Ｈ28年度 宮城介護人材を育む取組宣言認証制度宣言事業所（第１段階）一覧
法人名

あい吉眺福祉会株式会社

サービス種別

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

あいわグループホーム

通所リハビリテーション

介護老人保健施設コスモス
通所リハビリテーションあやめ

介護老人保健施設

介護老人保健施設 コスモス

医療法人泉整形外科病院

医療法人医徳会

医療法人金上仁友会

医療法人くさの実会

事業所名

介護老人保健施設 短期入所療養介護
介護老人保健施設 歌津つつじ苑
介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設

介護老人保健施設 さつき苑

通所介護 介護予防通所介護

デイサービス けやきの杜

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
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
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

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
グループホーム むくげ
介護老人保健施設 ゆうゆうホーム
金上病院

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

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

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

認知症対応型共同生活介護

グループホームまいはあと

医療法人財団弘慈会

医療法人社団朝倉会

介護老人保健施設 短期入所療養介護
介護老人保健施設 グレイスガーデン
介護予防短期入所療養介護
老人保健施設あさくらホーム
通所リハビリテーション
（通所リハビリテーション）
介護老人保健施設

老人保健施設あさくらホーム

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 短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
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
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
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 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（通所リ
ハ）

医療法人社団清山会

通所介護 介護予防通所介護

デイサービスわかなの杜

医療法人社団祐人会

地域密着型通所介護

デイサービスセンターゆうじん

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 なとり

介護老人保健施設

介護老人保健施設 なとり

医療法人社団幸和会

医療法人社団晃和会

医療法人仁泉会
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介護老人保健施設 恵愛ホーム
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
グループホーム リアスの杜
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
介護老人保健施設 リンデンバウムの杜

法人名

株式会社飯島

サービス種別

事業所名

短期入所生活介護

ショートステイ しらとり

通所介護 介護予防通所介護

デイサービスセンター 六郷の杜

短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護

六郷の杜

地域密着型通所介護

リハビリディサービス NALU

訪問介護 介護予防訪問介護

ジャパンケア柴田 訪問介護

株式会社ジャパンケアサービス 訪問介護 介護予防訪問介護

ジャパンケア富谷 訪問介護

株式会社ケアミックス・ジャパン

株式会社サントク

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

訪問介護 介護予防訪問介護

ツクイ若林

通所介護 介護予防通所介護

ツクイ丸森大内

通所介護 介護予防通所介護

杜の風 七ヶ浜

通所介護

デイサービスあいわの郷

通所介護

デイサービスあずなの家

地域密着型通所介護

デイサービスあずなの里

介護老人保健施設

加美老人保健施設

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

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

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

JA栗っこ小規模多機能ホーム
ほたるの里
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
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
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
公益財団法人 宮城厚生協会 長町病院
デイサービス
公益財団法人宮城厚生協会くりこまクリ
ニック
公益財団法人宮城厚生協会坂総合クリ
ニック
公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院附
属北部診療所
公益財団法人宮城厚生協会中新田民主医
院

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

訪問介護 介護予防訪問介護
訪問介護 介護予防訪問介護
訪問介護 介護予防訪問介護
通所介護 介護予防通所介護

公益財団法人宮城厚生協会

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
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
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
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
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
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

公益財団法人宮城厚生協会古川民主病院
公益財団法人宮城厚生協会ケアステー
ションつくし２４

介護療養型医療施設 短期入所療養介
古川民主病院
護 介護予防短期入所療養介護
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法人名

社会福祉法人愛泉会

社会福祉法人青葉福祉会

サービス種別

地域密着型通所介護

泉中央デイサービスセンター

通所介護

泉中央南デイサービスセンター

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
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
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
地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護
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
カトリック児童福祉会

特別養護老人ホーム 泉音の郷
認知症高齢者グループホーム 青葉の風
特別養護老人ホームアルテイル青葉

地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護
介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム 暁星園

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
社会福祉法人加美玉造福祉会
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
介護老人福祉施設 短期入所生活介護
社会福祉法人旭壽会
介護予防短期入所生活介護
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
社会福祉法人国見会

特別養護老人ホーム 愛泉荘

特別養護老人ホーム
（地域密着）
特別養護老人ホーム
（ショート）
特別養護老人ホーム
（小規模）
特別養護老人ホーム
（地域密着型）

介護老人福祉施設
社会福祉法人鶴寿会

事業所名

アルテイル宮町
アルテイル宮町
釜房みどりの園
釜房みどりの園

特別養護老人ホーム 岩出の郷
特別養護老人ホーム 青風園
特別養護老人ホーム一心苑
特別養護老人ホーム おしか清心苑
特別養護老人ホーム 雄心苑

介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム

国見苑

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

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

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

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
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
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
社会福祉法人恵泉会

社会福祉法人功寿会

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
地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護
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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特別養護老人ホーム南風園
特別養護老人ホーム迫風園
特別養護老人ホーム東和
特別養護老人ホームほたるの郷（多床室）
特別養護老人ホームゆりの郷（多床室）
特別養護老人ホームゆりの郷（ユニット）
グループホーム「市川桜の家」

法人名

サービス種別

通所介護 介護予防通所介護

社会福祉法人幸生会

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
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
地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護
訪問介護 介護予防訪問介護

社会福祉法人こーぷ福祉会

事業所名

水泉荘デイサービスセンター
ケアハウス橘館
特別養護老人ホーム 水泉荘
地域密着型特別養護老人ホーム
栗生ハウス
こ～ぷのお家いしのまきヘルパーステー
ション

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

訪問介護 介護予防訪問介護

こ～ぷの家緑ヶ丘ヘルパーステーション

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

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

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

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

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

社会福祉法人庄慶会
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 サン・つばき
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

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

特定施設入居者生活介護 介護予防特
特定施設 第三白東苑
定施設入居者生活介護
社会福祉法人仙台ビーナス会

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

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
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
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
地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護

小規模多機能型居宅介護事業所 結いの
館

訪問介護 介護予防訪問介護
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

訪問介護 介護予防訪問介護
訪問介護 介護予防訪問介護
訪問介護 介護予防訪問介護
通所介護 介護予防通所介護

社会福祉法人千葉福祉会

中田高齢者グループホームゆきあい
特別養護老人ホーム白東苑
特別養護老人ホーム 第二白東苑
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
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
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
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
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
栗原市志波姫デイサービスセンター

認知症対応型共同生活介護 介護予防
グループホーム なごみ
認知症対応型共同生活介護
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千葉福寿園
介護予防短期入所生活介護
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法人名

社会福祉法人東北福祉会

社会福祉法人なかつうみ会

社会福祉法人七日会

社会福祉法人萩の里

サービス種別

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
地域密着型通所介護

せんだんの杜国見通所介護事業所
せんだんの杜中山通所介護事業所（一般
型）

介護老人福祉施設

特別養護老人ホームリベラ荘

地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護

特別養護老人ホームリベラ荘（ユニット型）

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

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恵潮苑
介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム恵風荘

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

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

通所介護

デイサービスセンター月見ヶ丘

特定施設入居者生活介護 介護予防特
軽費老人ホームケアハウス月見ヶ丘
定施設入居者生活介護
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
生活介護
ウィズ月見ヶ丘
通所介護 介護予防通所介護

社会福祉法人柏松会

社会福祉法人迫川会

社会福祉法人東松島福祉会

事業所名

村田町デイサービスセンター

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柏松苑
介護予防短期入所生活介護
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別
生活介護
館 穂の香
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
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

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

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
介護予防認知症対応型通所介護
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 やもと赤井の里
介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム寳樹苑

短期入所生活介護

老人短期入所施設清涼苑

社会福祉法人杜の村

介護老人福祉施設

特別養護老人ホームかむりの里

社会福祉法人八木山福祉会

介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム八木山翠風苑

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

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

介護老人保健施設

介護老人保健施設やまと塩竈

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
特定非営利活動法人なごみ

介護老人保健施設 短期入所療養介護
老人保健施設はくれい
介護予防短期入所療養介護
認知症対応型共同生活介護 介護予防
グループホームぽらん気仙沼
認知症対応型共同生活介護
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法人名

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

サービス種別

訪問介護

事業所名

ＪＡ名取岩沼介護センター

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

愛の家グループホーム石巻開北
愛の家グループホーム仙台岩切
愛の家グループホーム仙台実沢
愛の家グループホーム仙台東中田
愛の家グループホーム仙台茂庭台

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

地域密着型通所介護

リハいらず将監

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

やぎあん

通所介護 介護予防通所介護

デイサービスセンター さくら

有限会社あべりあ

有限会社クラスタ

有限会社さくら

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 さくら高野原
グループホーム さくら（南方）

訪問介護

訪問介護ステーションなでしこ

訪問介護

訪問介護ステーション大和

通所介護

デイサービスセンター なでしこ

通所介護 介護予防通所介護

デイサービスセンター大和

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

通所介護

デイサービスセンターこもれびの里

有限会社ティー・シー・エム

有限会社東松島ケアサポート
有限会社もみのき
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