
Ⅰ　　施設・事業等（Ⅰ）通所系居宅サービス

№ 施設・事業所名 施設・事業所名 所在地

1 指定通所介護事業所 蔵王やすらぎの里 山形市蔵王上野９２０

2 指定通所介護事業所 やすらぎの里半郷 山形市蔵王半郷字石高７９－８

3 指定通所介護事業所 菅沢デイサービスセンター 山形市すげさわの丘４６

4 指定通所介護事業所 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

5 指定通所介護事業所 山形市漆山デイサービスセンター 山形市大字漆山８２２

6 指定通所介護事業所 デイサービスはやま 上山市葉山５－７０

7 指定通所介護事業所 あかねヶ丘ケアセンター 山形市あかねヶ丘３－１５－７

8 指定通所介護事業所 ほっとｉｎ福寿草 山形市飯田５－１－５３

9 指定通所介護事業所 天然温泉湯の郷くろさわ 山形市大字黒沢５４７－６７

10 指定通所介護事業所 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

11 指定通所介護事業所 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

12 通所介護 デイサービスセンター馬見ヶ崎 山形市桧町１－１７－２３

13 指定通所介護事業所 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

14 指定通所介護事業所 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

15 通所リハビリテーション 介護老人保健施設みゆきの丘 上山市弁天２－２－１１

16 通所リハビリテーション 介護老人保健施設さくらパレス 山形市桜田西４－３－２６

17 通所リハビリテーション 介護老人保健施設ラ･フォーレ天童 天童市大字道満１９３－１

18 指定通所介護事業所 長生園 寒河江市大字柴橋２２４６－１

19 指定通所介護事業所 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

20 通所リハビリテーション 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

21 通所リハビリテーション 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

22 指定通所介護事業所 デイサービス第二白水荘 東根市蟹沢８９７－１

23 通所リハビリテーション 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４８６－６５

24 指定通所介護事業所 デイサービスえんじゅ 最上郡舟形町長者原１７１２－１

25 指定通所介護事業所 老人デイサービスセンターかつろく 新庄市金沢字西の山３０２７－１０

26 指定通所介護事業所 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

27 通所リハビリテーション 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

28 指定通所介護事業所 慈光園デイサービスセンター 長井市小出３４５３

29 指定通所介護事業所 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

30 指定通所介護事業所 デイサービスセンター太陽の里ふたば 南陽市宮内２３８１

31 通所介護 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

32 指定通所介護事業所 楽らくケアセンター 米沢市大町５－４－５１

33 指定通所介護事業所 デイサービス回春堂花沢 米沢市大字花沢２９８６－１

34 指定通所介護事業所 デイサービスセンターサンファミリア米沢 米沢市塩井町塩野５２０

35 指定通所介護事業所 株式会社サン十字デイサービス 米沢市桜木町１－６４

Ⅱ　　施設・事業等（Ⅰ）地域密着型サービス

№ 施設・事業所名 施設・事業所名 所在地

1 指定認知症対応型共同生活介護事業所 らくせいグループホーム南館 山形市南館１－１－３２
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2 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム友結 山形市桜田西１－１３－９

3 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム笑顔 上山市弁天２－２－４５

4 小規模多機能型居宅介護 湖山ケアサービス高堂 山形市高堂８４－１

5 小規模多機能型居宅介護 ユトリアケアセンターなりさわ 山形市成沢西４－２－２０

6 小規模多機能型居宅介護 飯塚なごみの里 山形市飯塚町字宮浦１４４７－４

7 小規模多機能型居宅介護 みこころの園南山形 山形市松原字横手７７９－１

8 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム敬寿園 山形市大字妙見寺５００－１

9 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム馬見ヶ崎 山形市桧町１－１７－２３

10 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホームつるかめ 天童市小関１－２－３７

11 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能　いこいのつるかめ 天童市小関１－２－３７

12 小規模多機能型居宅介護 あかしや共生苑 山形市桧町３－４－１７

13 小規模多機能型居宅介護 やすらぎの里金井 山形市内表東１

14 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホームメルヘン 東村山郡山辺町大字山寺１１３２－５

15 認知症対応型共同生活介護事業所 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

16 認知症対応型共同生活介護事業所 寒河江やすらぎの里認知症高齢者グループホーム 寒河江市本楯２－２４－１

17 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホームこころ 河北町溝延字本丸８－１

18 小規模多機能型居宅介護 小多機hina 河北町谷地字月山堂１２１７－５

19 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム大手町 新庄市大手町２－８３

20 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム大手町和心 新庄市大手町１－２５

21 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホームふきのとう 新庄市大字鳥越字駒場４５１９－２

22 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホームさくらんぼ 東根市野田１９２４

23 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム香紅の里 村山市楯岡俵町２０－１９

24 小規模多機能型居宅介護 本丸ホーム 東根市本丸南１－１０－１６

25 小規模多機能型居宅介護 はやまホーム 村山市湯野沢１８８１－６

26 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム楓の家 米沢市金池６－８－２６

27 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム結いのき 米沢市花沢町２６９５－４

28 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホームこもれびの家 米沢市大字花沢３６１２－１

29 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホームリバーヒル長井 長井市寺泉３０８１－２１

30 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム桜の里双葉 南陽市椚塚１６３２－１９

31 小規模多機能型居宅介護 ござっとこ家 南陽市宮内２３８３－９

Ⅲ　　施設・事業等（Ⅰ）訪問介護

№ 施設・事業所名 施設・事業所名 所在地

1 山形市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 山形市城西町２－２－２２

2 天童市社会福祉協議会 訪問介護サービス事業所 天童市老野森２－６－３

3 上山市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 上山市南町４－５－１２

4 寒河江市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 寒河江市中央２－２－１

5 朝日町社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 西村山郡朝日町大字宮宿１１１５

6 指定訪問介護事業所 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

7 ケアハイツ西川 指定訪問介護事業所 西村山郡西川町大字海味５４８

8 河北町社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 西村山郡河北町谷地甲2325-2

9 指定訪問介護事業所 えんじゅ 最上郡舟形町大字長者原1712-1

10 村山市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 村山市中央１－５－２４

11 尾花沢市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 尾花沢市新町３－２－５



12 最上町社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 最上郡最上町大字向町４３－１

13 東根市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 東根市中央１－３－５

14 新庄市社会福祉協議会 もみの木訪問介護事業所 新庄市五日町字宮内２４０－２

15 指定訪問介護事業所 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

16 指定訪問介護事業所 ヘルプサービス大石田 北村山郡大石田町大字大石田甲５７４

17 指定訪問介護事業所 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

18 指定訪問介護事業所 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

19 南陽市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 南陽市赤湯２１５－２

20 長井市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 長井市館町北６番１９号

21 株式会社サン十字 ホームヘルプサービス 米沢市中田町７５１－１

22 株式会社サン十字 ホームヘルプサービス長井 長井市栄町4-21

23 指定訪問介護事業所 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

24 鶴岡市社会福祉協議会 くしびきサテライト 鶴岡市上山添字成田２１－９

25 鶴岡市社会福祉協議会 ふれあいサテライト 鶴岡市西新斎町１４－２６

26 指定訪問介護事業所 健楽園ホームヘルパーセンター 鶴岡市美原町３－７

27 酒田市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 酒田市新橋２－１－１９

28 指定訪問介護事業所 シェ・モワ訪問介護サービス 酒田市緑町１３－３８

29 指定訪問介護事業所 幸　楽　荘 酒田市市条字荒瀬１１５

Ⅳ　　施設・事業等（Ⅱ）

№ 施設・事業所名 施設・事業所名 所在地

1 特別養護老人ホーム 愛　日　荘 山形市大字妙見寺４

2 特別養護老人ホーム みこころの園 山形市大字沼木字下河原１１２９－１　　　　　　　

3 特別養護老人ホーム ながまち荘 山形市長町７５１

4 特別養護老人ホーム 蔵王やすらぎの里 山形市蔵王上野９２０

5 特別養護老人ホーム 菅　沢　荘 山形市すげさわの丘４６

6 特別養護老人ホーム 蓬　仙　園 上山市高野字下小屋１７６－１

7 特別養護老人ホーム とかみ共生苑 山形市富神前６

8 特別養護老人ホーム いきいきの郷 山形市成安４２５－２

9 特別養護老人ホーム なごみの里 山形市吉原３－１０－８

10 特別養護老人ホーム みずほの里 上山市牧野字清水２１－１

11 特別養護老人ホーム みはらしの丘 山形市みはらしの丘４－１５－３

12 特別養護老人ホーム 福寿乃郷 山形市飯田２－７ー３０

13 介護老人保健施設 サニーヒル菅沢 山形市すげさわの丘７２７－２０

14 介護老人保健施設 さくらパレス 山形市桜田西４－３－２６

15 介護老人保健施設 ラ・フォーレ天童 天童市大字道満１９３－１

16 介護老人保健施設 みゆきの丘 上山市弁天２－２－１１

17 介護老人保健施設 メルヘン 東村山郡山辺町大字大寺字竹ノ花１１５２－１

18 介護老人保健施設 フローラさいせい 山形市沖町７９－１

19 障がい者支援施設 すげさわの丘 山形市すげさわの丘７２７－４７

20 障害者支援施設 いきいきの郷 山形市成安４２５－２

21 特別養護老人ホーム 長　生　園 寒河江市大字柴橋２２４６－１

22 特別養護老人ホーム 眺　葉　園 西村山郡河北町谷地字東６６７－１

23 特別養護老人ホーム 大　寿　荘 西村山郡大江町大字藤田字藤田山８３９－１



24 特別養護老人ホーム ふれあい荘 西村山郡朝日町大字四ノ沢８７０

25 特別養護老人ホーム らふらんす大江 西村山郡大江町大字左沢１２７７

26 特別養護老人ホーム ケアハイツ西川 西村山郡西川町大字海味５４８

27 介護老人保健施設 景　雲　荘 西村山郡大江町大字左沢１１８７

28 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

29 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

30 特別養護老人ホーム ふ　も　と 村山市大字湯野沢９５６－３

31 特別養護老人ホーム 白　水　荘 東根市大字野川字向原2074-99

32 特別養護老人ホーム 第二白水荘 東根市大字蟹沢８９７－１

33 特別養護老人ホーム 長　寿　園 尾花沢市新町３－２－２１

34 特別養護老人ホーム 仁　風　荘 北村山郡大石田町大字大石田甲５７４

35 特別養護老人ホーム 新　寿　荘 新庄市大字本合海字福田界２６４５

36 特別養護老人ホーム 福　寿　荘 最上郡真室川町大字木の下１１０１－１

37 特別養護老人ホーム えんじゅ荘 最上郡舟形町長者原１７１２－１

38 特別養護老人ホーム 紅　梅　荘 最上郡最上町大字向町６８３

39 特別養護老人ホーム み す ぎ 荘 最上郡金山町大字金山字荒屋８２９－１

40 介護老人保健施設 や す ら ぎ 最上郡最上町大字向町６４－３

41 介護老人保健施設 ナーシングホームさくらんぼ 東根市野田１９２１

42 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

43 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

44 障がい者支援施設 光　生　園 最上郡舟形町舟形２３８７－１

45 特別養護老人ホーム 万　世　園 米沢市万世町梓山５４９６－１２

46 特別養護老人ホーム 寿　泉　荘 長井市今泉１８５７

47 特別養護老人ホーム 慈　光　園 長井市小出３４５３

48 特別養護老人ホーム 白　光　園 西置賜郡白鷹町大字鮎貝１０８

49 特別養護老人ホーム はとみね荘 東置賜郡高畠町大字高畠３０３

50 特別養護老人ホーム 太陽の里ふたば 南陽市宮内２３８１

51 介護老人保健施設 サンプラザ米沢 米沢市大字簗沢３０４６

52 介護老人保健施設 あ　づ　ま 米沢市大字李山８１３２－１１

53 介護老人保健施設 リバーヒル長井 長井市寺泉３５２５－１

54 介護老人保健施設 かがやきの丘 東置賜郡川西町大字下奥田字穴澤平3796-20

55 介護老人保健施設 ほ な み 荘 南陽市宮内３７５０－１

56 介護老人保健施設 ドミール南陽 南陽市椚塚９４０

57 障がい者支援施設 南陽の里 南陽市宮内１２０４－３

58 特別養護老人ホーム 池　幸　園 鶴岡市美原町４－４０

59 特別養護老人ホーム 幸　楽　荘 酒田市小泉字前田５０

60 特別養護老人ホーム か け は し 鶴岡市大字民田字代家田１００－１

61 介護老人保健施設 か け は し 鶴岡市大字民田字代家田１００－１

62 介護老人保健施設 シェ・モワ 酒田市緑町１３－３７


