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1 小規模多機能型居宅介護 690100011 フラワーみつえ

山形県山形市吉原一丁目10番

29号

平成18年5月1日 25 株式会社新日本メデカサポート

宮城県仙台市泉区南中山一丁

目28番18号輝ビル205号

代表取締役 川村智毅

2 小規模多機能型居宅介護 690100037 フラワーだいのめ

山形県山形市大野目三丁目2番

17号

平成18年8月1日 25 株式会社新日本メデカサポート

宮城県仙台市泉区南中山一丁

目28番18号輝ビル205号

代表取締役 川村智毅

3 小規模多機能型居宅介護 690100078 やすらぎの里金井 山形県山形市内表東１番地 平成19年4月25日 25 社会福祉法人妙光福祉会

山形県山形市蔵王上野９２０

番地

理事長 柳生法雄

4 小規模多機能型居宅介護 690400072

小規模多機能型居宅介護事業所や

まぼうし

山形県米沢市直江町2-35 平成20年6月1日 25 株式会社菊地組 山形県米沢市直江町2-30 代表取締役 菊地正規

5 小規模多機能型居宅介護 690800057

小規模多機能型居宅介護事業所多

機能さくら住吉町

山形県酒田市住吉町３番３２ 平成19年6月4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１

７１番地

理事長 佐藤芳明

6 小規模多機能型居宅介護 690800065

小規模多機能型居宅介護事業所多

機能さくら広野

山形県酒田市広野字末広１０５

－５

平成19年8月9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１

７１番地

理事長 佐藤芳明

7 小規模多機能型居宅介護 690800073

小規模多機能型居宅介護事業所多

機能さくら松山

山形県酒田市西田１２－５ 平成19年10月4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１

７１番地

理事長 佐藤芳明

8 小規模多機能型居宅介護 691700017 小規模多機能施設　本丸ホーム

山形県東根市本丸南一丁目１０

－１６

平成19年11月1日 25 社会福祉法人東根福祉会

山形県東根市野川２０７４－９

９

理事長 天野禎二

9 小規模多機能型居宅介護 691900047 ござっとこ家 山形県南陽市宮内2383-9 平成20年3月27日 25 社会福祉法人双葉会 山形県南陽市宮内2381番地 理事長 齋藤忠明

10 小規模多機能型居宅介護 693000010

庄内医療生活協同組合　小規模多

機能型居宅介護　かがやき

山形県東田川郡三川町横山字

袖東４番８号

平成19年9月1日 6 庄内医療生活協同組合

山形県鶴岡市双葉町１３番４５

号

理事長 佐藤満雄

11 小規模多機能型居宅介護 693000028

山水園小規模多機能型居宅介護事

業所

山形県東田川郡庄内町狩川笠

山４３３番地の３

平成20年3月27日 25 社会福祉法人立川厚生会

山形県東田川郡庄内町狩川笠

山４３３番地の３

理事長 清野　義勝

12 小規模多機能型居宅介護 693000036

小規模多機能型居宅介護施設　ほ

なみ

山形県東田川郡庄内町余目字

四ツ興野１３０番地

平成20年5月2日 25 株式会社　ライフネット

山形県東田川郡庄内町余目字

四ツ興野１２３番地

代表取締役 佐藤　潤一郎

13 認知症対応型共同生活介護 670100627

認知症高齢者グループホーム敬寿

園

山形県山形市妙見寺５００－１ 平成12年3月1日 36 社会福祉法人敬寿会 山形県山形市妙見寺５００－１ 理事長 金澤　壽香

14 認知症対応型共同生活介護 670100940 やすらぎ苑山形

山形県山形市東山形一丁目４番

１２号

平成13年1月4日 18 株式会社東北医療福祉システムズ

宮城県仙台市太白区向山二丁

目１３番２２号

代表取締役 遠藤陽子

15 認知症対応型共同生活介護 670101161 フラワー小姓町 山形県山形市小姓町７番１５号 平成14年7月22日 27 医療法人東北医療福祉会

山形県山形市菅沢字鬼越２５

５番地

理事長 藤井昌彦

16 認知症対応型共同生活介護 670101310 フラワー吉原

山形県山形市南館三丁目２1番

５０号

平成15年4月10日 27 医療法人東北医療福祉会

山形県山形市菅沢字鬼越２５

５番地

理事長 藤井昌彦

17 認知症対応型共同生活介護 670101591 グループホーム友結

山形県山形市桜田西一丁目１３

番９号

平成16年3月30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

18 認知症対応型共同生活介護 670101971 グループホーム馬見ケ崎

山形県山形市桧町一丁目１７番

２３号

平成17年6月27日 18 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

19 認知症対応型共同生活介護 670102136 グループホーム北山形

山形県山形市宮町一丁目７番１

１号

平成18年3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１

７１番地

理事長 佐藤芳明

20 認知症対応型共同生活介護 670102169 人生の楽園

山形県山形市風間字北向１２６

１番１

平成18年3月30日 9 有限会社エーペック

山形県山形市風間字北向１２

６１番１

代表取締役 海藤恒年

21 認知症対応型共同生活介護 670400530 グループホームピュアグローブ

山形県米沢市通町二丁目５番６

２号

平成13年3月29日 9 特定非営利活動法人米沢清友会

山形県米沢市三沢２６１０６番

地１４

理事長 大塚正紀

22 認知症対応型共同生活介護 670400746 グループホーム ピュアフォレスト

山形県米沢市三沢２６１０６番地

１４

平成15年3月28日 18 特定非営利活動法人米沢清友会

山形県米沢市三沢２６１０６番

地１４

理事長 大塚正紀

23 認知症対応型共同生活介護 670700954 あった家きゃっと

山形県鶴岡市藤島字笹花４８－

１２

平成18年3月31日 9 有限会社キャットハンドサービス

山形県酒田市高砂3丁目8番35

号

代表取締役 柏倉二三子

24 認知症対応型共同生活介護 670801125 グループホームふれんど 山形県酒田市古湊町９番８号 平成18年3月20日 18 株式会社ふれんど

山形県酒田市古湊町９番１０

号

代表取締役 金内邦彦

25 認知症対応型共同生活介護 671100337 グループホーム大手町 山形県新庄市大手町２番８３号 平成16年2月25日 18 ふるさと企画有限会社 山形県新庄市鳥越1821番地 代表取締役 佐藤　篤
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26 認知症対応型共同生活介護 671200210

寒河江やすらぎの里認知症高齢者

グループホーム

山形県寒河江市寒河江本楯二

丁目２４番地１

平成14年3月28日 18 社会福祉法人妙光福祉会

山形県山形市蔵王上野字南坂

９２０番地

理事長 柳生法雄

27 認知症対応型共同生活介護 671300333 グループホーム笑顔

山形県上山市弁天二丁目２番４

５号

平成18年3月22日 18 医療法人社団みゆき会

山形県上山市弁天二丁目２番

１１号

理事長 原田順二

28 認知症対応型共同生活介護 671400281 グループホーム香紅の里

山形県村山市楯岡俵町２０番１

９号

平成18年3月30日 18 医療法人社団緑愛会

山形県東置賜郡川西町下奥田

字穴澤平３７９６番地２０号

理事長 湖山聖道

29 認知症対応型共同生活介護 671500254

グループホーム「さくらの家」指定認

知症対応型共同生活介護事業所

山形県長井市平山９１１番２１ 平成13年11月26日 18 有限会社さくら商会

山形県長井市平山字渡り２７８

３番地４

代表取締役社長 菅野康夫

30 認知症対応型共同生活介護 671500288 グループホームリバーヒル長井

山形県長井市寺泉３０８１番地２

１

平成15年9月29日 18 社会福祉法人長井弘徳会

山形県長井市寺泉３５２５番地

１

理事長 太田慎一

31 認知症対応型共同生活介護 671600328

ケアステーション２１清池（グループ

ホーム）

山形県天童市清池３８番地の３ 平成14年11月18日 18 株式会社東北福祉サービス 山形県山形市嶋南１－１０－７ 代表取締役 松田浩二

32 認知症対応型共同生活介護 671600427

ハートステーション西原（グループ

ホーム）

山形県天童市乱川１５７９番地５

３

平成16年4月6日 18 株式会社東北福祉サービス 山形県山形市嶋南１－１０－７ 代表取締役 松田浩二

33 認知症対応型共同生活介護 671600484

ライフステーション寺津（グループ

ホーム）

山形県天童市藤内新田字天神

塚２０６番４

平成16年11月26日 9 株式会社東北福祉サービス 山形県山形市嶋南１－１０－７ 代表取締役 松田浩二

34 認知症対応型共同生活介護 671900298 グループホームゆらり

山形県南陽市椚塚１８９６番地１

３号

平成17年1月28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

35 認知症対応型共同生活介護 672200177 グループホームメルヘン

山形県東村山郡山辺町大寺１１

３２番５

平成12年3月27日 54 社会福祉法人悠愛会

山形県東村山郡山辺町大寺１

１５２番地の４

理事長 大島扶美

36 認知症対応型共同生活介護 672200276

ライトステーション中山（グループ

ホーム）

山形県東村山郡中山町土橋２２

番地１７

平成17年12月27日 18 株式会社東北福祉サービス 山形県山形市嶋南１－１０－７ 代表取締役 松田浩二

37 認知症対応型共同生活介護 672300373 グループホームあじさい

山形県西村山郡大江町本郷丁１

０番地の１

平成15年10月28日 9 特定非営利活動法人あじさい

山形県西村山郡大江町本郷丁

１０番地の１

代表理事 伊藤昌子

38 認知症対応型共同生活介護 672300381 グループホーム　かほく

山形県西村山郡河北町谷地字

砂田２０７－１

平成16年7月12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１

７１番地

理事長 佐藤芳明

39 認知症対応型共同生活介護 672300431 グループホームあさひ

山形県西村山郡朝日町宮宿３２

０番地の６

平成18年3月8日 18 山形小木医科器械株式会社

山形県山形市北町三丁目８番

２０号

代表取締役 佐藤俊朗

40 認知症対応型共同生活介護 673000469 グループホームふじの花荘

山形県鶴岡市藤の花一丁目１８

番地１

平成14年2月27日 9 社会福祉法人ふじの里

山形県鶴岡市藤の花一丁目１

８番地１

理事長 成澤　辰己

41 認知症対応型共同生活介護 673000477 グループホーム「ひまわりの丘」

山形県東田川郡庄内町松陽一

丁目１番地６

平成14年3月26日 18 医療法人徳洲会

大阪府大阪市北区梅田一丁目

３番１－１２００号

理事長 徳田　虎雄

42 認知症対応型共同生活介護 673000493 グループホームのんき

山形県東田川郡三川町猪子字

下堀田２３０番地１

平成14年9月13日 18 有限会社和のどか

山形県東田川郡三川町猪子字

下堀田２３０番地１

代表取締役 伊藤　裕子

43 認知症対応型共同生活介護 673000634 あっとホームのんき

山形県東田川郡三川町猪子字

大堰端３３６番地

平成16年12月20日 18 有限会社和のどか

山形県東田川郡三川町猪子字

下堀田２３０番地１

代表取締役 伊藤　裕子

44 認知症対応型共同生活介護 673000659 グループホームやまゆり

山形県東田川郡庄内町狩川字

小縄３番３

平成17年6月10日 18 株式会社狩川佐藤組

山形県東田川郡庄内町狩川字

東興屋８０番地の１

代表取締役 佐藤良一

45 認知症対応型共同生活介護 673000683 グループホームみかわ

山形県東田川郡三川町青山字

筬元２２番１

平成17年9月16日 18 社会福祉法人さくら福祉会

山形県飽海郡松山町中牧田字

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 673100087 グループホームねずがせき

山形県鶴岡市鼠ケ関字横路９番

３号

平成16年8月13日 18 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

47 認知症対応型共同生活介護 673200416 グループホームまつやま 山形県酒田市西田１２番５ 平成17年8月30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１

７１番地

理事長 佐藤芳明

48 認知症対応型共同生活介護 691500037

グループホームリバーヒル長井おり

づる

山形県長井市中道2-2-37 平成20年4月25日 9 社会福祉法人長井弘徳会 山形県長井市寺泉3525-1 理事長 太田慎一

49 認知症対応型共同生活介護 692600042 グループホーム新緑の丘

山形県東置賜郡川西町下奥田

字穴澤平３７９６番地６５号

平成24年2月1日 18 社会福祉法人緑愛会

山形県東置賜郡川西町下奥田

字穴澤平３７９６番地６５号

理事長 湖山泰成


