0471400457 通所介護 介護予防通所介護

デイサービスセンター やもと赤井の里

127

(社会福祉法人柏松会)

社会福祉法人迫川会

サービス種別

社会福祉法人東松島福祉会

特別養護老人ホーム柏松苑

123

0491400024

認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護

デイサービスセンター やもと赤井の里

128

0471400424

介護老人福祉施設 短期入所生活介
護 介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム やもと赤井の里

129

0475100434 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム寳樹苑

130

0475100665 短期入所生活介護

老人短期入所施設清涼苑

131

社会福祉法人杜の村

0475200267 介護老人福祉施設

特別養護老人ホームかむりの里

132

社会福祉法人八木山福祉会

0475400198 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム八木山翠風苑

133

0450380027 通所リハビリテーション

介護老人保健施設やまと塩竈
通所リハビリテーション

134

0470300286 認知症対応型共同生活介護

グループホームやすらぎの里

135

0450380027 介護老人保健施設

介護老人保健施設やまと塩竈

136

社会福祉法人無量壽会

社会福祉法人大和福壽会

特定医療法人白嶺会

0455380014

介護老人保健施設 短期入所療養介
護 介護予防短期入所療養介護

老人保健施設はくれい

137

特定非営利活動法人なごみ

0470500448

認知症対応型共同生活介護 介護予
防認知症対応型共同生活介護

グループホームぽらん気仙沼

138

ＪＡ名取岩沼介護センター

139

名取岩沼農業協同組合

メディカル・ケア・サービス
東北株式会社

0470700279 訪問介護
0490200136

認知症対応型共同生活介護
愛の家グループホーム石巻開北
介護予防認知症対応型共同生活介護

140

0475201117

認知症対応型共同生活介護
愛の家グループホーム仙台岩切
介護予防認知症対応型共同生活介護

141

0495500118

認知症対応型共同生活介護
愛の家グループホーム仙台実沢
介護予防認知症対応型共同生活介護

142

0495400178

認知症対応型共同生活介護
愛の家グループホーム仙台東中田
介護予防認知症対応型共同生活介護

143

0495400210

認知症対応型共同生活介護
愛の家グループホーム仙台茂庭台
介護予防認知症対応型共同生活介護

144

0475201463 訪問介護 介護予防訪問介護

ヘルパーステーション クローバー

145

0475503363 地域密着型通所介護

リハいらず将監

146

有限会社あべりあ

有限会社クラスタ

0495400053

認知症対応型共同生活介護
やぎあん
介護予防認知症対応型共同生活介護

0471200832 通所介護 介護予防通所介護
有限会社さくら

有限会社ティー・シー・エム

デイサービスセンター さくら

147
148

0475102307

認知症対応型共同生活介護
グループホーム さくら高野原
介護予防認知症対応型共同生活介護

149

0471200394

認知症対応型共同生活介護
グループホーム さくら（南方）
介護予防認知症対応型共同生活介護

150

0475302071 訪問介護

訪問介護ステーションなでしこ

151

0475300257 訪問介護

訪問介護ステーション大和

152

0475302089 通所介護

デイサービスセンター なでしこ

153
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法人名

事業所番号

サービス種別

事業所名

(有限会社ティー・シー・エム)

0475300653 通所介護 介護予防通所介護

デイサービスセンター大和

154

有限会社東松島ケアサポート

0471400390 通所介護 介護予防通所介護

デイサービスセンター百合の里

155

0472100155 通所介護

デイサービスセンターこもれびの里

156

有限会社もみのき

医療法人社団湖聖会

0453680035

通所リハビリテーション・介護予防通所 介護老人保健施設はまなすの丘 （通所
157
リハビリテーション
リハビリテーション）

0493600050

小規模多機能型居宅介護・介護予防
小規模多機能型居宅介護

小規模多機能ホーム南三陸

158

0453680035

介護老人保健施設・短期入所療養介
護・介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設はまなすの丘

159

0470200569 訪問介護・介護予防訪問介護

恵仁ヘルパーステーション青葉

160

0470200205 訪問介護・介護予防訪問介護

恵仁ヘルパーステーション山下

161

0450280037

通所リハビリテーション・介護予防通所
介護老人保健施設 第二恵仁ホーム
リハビリテーション

162

0470200544

認知症対応型共同生活介護・介護予
防認知症対応型共同生活介護

グループホーム青葉

163

0450280011

介護老人保健施設・短期入所療養介
護・介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設 恵仁ホーム

164

0450280037

介護老人保健施設・短期入所療養介
護・介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設 第二恵仁ホーム

165

介護老人保健施設希望の杜

166

医療法人 社団 仁明会

医療法人社団眞友会

0452780018 介護老人保健施設
0475500245

通所リハビリテーション・介護予防通所
いずみの杜通所リハビリテーション
リハビリテーション

167

0452280043

通所リハビリテーション・介護予防通所
介護老人保健施設さくらの杜
リハビリテーション

168

0495200206

小規模多機能型居宅介護・介護予防
小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護杜の家みやぎ 169

0492200126

小規模多機能型居宅介護・介護予防
小規模多機能居宅介護

小規模多機能型居宅介護杜の家ゆめみ 170

0475500476

認知症対応型共同生活介護・介護予
防認知症対応型共同生活介護

グループホームいずみの杜

171

0495500266

認知症対応型共同生活介護・介護予
防認知症対応型共同生活介護

グループホームゆかりの杜

172

0492200134

認知症対応型共同生活介護・介護予
防認知症対応型共同生活介護

グループホームゆめみの杜

173

0452280043 介護老人保健施設

介護老人保健施設さくらの杜

174

0471301499 通所介護

デイサービスセンターさくら

175

医療法人仁泉会

0470600438 通所介護・認知症対応型通所介護

デイサービスセンターしろいし

176

医療法人 翠十字

0455480046

介護老人保健施設・短期入所療養介
護・介護予防短期入所療養介護

老人保健施設 杜の倶楽部

177

医療法人 陽気会

0450280078

介護老人保健施設・介護予防短期入
所療養介護

医療機関併設型小規模介護老人保健施
178
設網小

株式会社アイ・ケィ・サポート

0491100111

介護予防通所介護・地域密着型通所
介護

カーサ岩沼デイサービスセンターひだま
り

179

0475301214 通所介護

ウィンズの森 やまと倶楽部

180

0490200078 認知症対応型共同生活介護

ウィンズの森 石巻馬っこ山グループ
ホーム

181

0490800026 認知症対応型共同生活介護

ウィンズの森 角田グループホーム

182

0495300055 認知症対応型共同生活介護

ウィンズの森 やまとグループホーム

183

0475202867 通所介護・介護予防通所介護

リハビリ特化型デイサービス カラダラボ
宮城野

184

医療法人社団清山会

医療法人社団 畑山医院

株式会社ウィンズ

株式会社 旺樹コーポレーション
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法人名

株式会社ケア２１
株式会社ケアネット徳洲会
株式会社しあわせ介護

事業所番号

サービス種別

0475402996 通所介護・介護予防通所介護

事業所名

たのしいデイ仙台ながまち

185

グループホーム長徳

186

0470600511 地域密着型通所介護

茶話本舗デイサービス水音の家

187

0471100313 通所介護・介護予防通所介護

デイサービスたんぽぽ

188

0471100529 通所介護・介護予防通所介護

デイサービスたんぽぽ中央

189

0472201086 訪問介護

ジャパンケア大河原

190

0472100247 通所介護・介護予防通所介護

キング・D・サービス

191

0475401329 通所介護・介護予防通所介護

ひより台デイサービス・スカイ

192

0475301453 通所介護・介護予防通所介護

連坊小路デイサービス・スカイ

193

0495500167

認知症対応型共同生活介護・介護予
防認知症対応型共同生活介護

株式会社 志鴛

株式会社 ジャパンケアサービス
株式会社 信成堂

株式会社 ソシエニード
0475401337

特定施設入居者生活介護・介護予防
特定施設入居者生活介護

ひより台ケアラウンジ・スカイ

194

0495300063

認知症対応型共同生活介護・介護予
防認知症対応型共同生活介護

連坊小路グループホーム・スカイ

195

0475400040 訪問介護

ツクイ太白

196

0475400594 訪問入浴介護

ツクイ南仙台

197

株式会社ツクイ

株式会社ドリームライト

0475104584

短期入所生活介護・介護予防短期入
所生活介護

ショートステイひかりの里「かわだいら」

198

株式会社リブレ

0495300089

認知症対応型共同生活介護・介護予
防認知症対応型共同生活介護

グループホームなつぎ埜

199

0475403499

介護予防通所介護・地域密着型通所
介護

リハビリサロン豊齢

200

0455480012

通所リハビリテーション・介護予防通所
介護老人保健施設茂庭台豊齢ホーム
リハビリテーション

201

0455480012

介護老人保健施設・短期入所療養介
護・介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設茂庭台豊齢ホーム

202

木ノ下デイサービスセンター コスモス

203

公益財団法人 仙台市医療セン
ター

0475300448 通所介護・介護予防通所介護
0475501326

認知症対応型共同生活介護・介護予
防認知症対応型共同生活介護

グループホームコスモス松陵

204

0475502928

短期入所生活介護・介護予防短期入
所生活介護

ショートステイコスモスの家

205

0475202891 短期入所生活介護

ショートステイコスモスの家中野栄

206

0475104303 通所介護・介護予防通所介護

八幡デイサービスセンター

207

0475302006 地域密着型通所介護

萩の風デイサービスセンター

208

特別養護老人ホーム 萩の風

209

大郷町デイサービスセンター

210

コスモスケア株式会社

社会福祉法人青葉福祉会

社会福祉法人ウエル千寿会
0475301537

介護老人福祉施設・短期入所生活介
護・介護予防短期入所生活介護

0472700244 通所介護・介護予防通所介護
社会福祉法人永楽会
0472700095

介護老人福祉施設・短期入所生活介
護・介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム郷和荘

211

0472100031

介護老人福祉施設・短期入所生活介
護・介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム 楽園が丘

212

0472100080

認知症対応型共同生活介護・介護予
防認知症対応型共同生活介護

グループホーム ふるさと

213

燕沢デイサービスセンター

214

特別養護老人ホーム パルシア

215

社会福祉法人 大泉会

社会福祉法人カトリック児童福祉
会

0475200127 通所介護・介護予防通所介護
0475200150

介護老人福祉施設・短期入所生活介
護・介護予防短期入所生活介護
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法人名

社会福法人旭壽会

事業所番号

社会福祉法人 幸生会
社会福祉法人泉寿会
社会福祉法人仙台ビーナス会
社会福祉法人つつじ会

介護予防通所介護・地域密着型通所
介護

0471300152

通所介護・介護予防通所介護・認知症
栗駒デイサービスセンター
対応型通所介護

217

0471300053

介護老人福祉施設・短期入所生活介
護・介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム愛光園

218

0471100115 通所介護・介護予防通所介護

岩沼市デイサービスセンターたけくま

219

0475503595 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム 泉クラシック

220

特別養護老人ホーム泉寿荘

221

0475400909 通所介護・介護予防通所介護

中田デイサービスセンター

222

0470200189 通所介護

石巻蛇田デイサービスセンター

223

0470200874 訪問介護・介護予防訪問介護

せんだんの杜ものう訪問介護事業所

224

せんだんの杜ものううした通所介護事業
所

225

せんだんの杜ものう通所介護事業所

226

せんだんの杜ものう地域福祉センター通
所介護事業所

227

0475500534

介護老人福祉施設・短期入所生活介
護・介護予防短期入所生活介護

介護予防通所介護・地域密着型通所
介護
介護予防通所介護・地域密着型通所
0470200866 介護・認知症対応型通所介護・介護予
防認知症対応型通所介護
0470202946 介護予防通所介護・地域密着型通所
（470200858） 介護
0470201088

0470200940
社会福祉法人東北福祉会

介護予防通所介護・地域密着型通所
介護

0475101747 通所介護・介護予防通所介護

せんだんの館デイサービス

229
230

0470200932

認知症対応型共同生活介護・介護予
防認知症対応型共同生活介護

せんだんの杜ものうなかつやま認知症対
231
応型共同生活介護事業所
特別養護老人ホームファミリオ

232

0475101721

介護老人福祉施設・短期入所生活介
護・介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム せんだんの館

233

0470200882

短期入所生活介護・介護予防短期入
所生活介護

せんだんの杜ものう短期入所生活介護
事業所

234

0475500138

介護老人福祉施設・短期入所生活介
護・介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム泉陵虹の苑

235

デイサービスセンター壱ノ町

236

特別養護老人ホーム壱ノ町

237

0472600782

介護老人福祉施設・短期入所生活介
護・介護予防短期入所生活介護

0492700059

地域密着型介護老人福祉施設入所者
特別養護老人ホーム 成田の里
生活介護・短期入所生活介護

238

0470600214 通所介護・介護予防通所介護

白石市デイサービスセンターぶな

239

0470600149 通所介護・介護予防通所介護

デイサービスセンター吹上荘

240

特別養護老人ホーム八宮荘

241

デイサービスセンターきたかみ

242

デイサービスセンターにこトピア加美

243

0470800343 通所介護・介護予防通所介護

デイサービスセンターにこトピア角田

244

0470700683 通所介護・介護予防通所介護

デイサービスセンターにこトピア名取

245

0475402137 地域密着型通所介護

デイサービスセンターにこトピア向山の
家

246

0470600073

介護老人福祉施設・短期入所生活介
護・介護予防短期入所生活介護

0470201450 通所介護・介護予防通所介護
0492800032
社会福祉法人みやぎ会

せんだんの杜ものうなかつやま第一通所
228
介護事業所

せんだんの杜ものううした認知症対応型
共同生活介護事業所

0472600774 通所介護・介護予防通所介護

社会福祉法人 不忘会

216

認知症対応型共同生活介護・介護予
防認知症対応型共同生活介護

社会福祉法人萩の里

社会福祉法人 東松島福祉会

石巻市雄勝デイサービスセンター

0470201096

0470200841 介護老人福祉施設

社会福祉法人虹の会

事業所名

0470201146

社会福祉法人 栗駒峰寿会

社会福祉法人 敬長福祉会

サービス種別

認知症対応型通所介護・介護予防認
知症対応型通所介護
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法人名

事業所番号

事業所名

0490200052

認知症対応型共同生活介護・介護予
防認知症対応型共同生活介護

グループホームきたかみ

247

0492800024

認知症対応型共同生活介護・介護予
防認知症対応型共同生活介護

グループホームにこトピア加美

248

0495200107

認知症対応型共同生活介護・介護予
防認知症対応型共同生活介護

グループホームにこトピア萩野町

249

0470201583

介護老人福祉施設・短期入所生活介
護・介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホームきたかみ

250

0470202722

介護老人福祉施設・短期入所生活介
護・介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホームはしうら

251

0472800580

介護老人福祉施設・短期入所生活介
護・介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホームみやざき

252

0490900107

地域密着型介護老人福祉施設入所者 地域密着型特別養護老人ホーム 風の
生活介護
音サテライト史

253

(社会福祉法人みやぎ会)

社会福祉法人 宮城厚生福祉会

サービス種別

社会福祉法人 芽吹

0472100239 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム せせらぎのさと蔵
王

254

社会福祉法人杜の村

0475200291 通所介護

岩切デイサービスセンターかむりの里

255

特別養護老人ホーム抱優館八乙女

256

デイサービスセンターくろまつ荘

257

社会福祉法人やまとみらい福祉会

0475502738

介護老人福祉施設・短期入所生活介
護

0471100032 通所介護・介護予防通所介護
社会福祉法人ライフケア赤井江
0471100040

介護老人福祉施設・短期入所生活介
護

0470200148 地域密着型通所介護

石巻デイサービスセンターやすらぎ荘

259

特別養護老人ホーム和香園

260

0471201368 地域密着型通所介護

デイサービス こころ

261

0472600816 訪問介護

まつしまホームヘルパー

262

0472600824 通所介護・介護予防通所介護

デイサービス おたっしゃデイ

263

0470202524 訪問介護・介護予防訪問介護

訪問介護事業所「湊」

264

通所介護事業所「湊」

265

0471500173 訪問介護

介護福祉事業部 四季のめぐみ

266

0471500173 訪問入浴介護

介護福祉事業部 四季のめぐみ

267

0472600535 通所介護・介護予防通所介護

スマイルマミー

268

グループホームあったかいごこおりやま

269

社会福祉法人和仁福祉会
0470200064
ノエビア新宮城販売株式会社

特別養護老人ホーム赤井江マリンホーム 258

介護老人福祉施設・短期入所生活介
護・介護予防短期入所生活介護

松島医療生活協同組合

有限会社 さくらグリーン
0470202565

介護予防通所介護・地域密着型通所
介護

有限会社 西古川タクシー

有限会社マミーホーム
株式会社 三協宮城

0495400350

認知症対応型共同生活介護・介護予
防認知症対応型共同生活介護
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