
Ⅰ　　施設・事業等（Ⅰ） ※介護実習Ⅰを行う施設・事業所

施設・事業所名 所在地

養護老人ホーム 〒990-2403

　あたご荘 山形市大字岩波５

養護老人ホーム 〒999-3103

　蔵王長寿園 上山市金谷字土矢倉３０７－１

指定通所介護事業所 〒990-2303

　蔵王やすらぎの里 山形市蔵王上野９２０

指定通所介護事業所 〒990-2305

　やすらぎの里半郷 山形市蔵王半郷字石高７９－８

指定通所介護事業所 〒990-2367

　菅沢デイサービスセンター 山形市すげさわの丘４６

指定通所介護事業所 〒990-2451

　老人デイサービスセンターなごみの里 山形市吉原３－１０－８

指定通所介護事業所 〒990-2161

　山形市漆山デイサービスセンター 山形市大字漆山８２２

指定通所介護事業所 〒999-3242

　デイサービスはやま 上山市葉山５－７０

指定通所介護事業所 〒990-0011

　老人デイサービスセンター敬寿園 山形市大字妙見寺５００－１

指定通所介護事業所 〒990-0061

　ニチイケアセンター山形五十鈴 山形市五十鈴２－２－６８

指定通所介護事業所 〒990-0832

　ニチイケアセンター山形中央 山形市城西町４－１８－３０

指定通所介護事業所 〒990-2483

　ニチイケアセンター山形 山形市上町３－１２－６

指定通所介護事業所 〒990-2481

　あかねヶ丘ケアセンター 山形市あかねヶ丘３－１５－７

指定通所介護事業所 〒990-2332

　ほっとｉｎ福寿草 山形市飯田５－１－５３

指定通所介護事業所 〒990-2311

　天然温泉湯の郷くろさわ 山形市大字黒沢５４７－６７

指定通所介護事業所 〒990-2311

　天然温泉老人デイサービスセンターくろさわ 山形市大字黒沢４４０

指定通所介護事業所 〒994-0004

　天童デイサービスセンターつるかめ 天童市大字小関１２０４－５

指定通所介護事業所 〒994-0004

　天童デイサービスセンターとなりのつるかめ 天童市大字小関１２０４－６
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指定地域密着型認知症対応型通所介護事業所〒990-2481

　あかねヶ丘ケアセンター 山形市あかねヶ丘３－１５－８

通所リハビリテーション 〒999-3161

　介護老人保健施設みゆきの丘 上山市弁天２－２－１１

通所リハビリテーション 〒994-0102

　介護老人保健施設ラ・フォーレ天童 天童市大字道満１９３－１

通所リハビリテーション 〒990-2321

　介護老人保健施設さくらパレス 山形市桜田西４－３－２６

認知症対応型共同生活介護事業所 〒990-0331

　グループホームメルヘン 東村山郡山辺町大字山寺１１３２－５

指定認知症対応型共同生活介護事業所 〒990-2461

　らくせいグループホーム南館 山形市南館１－１－３２

認知症対応型共同生活介護事業所 〒990-2321 

　グループホーム友結 山形市桜田西１－１３－９

認知症対応型共同生活介護事業所 〒990-0011

　グループホーム敬寿園 山形市大字妙見寺５００－１

認知症対応型共同生活介護事業所 〒990-0885　

　グループホーム北山形 山形市嶋北３－１０－６

認知症対応型共同生活介護事業所 〒994-0033

　グループホームふぁみりー 天童市三日町２－６－７

認知症対応型共同生活介護事業所 〒994-0004

　グループホームつるかめ 天童市小関１－２－３７

指定通所介護事業所 〒991-0063

　長　生　園 寒河江市大字柴橋２２４６－１

指定通所介護事業所 〒999-3716

　デイサービス第二白水荘 東根市蟹沢８９７－１

指定通所介護事業所 〒990-1101

　老人デイサービス事業所らふらんす大江 西村山郡大江町大字左沢１２７７

指定通所介護事業所 〒999-3764

　ニチイケアセンター東根 東根市神町東１－１７－３０

通所リハビリテーション 〒991-0049

　介護老人保健施設寒河江やすらぎの里 寒河江市本楯２－２４－１

通所リハビリテーション 〒999-3522

　介護老人保健施設紅寿の里 西村山郡河北町大字溝延字本丸８－１

認知症対応型共同生活介護事業所 〒991-0003

　グループホームあしたば 寒河江市大字西根字石川西２９４－３

認知症対応型共同生活介護事業所 〒991-0049

　認知症高齢者グループホーム寒河江やすらぎの里寒河江市本楯２－２４－１

認知症対応型共同生活介護事業所 〒999-3511

　グループホームかほく 西村山郡河北町谷地字砂田２０７－１
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通所リハビリテーション 〒995-0003

　介護老人保健施設ローズむらやま 村山市大字飯田字柳堤２４８６－６５

指定通所介護事業所 〒999-4602

　デイサービスセンターえんじゅ 最上郡舟形町長者原１７１２－１

指定通所介護事業所 〒996-0002

　老人デイサービスセンターかつろく 新庄市金沢字西ノ山３０２７－１０

指定通所介護事業所 〒999-5311

　デイサービスセンターやすらぎ 最上郡真室川町大字平岡１６５８－２

通所リハビリテーション 〒999-4603

　介護老人保健施設舟形徳洲苑 最上郡舟形町富田字富田１３５－１

認知症対応型共同生活介護事業所 〒996-0084

　グループホーム大手町 新庄市大手町２－８３

認知症対応型共同生活介護事業所 〒996-0041

　グループホームふきのとう 新庄市大字鳥越字駒場４５１９－２

指定通所介護事業所 〒993-0014

　慈光園デイサービスセンター 長井市小出３４５３

指定通所介護事業所 〒993-0001　

　慈光園中央デイサービスセンター 長井市ままの上７－１０

指定通所介護事業所 〒992-0351

　はとみね荘デイサービスセンター 東置賜郡高畠町大字高畠３０３

指定通所介護事業所 〒992-0472

　デイサービスセンター太陽の里ふたば 南陽市宮内２３８１

通所介護事業所 〒993-0053

　リバーヒルデイサービスセンターすこやか 長井市中道２－２－３７

指定通所介護事業所 〒992-0031

　楽らくケアセンターデイサービス 米沢市大町５－４－５１

指定通所介護事業所 〒992-0021

　デイサービス回春堂花沢 米沢市大字花沢２９８６－１

認知症対応型共同生活介護事業所 〒992-1202

　グループホームピュアフォレスト 米沢市大字三沢２６１０６－１４

認知症対応型共同生活介護事業所 〒992-0012

　グループホーム楓の家 米沢市金池６－８－２６

認知症対応型共同生活介護事業所 〒992-0022

　グループホーム結いのき 米沢市花沢町２６９５－４

認知症対応型共同生活介護事業所 〒992-0021

　こもれびの家 米沢市大字花沢３６１２－１

認知症対応型共同生活介護事業所 〒993-0061

　グループホームリバーヒル長井 長井市寺泉３０８１－２１
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Ⅱ　　施設・事業等（Ⅰ） ※訪問介護実習を行う事業所

施設・事業所名 所　在　地

指定訪問介護事業所 〒990-0331

　ホームヘルパーステーションメルヘン 東村山郡山辺町大字大寺字竹ノ花１１５２－１

山形市社会福祉協議会 〒990-0832

　指定訪問介護事業所 山形市城西町２－２－２２

天童市社会福祉協議会 〒994-0013

　訪問介護サービス事業所 天童市老野森２－６－３

上山市社会福祉協議会 〒999-3135

　指定訪問介護事業所 上山市南町４－５－１２

指定訪問介護事業所 〒990-0061

　ニチイケアセンター山形五十鈴 山形市五十鈴２－２－６８

指定訪問介護事業所 〒990-0832

　ニチイケアセンター山形中央 山形市城西町４－１８－３０

指定訪問介護事業所 〒990-2483

　ニチイケアセンター山形 山形市上町３－１２－６

指定訪問介護事業所 〒994-0064

　ニチイケアセンター天童 天童市中里７－４－５

寒河江市社会福祉協議会 〒991-0021

　指定訪問介護事業所 寒河江市中央２－２－１

朝日町社会福祉協議会 〒990-1442

　指定訪問介護事業所 西村山郡朝日町大字宮宿１１１５

ケアハイツ西川 〒990-0702

　指定訪問介護事業所 西村山郡西川町大字海味５４８

河北町社会福祉協議会 〒999-3511

　指定訪問介護事業所 西村山郡河北町谷地甲2325-2

指定訪問介護事業所 〒999-4602

　えんじゅ 最上郡舟形町大字長者原1712-1

村山市社会福祉協議会 〒995-0035

　指定訪問介護事業所 村山市中央１－５－２４

尾花沢市社会福祉協議会 〒999-4224

　指定訪問介護事業所 尾花沢市新町３－２－５

最上町社会福祉協議会 〒999-6101

　指定訪問介護事業所 最上郡最上町大字向町４３－１

東根市社会福祉協議会 〒999-3711

　指定訪問介護事業所 東根市中央１－３－５

新庄市社会福祉協議会 〒996-0001

　もみの木訪問介護事業所 新庄市五日町字宮内２４０－２

指定訪問介護事業所 〒990-3764

　ニチイケアセンター東根 東根市神町東１－１７－３０

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

18

19

12

13

14

15

16

17



指定訪問介護事業所 〒999-5311

　ふれあい鮭川訪問介護事業所 最上郡真室川町大字平岡１６５８－２

指定訪問介護事業所 〒999-4111

　大石田ヘルプサービス 北村山郡大石田町大字大石田甲５７４

指定訪問介護事業所 〒992-1122

　万世園ホームヘルプサービス 米沢市万世町梓山５４９６－１２

指定訪問介護事業所 〒992-0077

　さんデイケアホームヘルパーステーション 米沢市簗沢３４６３

指定訪問介護事業所 〒993-0053

　リバーヒル長井ホームヘルパーステーション 長井市中道２－２－３２

米沢市社会福祉協議会 〒992-0059

　ホームヘルパーステーション 米沢市西大通１－５－６０

南陽市社会福祉協議会 〒999-2211

　指定訪問介護事業所 南陽市赤湯２１５－２

指定訪問介護事業所 〒992-0351

　高畠ふれあいケアセンター 東置賜郡高畠町大字高畠４５４－４

鶴岡市社会福祉協議会 〒997-0346

　くしびきサテライト 鶴岡市上山添字成田２１－９

鶴岡市社会福祉協議会 〒997-0045

　ふれあいサテライト 鶴岡市西新斎町１４－２６

指定訪問介護事業所 〒997-0826

　健楽園ホームヘルパーセンター 鶴岡市美原町３－７

酒田市社会福祉協議会 〒998-0864

　指定訪問介護事業所 酒田市新橋２－１－１９

指定訪問介護事業所 〒998-0858

　シェ・モワ訪問介護サービス 酒田市緑町１３－３８

指定訪問介護事業所 〒999-8232　

　幸　楽　荘 酒田市市条字荒瀬１１５

Ⅲ　　施設・事業等（Ⅱ） ※介護実習Ⅱ・介護実習Ⅲを行う施設

施設・事業所名 所　在　地  

特別養護老人ホーム 〒990-0011

　愛　 日 　荘 山形市大字妙見寺４

特別養護老人ホーム 〒990-2474

　みこころの園 山形市大字沼木字下河原１１２９－１　　　　　　　

特別養護老人ホーム 〒990-0811

　ながまち荘 山形市長町７５１

特別養護老人ホーム 〒990-2303

　蔵王やすらぎの里 山形市蔵王上野９２０
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特別養護老人ホーム 〒990-2367

　菅　 沢 　荘 山形市すげさわの丘４６

特別養護老人ホーム 〒999-3110

　蓬　 仙 　園 上山市高野字下小屋１７６－１

特別養護老人ホーム 〒990-2342

　とかみ共生苑 山形市富神前６

特別養護老人ホーム 〒990-0891

　いきいきの郷 山形市成安４２５－２

特別養護老人ホーム 〒990-2451

　なごみの里 山形市吉原３－１０－８

特別養護老人ホーム 〒999-3211

　みずほの里 上山市牧野字清水２１－１

介護老人保健施設 〒990-2367

　サニーヒル菅沢 山形市すげさわの丘７２７－２０

介護老人保健施設 〒990-2321

　さくらパレス 山形市桜田西４－３－２６

介護老人保健施設 〒994-0102

　ラ・フォーレ天童 天童市大字道満１９３－１

介護老人保健施設 〒999-3161

　みゆきの丘 上山市弁天２－２－１１

介護老人保健施設 〒990-0331

　メ ル ヘ ン 東村山郡山辺町大字大寺字竹ノ花１１５２－１

介護老人保健施設 〒990-0818

　フローラさいせい 山形市沖町７９－１

障がい者支援施設 〒990-2367

　すげさわの丘 山形市すげさわの丘７２７－４７

障害者支援施設 〒990-0891

　いきいきの郷 山形市成安４２５－２

特別養護老人ホーム 〒991-0063

　長 　生 　園 寒河江市大字柴橋２２４６－１

特別養護老人ホーム 〒991-0006

　い 　ず 　み 寒河江市大字上河原２４１

特別養護老人ホーム 〒999-3511

　眺 　葉　 園 西村山郡河北町谷地字東６６７－１

特別養護老人ホーム 〒990-1121

　大 　寿　 荘 西村山郡大江町大字藤田字藤田山８３９－１

特別養護老人ホーム 〒990-1444

　ふれあい荘 西村山郡朝日町大字四ノ沢８７０

特別養護老人ホーム 〒990-1101

　らふらんす大江 西村山郡大江町大字左沢１２７７
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特別養護老人ホーム 〒990-0702

　ケアハイツ西川 西村山郡西川町大字海味５４８

介護老人保健施設 〒990-1101

　景　 雲 　荘 西村山郡大江町大字左沢１１８７

介護老人保健施設 〒991-0049

　寒河江やすらぎの里 寒河江市本楯２－２４－１

介護老人保健施設 〒999-3522

　紅寿の里 西村山郡河北町大字溝延字本丸８

特別養護老人ホーム 〒995-0112

　ふ 　も　 と 村山市大字湯野沢９５６－３

特別養護老人ホーム 〒999-3727

　白　 水 　荘 東根市大字野川字向原２０７４－９９

特別養護老人ホーム 〒999-3716

　第二白水荘 東根市大字蟹沢８９７－１

特別養護老人ホーム 〒999-4221

　長 　寿　 園 尾花沢市新町３－２－２１

特別養護老人ホーム 〒999-4111

　仁 　風 　荘 北村山郡大石田町大字大石田甲５７４

特別養護老人ホーム 〒996-0112

　新 　寿 　荘 新庄市大字本合海字福田界２６４５

特別養護老人ホーム 〒999-5314

　福　 寿　 荘 最上郡真室川町大字木の下１１０１－１

特別養護老人ホーム 〒999-4602

　え ん じ ゅ荘 最上郡舟形町長者原１７１２－１

特別養護老人ホーム 〒999-6101

　紅　 梅　 荘 最上郡最上町大字向町6８３

特別養護老人ホーム 〒999-5402

　み す ぎ 荘 最上郡金山町大字金山字荒屋829-1

介護老人保健施設 〒999-6101

　や す ら ぎ 最上郡最上町大字向町６４－３

介護老人保健施設 〒999-3775

　ナーシングホームさくらんぼ 東根市野田１９２１

介護老人保健施設 〒995-0003

　ローズむらやま 村山市大字飯田字柳堤２４８６－６５

介護老人保健施設 〒999-4603

　舟形徳洲苑 最上郡舟形町富田字富田１３５－１

障がい者支援施設 〒999-4601

　光 　生 　園 最上郡舟形町舟形２３８７－１

特別養護老人ホーム 〒992-0083

　成　 島　 園 米沢市広幡町成島字窪平山2120-5
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特別養護老人ホーム 〒992-1122

　万 　世　 園 米沢市万世町梓山５４９６－１２

特別養護老人ホーム 〒999-2204

　こ  ぶ  し  荘 南陽市川樋５０８

特別養護老人ホーム 〒993-0033

　寿 　泉　 荘 長井市今泉１８５７

特別養護老人ホーム 〒993-0014

　慈　 光　 園 長井市小出３４５３

特別養護老人ホーム 〒992-0771

　白 　光 　園 西置賜郡白鷹町大字鮎貝１０８

特別養護老人ホーム 〒992-0351

　は と み ね 荘 東置賜郡高畠町大字高畠３０３

特別養護老人ホーム 〒992-0472

　太陽の里ふたば 南陽市宮内２３８１

介護老人保健施設 〒992-0077

　サンプラザ 米沢 米沢市大字簗沢３０４６

介護老人保健施設 〒992-1461

　あ 　づ 　ま 米沢市大字李山８１３２－１１

介護老人保健施設 〒993-0061

　リバーヒル長井 長井市寺泉３５２５－１

介護老人保健施設 〒999-0145

　かがやきの丘 東置賜郡川西町大字下奥田字穴澤平3796-20

介護老人保健施設 〒992-0472

　ほ  な  み  荘 南陽市宮内３７５０－１

介護老人保健施設 〒999-2221

　ドミール南陽 南陽市椚塚９４０

特別養護老人ホーム 〒997-0826

　池 　幸 　園 鶴岡市美原町４－４０

特別養護老人ホーム 〒999-8234

　幸 　楽 　荘 酒田市小泉字前田５０

介護老人保健施設 〒997-0361

　か　け　は　し 鶴岡市大字民田字代家田１００－１

介護老人保健施設 〒988-0858

　シ ェ ・ モ ワ 酒田市緑町１３－３７
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