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1 小規模多機能型居宅介護 690100128

小規模多機能型居宅介護事業所鈴

川敬寿園

山形県山形市大野目二丁目２番６７号 平成20年4月1日 25 社会福祉法人敬寿会 山形県山形市諏訪町２丁目１番２５号 理事長 金澤壽香

2 小規模多機能型居宅介護 690700026 永寿荘多機能ホーム宝田 山形県鶴岡市宝田二丁目７番２９号 平成19年3月30日 25 社会福祉法人恵泉会 山形県鶴岡市茅原町２８番１０号 理事長 櫻井好和

3 小規模多機能型居宅介護 690700034 デイホームなな草 山形県鶴岡市外内島字石名田８２番２３号 平成19年3月30日 20 合資会社喜助 山形県鶴岡市友江町２番２１号 代表役員 成田　英俊

4 小規模多機能型居宅介護 690700059 多機能ねずがせき 山形県鶴岡市鼠ケ関字横路９番３号 平成20年6月27日 25 株式会社ケアサービスつきみ 山形県酒田市あきほ町６５０－４ 代表取締役 白旗月美

5 小規模多機能型居宅介護 690800024 小規模多機能型居宅介護施設さとわ 山形県酒田市こがね町2丁目25番1 平成18年11月29日 25 有限会社アシスト 山形県酒田市こがね町２５番１ 代表取締役 斉藤勝

6 小規模多機能型居宅介護 690800081

小規模多機能型居宅介護事業所

多機能さくら東泉

山形県酒田市東泉町６丁目１－９ 平成20年5月2日 25 社会福祉法人さくら福祉会 山形県酒田市中牧田字丸福１７１ 理事長 佐藤　芳明

7 小規模多機能型居宅介護 690800099

小規模多機能型居宅介護支援事業

所　多機能さくら若浜

山形県酒田市若浜町１９－２６ 平成20年6月27日 25 社会福祉法人さくら福祉会 山形県酒田市中牧田字丸福１７１ 理事長 佐藤　芳明

8 小規模多機能型居宅介護 690800107

小規模多機能型居宅介護支援事業

所多機能さくら亀ヶ崎

山形県酒田市亀ケ崎五丁目４－１１ 平成20年8月29日 25 社会福祉法人さくら福祉会 山形県酒田市中牧田字丸福１７１ 理事長 佐藤　芳明

9 小規模多機能型居宅介護 690800115 多機能　明日葉 山形県酒田市駅東二丁目3番地の６ 平成20年10月30日 25 医療法人社団　さつき会 山形県酒田市曙町二丁目18番地の６ 理事長 瀬尾　絹子

10 小規模多機能型居宅介護 690800123 多機能施設　かたばみ荘 山形県酒田市光ケ丘2丁目3番19号 平成21年4月24日 25 社会福祉法人　かたばみ会 山形県酒田市北千日堂前字松境18番1 理事長 酒井　素行

11 小規模多機能型居宅介護 691100044 ジャパンケア新庄城西 山形県新庄市城西町７番１１号 平成20年7月1日 25 株式会社ジャパンケアサービス 東京都中央区日本橋小伝馬町１３番４号 代表取締役社長 馬袋　秀男

12 認知症対応型共同生活介護 670101112 グループホームとかみ楽生苑 山形県山形市富神前１１番地 平成14年3月28日 18 社会福祉法人やまがた市民福祉会 山形県山形市富神前６番地 理事長 加藤實

13 認知症対応型共同生活介護 670101500 あかねヶ丘ケアセンター 山形県山形市あかねケ丘三丁目１５番８号 平成15年12月18日 12 医療法人社団楽聖会 山形県山形市江俣四丁目１８番２６号 理事長 古沢信之

14 認知症対応型共同生活介護 670400340

サンプラザ米沢グループホーム「さん

さん」

山形県米沢市簗沢３４７０番地 平成12年3月1日 9 社会福祉法人米沢弘和会 山形県米沢市簗沢３０４６番地 理事長 森一男

15 認知症対応型共同生活介護 670400803 グループホームこもれびの家 山形県米沢市花沢３６１２番地の１ 平成15年7月23日 18 有限会社敬愛会 山形県米沢市花沢３６１２番地の１ 代表取締役 八巻正之

16 認知症対応型共同生活介護 670400910 グループホーム楓の家 山形県米沢市金池６丁目８番地２６号 平成15年10月31日 27 医療法人社団緑愛会 山形県東置賜郡川西町下奥田３７９６番地２０号 理事長 湖山聖道

17 認知症対応型共同生活介護 670400936 グループホームやまぼうし 山形県米沢市直江町１番５号 平成16年1月14日 18 株式会社菊地組 山形県米沢市直江町２番３０号 代表取締役 菊地正規

18 認知症対応型共同生活介護 670400951 グループホーム「結いのき」 山形県米沢市花沢町２６９５番地の４ 平成16年1月30日 27 生活クラブやまがた生活協同組合 山形県米沢市通町六丁目１６番５７号 代表理事 高橋　尚

19 認知症対応型共同生活介護 670401181 グループホーム成島園 山形県米沢市広幡町成島字窪平山２１２０－５ 平成18年3月20日 18 社会福祉法人緑成会 山形県米沢市広幡町成島字窪平山２１２０－５ 理事長 佐藤　磯男

20 認知症対応型共同生活介護 670401231 グループホーム東陽館 山形県米沢市城北１丁目２－５ 平成18年3月30日 18 有限会社ＨＹＯコーポレーション 山形県米沢市城北一丁目２番５号 代表取締役 兵庫等

21 認知症対応型共同生活介護 670700418 グループホームかけはし 山形県鶴岡市民田代家田１００番１ 平成12年3月27日 27 社会福祉法人山形虹の会 山形県鶴岡市民田代家田１００番１ 理事長 秋田谷　博

22 認知症対応型共同生活介護 670700525 グループホームなずな 山形県鶴岡市友江町２番２１号 平成13年6月26日 18 合資会社喜助 山形県鶴岡市友江町２番２１号 代表社員 成田英俊

23 認知症対応型共同生活介護 670700574 グループホームなでしこ 山形県鶴岡市斎藤川原字林俣２３４番２８号 平成14年5月31日 18 合資会社喜助 山形県鶴岡市友江町２番２１号 代表社員 成田　英俊

24 認知症対応型共同生活介護 670700608 グループホームひまわり 山形県鶴岡市稲生一丁目３番５号 平成15年3月20日 9 株式会社ひまわり 山形県鶴岡市稲生一丁目３番５号 代表取締役 伊藤　みよ子

25 認知症対応型共同生活介護 670700624 グループホーム「コスモス」 山形県鶴岡市茅原字西茅原１１２番６ 平成15年4月25日 18 株式会社コンパス 山形県鶴岡市宝田一丁目１番地２ 代表取締役 中村　博

26 認知症対応型共同生活介護 670700939

認知症高齢者グループホーム「和

心」ふじ荘

山形県鶴岡市八色木字西野３３５番地１ 平成18年1月13日 18 十和建設株式会社 山形県鶴岡市伊勢原町２５番２号 代表取締役 金内　忠

27 認知症対応型共同生活介護 670800465

認知症対応型グループホーム「ほな

み」

山形県酒田市本楯前田１２７番地の２ 平成12年3月27日 9 医療法人宏友会 山形県酒田市上野曽根上中割７３番地 理事長 矢島恭一

28 認知症対応型共同生活介護 670800473 グループホームあらた 山形県酒田市東町一丁目１５番地の２５ 平成12年3月27日 9 特定非営利活動法人あらた 山形県酒田市東町一丁目１５－２５ 代表理事 齋藤緑

29 認知症対応型共同生活介護 670800655 グループホームはまゆう 山形県酒田市宮野浦三丁目２０番１号 平成14年8月29日 9 社会福祉法人光風会 山形県酒田市宮野浦三丁目２０番１号 理事長 阿部　與士男

30 認知症対応型共同生活介護 670800689 グループホームひより 山形県酒田市京田二丁目６９番地の７ 平成15年2月3日 9 特定非営利活動法人あらた 山形県酒田市東町一丁目１５番地の２５ 代表理事 齋藤　緑

平成２６年度　地域密着型サービス外部評価免除決定事業所一覧平成２６年度　地域密着型サービス外部評価免除決定事業所一覧平成２６年度　地域密着型サービス外部評価免除決定事業所一覧平成２６年度　地域密着型サービス外部評価免除決定事業所一覧
平成２６年５月２６日現在　山形県健康長寿推進課
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平成２６年度　地域密着型サービス外部評価免除決定事業所一覧平成２６年度　地域密着型サービス外部評価免除決定事業所一覧平成２６年度　地域密着型サービス外部評価免除決定事業所一覧平成２６年度　地域密着型サービス外部評価免除決定事業所一覧
平成２６年５月２６日現在　山形県健康長寿推進課

31 認知症対応型共同生活介護 670800770 グループホーム明日葉 山形県酒田市曙町２丁目２４番地の２ 平成15年12月19日 18 医療法人社団さつき会 山形県酒田市曙町２丁目１８番地の６ 理事長 瀬尾絹子

32 認知症対応型共同生活介護 670801109 グループホームまいづる 山形県酒田市麓字横道１０番地８ 平成17年11月25日 9 株式会社ケアサービス鳥海 山形県酒田市麓字横道１０番地８ 代表取締役 小松　幹雄

33 認知症対応型共同生活介護 671200236 フラワーさがえ 山形県寒河江市寒河江字小和田４１番地５ 平成16年8月5日 18 医療法人東北医療福祉会 山形県山形市菅沢字鬼越２５５番地 理事長 藤井昌彦

34 認知症対応型共同生活介護 671300242 須田医院グループホーム 山形県上山市美咲町一丁目２番１８号 平成14年10月30日 27 医療法人社団須田医院 山形県上山市美咲町一丁目２番１８号 理事長 須田　暁

35 認知症対応型共同生活介護 671300259 グループホームみずほ 山形県上山市牧野字妻神１６１５番 平成15年4月15日 18 社会福祉法人みゆき福祉会 山形県上山市牧野字清水２１番１ 理事長 原田順二

36 認知症対応型共同生活介護 671600260 ラ・フォーレ天童グループホーム 山形県天童市道満１７６番地の１ 平成13年3月30日 18 社会福祉法人睦会 山形県天童市久野本３６２番地の１ 理事長 秋野貞子

37 認知症対応型共同生活介護 671600443 グループホーム　ふぁみりー 山形県天童市三日町二丁目６番７号 平成16年7月5日 18 合資会社サポートハウス・ファミリー 山形県天童市三日町二丁目６番７号 代表 志田泰久

38 認知症対応型共同生活介護 671700284 グループホームさくらんぼ 山形県東根市野田１９２４番地 平成16年3月29日 27 医療法人敬愛会 山形県尾花沢市朧気６９５番地の３ 理事長 渋谷磯夫

39 認知症対応型共同生活介護 671800167 ハイマート福原グループホーム 山形県尾花沢市野黒沢５５４番地の３５ 平成15年3月6日 18 社会福祉法人尾花沢福祉会 山形県尾花沢市野黒沢５５４番地の２９ 理事長 小関常良

40 認知症対応型共同生活介護 672500600 グループホーム燦燦とざわ 山形県最上郡戸沢村津谷字鞭打野2096-1 平成17年3月28日 9 有限会社　カワムラ 山形県酒田市東町一丁目15番地の24 代表取締役 川村大四郎

41 認知症対応型共同生活介護 672600319 グループホーム薬師温泉 山形県東置賜郡川西町西大塚字横道１３５４－１３ 平成16年7月22日 18 有限会社オキコウ 山形県東置賜郡川西町大塚１４２０番地 代表取締役 佐藤貞吉

42 認知症対応型共同生活介護 672600350 グループホームはやま荘 山形県東置賜郡高畠町高畠５３０番地の１ 平成18年3月22日 18 有限会社葉山 山形県東置賜郡高畠町高畠５３０番地の１ 代表取締役 齋藤誠

43 認知症対応型共同生活介護 672700325 グループホーム満天の家 山形県西置賜郡小国町幸町６番１号 平成18年3月24日 18 医療法人社団緑愛会 山形県東置賜郡川西町下奥田３７９６番地２０号 理事長 湖山聖道

44 認知症対応型共同生活介護 673000618 グループホームやまぼうし 山形県鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰４２番地１ 平成16年7月30日 18 合資会社すぎやま 山形県鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰４２－１ 無限責任社員 椙山宏

45 認知症対応型共同生活介護 673200283 グループホームみどり 山形県酒田市砂越緑町五丁目４３番地 平成14年2月27日 18 社会福祉法人さくら福祉会 山形県酒田市中牧田字丸福１７１番地 理事長 佐藤　芳明

46 認知症対応型共同生活介護 673200309 グループホームこうらく 山形県酒田市小泉字前田４４番地 平成15年3月20日 9 社会福祉法人幾久栄会 山形県酒田市小泉字前田５０番地 理事長 佐藤　正

47 認知症対応型共同生活介護 673200333 グループホームなごやか 山形県飽海郡遊佐町江地字中屋敷田３番地の７ 平成15年8月29日 18 有限会社ほほえみの里
山形県飽海郡遊佐町江地字中屋敷田３番地の７

代表取締役 石山幸子

48 認知症対応型共同生活介護 673200341 グループホーム燦燦 山形県飽海郡遊佐町遊佐字南大坪１２番地１ 平成15年12月26日 18 有限会社カワムラ 山形県酒田市東町１丁目１５番地の２４ 代表取締役 川村大四郎

49 認知症対応型共同生活介護 673200374 グループホーム眺海 山形県酒田市山寺字宅地１５９番地 平成16年11月17日 18 株式会社樫の木 山形県酒田市山寺字宅地１５９番地 代表取締役 冨樫　正樹

50 認知症対応型共同生活介護 691500029 グループホーム風ぐるま 山形県長井市今泉２９４５－３ 平成19年9月26日 18 株式会社キュアドリーム 山形県長井市今泉２９４５－４ 代表取締役 松橋渉

51 認知症対応型共同生活介護 691900039 グループホーム「ぬくもりの家」 山形県南陽市椚塚９２９番地 平成19年3月29日 18 社会医療法人公徳会 山形県南陽市椚塚９４８番地の１ 理事長 佐藤忠宏


