
令和元年度　地域密着型サービス外部評価免除決定事業所一覧

NO 事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 法人等の名称 法人等の所在地 代表者職名 代表者氏名 指定年月日 定員

1 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 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 平成18年4月1日 36

2 670101161 フラワー小姓町 山形県山形市小姓町７番１５号 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 平成18年4月1日 27

3 670101179 オークランドホーム荒楯町さくら苑 山形県山形市荒楯町二丁目１８番７号 オークランドホーム株式会社 山形県山形市南原町三丁目２０番２７号 代表取締役 古原　武男 平成18年4月1日 18

4 670101476 グループホームはなみずき 山形県山形市深町一丁目９番１４号 株式会社ケアセンターはなみずき 山形県山形市深町一丁目９番１４号 代表取締役 阿部　潤子 平成18年4月1日 18

5 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 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 平成18年4月1日 18

6 670101674 オークランドホーム南原町木洩れ陽 山形県山形市南原町三丁目１１番１号 オークランドホーム株式会社 山形県山形市南原町三丁目２０番２７号 代表取締役 古原　武男 平成18年4月1日 9

7 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 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 平成18年4月1日 18

8 670102136 グループホーム北山形 山形県山形市宮町一丁目７番１１号 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　正視 平成18年3月27日 18

9 670102169 人生の楽園 山形県山形市風間字北向１２６１番１ 有限会社エーペック 山形県山形市風間字北向１２６１番１ 代表取締役 海藤　恒年 平成18年3月30日 9

10 670400738 さんゆうグループホーム ふぃりあ 山形県米沢市万世町桑山４６６０番地 株式会社三友医療 山形県米沢市徳町４番２６号 代表取締役 稲毛　葉子 平成18年4月1日 9

11 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 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 平成18年4月1日 27

12 670700426 グループホームひだまりの家 山形県鶴岡市茅原町２７番１号 医療法人社団みつわ会 山形県鶴岡市茅原町２６番２３号 理事長 尾形　直人 平成18年4月1日 36

13 670700954 あった家きゃっと 山形県鶴岡市藤島字笹花４８－１２ 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　敏行 平成18年3月31日 9

14 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 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 佐藤　潤一郎 平成18年4月1日 18

15 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 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 平成18年3月20日 18

16 671100337 グループホーム大手町 山形県新庄市大手町２番８３号 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 平成18年4月1日 18

17 671100444 認知症対応型共同生活介護グループホームふきのとう 山形県新庄市鳥越字駒場４５１９番２ 株式会社ケアネット徳洲会 東京都千代田区麹町二丁目３番地３号ＦＤＣ麹町ビル４階 代表取締役 深川　大功 平成18年3月29日 18

18 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 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 平成18年4月1日 18

19 671300333 グループホーム笑顔 山形県上山市弁天二丁目２番４５号 社会医療法人みゆき会 山形県上山市弁天二丁目２番１１号 理事長 武井　寛 平成18年3月22日 18

20 671400281 グループホーム香紅の里 山形県村山市楯岡俵町２０番１９号 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 平成18年3月30日 18

21 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 有限会社さくら商会 山形県長井市平山字渡り２７８３番地４ 代表取締役 梅津　徹 平成18年4月1日 18

22 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２１ 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 武田　公一郎 平成18年4月1日 18

23 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 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 平成18年4月1日 18

24 671900231 こぶし荘認知症高齢者グループホームこぶしの家 山形県南陽市川樋５０８番地 社会福祉法人南陽恵和会 山形県南陽市川樋５０８番地 理事長 遠藤　東一朗 平成18年4月1日 9

25 672200177 グループホームメルヘン 山形県東村山郡山辺町大寺１１３２番５ 社会福祉法人悠愛会 山形県東村山郡山辺町大寺１１５２番地の４ 理事長 大島　扶美 平成18年4月1日 54

26 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 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　正視 平成18年4月1日 18

27 672300431 グループホームあさひ 山形県西村山郡朝日町宮宿３２０番地の６ 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 代表取締役社長 佐藤　一 平成18年4月1日 18
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28 672500436 最上町認知症高齢者グループホームやすらぎの家 山形県最上郡最上町向町６４番地の３ 最上町 山形県最上郡最上町向町６４４番地 最上町長 高橋　重美 平成18年4月1日 9

29 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 社会福祉法人ふじの里 山形県鶴岡市藤の花一丁目１８番地１ 理事長 成澤　辰己 平成18年4月1日 9

30 673000550 グループホームかたくり荘 山形県鶴岡市熊出字東村１５７番地の２ 社会福祉法人朝日ぶなの木会 山形県鶴岡市熊出字東村１５７番地の２ 理事長 伊藤　恒彦 平成18年4月1日 9

31 673000642 認知症高齢者グループホームなごみ 山形県鶴岡市羽黒町赤川字熊坂４７番３ 特定非営利活動法人大地 山形県鶴岡市羽黒町赤川字熊坂４７番３ 代表理事 田辺　省二 平成18年4月1日 18

32 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 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 平成18年4月1日 18

33 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 株式会社ＭＳＣ 山形県酒田市新井田町１５番２１号 代表取締役 佐藤　早苗 平成27年10月1日 18

34 673200416 グループホームまつやま 山形県酒田市西田１２番５ 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　正視 平成18年4月1日 18

35 690100284 ねむの家金井 山形県山形市志戸田１６８５番地１ 株式会社　合歓の家 山形県山形市青田南6番13号西田ビル2階 代表取締役 土屋　和彦 平成23年4月1日 18

36 690400080 グループホームあすなろ窪田 山形県米沢市窪田町窪田１４２１番地の１ 特定非営利活動法人あすなろの会 山形県米沢市窪田町窪田１４００番地 理事長 鈴木　睦夫 平成21年6月1日 9

37 690700133 グループホームなな草 山形県鶴岡市外内島字石名田８２番２３号 ぷらすはーと株式会社 山形県鶴岡市神明町１５番１５号 代表取締役 成田　英俊 平成24年3月30日 9

38 690700174 グループホームはちもり 山形県鶴岡市三瀬字菖蒲田６４番２ 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会 山形県鶴岡市泉町５番３０号 会長 山木　知也 平成26年3月31日 9

39 690800297 グループホームライフケア黒森 山形県酒田市黒森字葭葉山５４番１０ 社会福祉法人正覚会 山形県酒田市黒森字葭葉山５４番１０ 理事長 池田　美千代 平成26年4月1日 9

40 691100051 グループホーム大手町　和心 山形県新庄市大手町１番２５号 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 平成21年11月1日 18

41 691300065 グループホームながすず 山形県上山市長清水二丁目５番１９号 社会福祉法人みゆき福祉会 山形県上山市牧野字清水２１－１ 理事長 三沢　邦昭 平成26年3月31日 18

42 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 社会福祉法人長井弘徳会 山形県長井市寺泉3525-1 理事長 武田　公一郎 平成20年4月25日 9

43 691700041 ニチイケアセンター神町 山形県東根市神町東一丁目１６番５８号 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地 代表取締役 森　信介 平成22年4月1日 18

44 691900062 グランデージあすなろ川樋 山形県南陽市新田５７７ 特定非営利活動法人あすなろの会 山形県米沢市窪田町窪田１４００番地 理事長 鈴木　睦夫 平成24年4月1日 9

45 692300056 認知症対応型共同生活介護　グループホームこころ 山形県西村山郡河北町溝延字本丸８－１ 社会医療法人みゆき会 山形県上山市弁天二丁目２番１１号 理事長 武井　寛 平成22年4月1日 18

46 692400021 もも太郎さん（大石田） 山形県北村山郡大石田町桂木町2-3 株式会社ジェイバック 福島県郡山市喜久田町卸三丁目２４番地 代表取締役 平山　浩之 平成20年7月9日 18

47 692600018 グループホーム三友たかはた 山形県東置賜郡高畠町高畠1181番地3 株式会社三友医療 山形県米沢市徳町４番２６号 代表取締役 稲毛　葉子 平成22年3月29日 18

48 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 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 平成24年2月1日 18

49 693000051 グループホームほなみ家 山形県東田川郡庄内町余目字四ツ興野１２３番地 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 平成22年9月30日 18
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