
社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業の実施法人一覧表

【大崎圏域】 令和３年４月１日現在

社会福祉法人大崎福祉会 特別養護老人ホーム　大崎ホーム H12.4.12～ 大崎市古川下中目字赤山廻51 0229-23-9831

〃 デイサービスセンター　おおさき 〃 大崎市古川下中目字赤山廻50 0229-23-9888

社会福祉法人大崎誠心会 特別養護老人ホーム　寿楽苑 H13.3.27～ 大崎市古川小野字座上蝦沢57 0229-28-1600

〃 寿楽苑デイサービスセンター 〃 〃 0229-28-3293

社会福祉法人永楽会 特別養護老人ホーム　百才館 H24.7.1～ 大崎市三本木字大豆坂24-3 0229-53-1261

〃 特別養護老人ホーム　第２百才館 H24.7.1～ 大崎市三本木字大豆坂24-3 0229-53-1261

〃 福祉施設百才館デイサービスセンター H24.7.1～ 大崎市三本木字大豆坂24-3 0229-53-1261

〃 福祉施設百才館ヘルパーステーションえいらく H24.7.1～ 大崎市三本木字大豆坂24-3 0229-53-1262

社会福祉法人加美玉造福祉会 特別養護老人ホーム　岩出の郷 H17.10.1～ 大崎市岩出山字下川原町84-4 0229-72-1201

〃 特別養護老人ホーム　りんどう苑 H17.10.1～ 大崎市鳴子温泉大口字石ノ梅33 0229-84-7451

〃 川渡デイサービスセンター H17.10.1～ 大崎市鳴子温泉大口字石ノ梅33 0229-84-7451

社会福祉法人田尻福祉会 特別養護老人ホーム　かごぼうの里 H12.10.13～ 大崎市田尻通木字中崎東24-2 0229-38-1203
社会福祉法人大崎市社会福祉協議会 古川ヘルパーステーション H18.7.1～ 大崎市古川北稲葉2-2-10 0229-91-8215

〃 鳴子ヘルパーステーション H18.7.1～ 大崎市鳴子温泉末沢1 0229-83-2870

〃 岩出山あったか村ヘルパーステーション H18.7.1～ 大崎市岩出山字下川原町100-8 0229-72-4865

〃 松山ヘルパーステーション H18.7.1～ 大崎市松山千石字広田11 0229-55-4546

〃 鹿島台ヘルパーステーション H18.7.1～ 大崎市鹿島台平渡字上敷19-7 0229-56-9400

〃 古川中央デイサービスセンター H18.7.1～ 大崎市古川三日町2-5-1 0229-24-5161

〃 古川南デイサービスセンター H18.7.1～ 大崎市古川小稲葉町8-20 0229-21-1201

〃 古川西部デイサービスセンター H18.7.1～ 大崎市古川保柳字中江1-8 0229-26-4400

〃 古川大宮デイサービスセンター H18.7.1～ 大崎市古川大宮7-2-3 0229-21-3105

〃 古川福寿館デイサービスセンター H18.7.1～ 大崎市古川大宮7-2-3 0229-21-3106

〃 鳴子デイサービスセンター H18.7.1～ 大崎市鳴子温泉末沢1 0229-82-3012

〃 オニコウベデイサービスセンター H18.7.1～ 大崎市鳴子温泉鬼首字宮沢53-1 0229-86-2727

〃 岩出山あったか村デイサービスセンター H18.7.1～ 大崎市岩出山字下川原町100-8 0229-72-5051

〃 松山デイサービスセンター H18.7.1～ 大崎市松山千石字広田11 0229-55-4546

〃 鹿島台デイサービスセンターゆうゆう館 H18.7.1～ 大崎市鹿島台平渡字上敷19-7 0229-56-9413

〃 鹿島台大迫デイサービスセンター H18.7.1～ 大崎市鹿島台大迫字石竹81番24号 0229-57-1223 所在地変更H26.5.1

〃 特別養護老人ホーム　楽々楽館 H23.5.2～ 大崎市古川保柳字中江5-2 0229-36-1201

〃 短期入所生活介護施設楽々楽館 H18.7.1～ 大崎市古川保柳字中江5-2 0229-36-1115

〃 特別養護老人ホーム　敬風園 H18.7.1～ 大崎市鹿島台平渡字上敷19-7 0229-56-9400

〃 田尻ヘルパーステーション H21.1.15～ 大崎市田尻沼部字富岡166 0229-38-1216

〃 田尻デイサービスセンター H27.5.1～ 大崎市古川三日町2-5-1 0229-39-3090

社会福祉法人ウィンズライフ ウィンズの森離宮特別介護老人ホーム H27.2.11～ 大崎市古川稲葉2-4-24 0229-25-5200

〃 ウィンズの森離宮星のラウンジ H27.3.1～ 大崎市古川稲葉2-4-24 0229-25-5200

社会福祉法人悠悠会 地域密着型特別養護老人ホーム　悠縁 H30.4.1～ 大崎市田尻字御蔵11番地1 0229-87-5120

社会福祉法人色麻町社会福祉協議会 色麻町社協指定訪問介護事業所 H18.4.1～ 色麻町四竃字杉成27-2 0229-66-1711

〃 色麻町デイサービスセンター H18.4.1～ 色麻町四竃字杉成27-2 0229-65-5678

社会福祉法人 宮城福祉会 特別養護老人ホーム　芍薬の里色麻 H25.5.17～ 色麻町四竃字東原1-4 0229-65-5510

社会福祉法人 加美玉造福祉会 特別養護老人ホーム　青風園 H17.10.1～ 加美町菜切谷字原16-54 0229-63-5519

〃 特別養護老人ホーム　やくらいサンホーム H17.10.1～ 加美町字中原南143 0229-67-7230

〃 小野田デイサービスセンター H17.10.1～ 加美町字中原南143 0229-67-7230

社会福祉法人加美町社会福祉協議会 加美町社協ヘルパーステーション H18.10.1～ 加美町字北寺宿41番地3 0229-68-1125

〃 中新田ヘルパーステーション H18.4.1～ 加美町字町裏320番地 0229-63-5956

〃 中新田デイサービスセンター 〃 加美町字町裏320番地 0229-63-2955

〃 小野田西部デイサービスセンター 〃 加美町字田中浦56番地 0229-68-1211

備　　考事業所名 適用年月日法人名 事業所の所在地 電話番号軽減する介護保険サービスの種類

短期入所生活介護，介護福祉施設サービス
通所介護

短期入所生活介護，介護福祉施設サービス
通所介護

短期入所生活介護，介護福祉施設サービス
短期入所生活介護，介護福祉施設サービス

通所介護
訪問介護

短期入所生活介護，介護福祉施設サービス
短期入所生活介護，介護福祉施設サービス

通所介護
短期入所生活介護，介護福祉施設サービス

訪問介護
訪問介護
訪問介護
訪問介護
訪問介護
通所介護
通所介護
通所介護
通所介護

認知症対応型通所介護

通所介護
通所介護

短期入所生活介護
短期入所生活介護，介護福祉施設サービス

訪問介護
通所介護

介護福祉施設サービス

通所介護
通所介護
通所介護
通所介護

短期入所生活介護，介護福祉施設サービス

訪問介護，通所介護，短期入所生活介護，介
護福祉施設サービス

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
訪問介護
通所介護

短期入所生活介護，介護福祉施設サービス
短期入所生活介護，介護福祉施設サービス
短期入所生活介護，介護福祉施設サービス

通所介護
訪問介護
訪問介護
通所介護
通所介護



〃 宮崎デイサービスセンター 〃 加美町宮崎字屋敷7番45番地1 0229-69-5636

社会福祉法人みやぎ会 特別養護老人ホーム　みやざき H20.6.1～ 加美町宮崎字屋敷七番29番 0229-68-2201

〃 デイサービスセンターにこトピア加美 H24.3.1～ 加美町字町裏八番70－1 0229-64-1022

〃 地域密着型特別養護老人ホームにこトピアいわで R3.4.1～ 大崎市岩出山字浦小路44番地 0229-87-5429

社会福祉法人 涌谷町社会福祉協議会 特別養護老人ホーム　ゆうらいふ H17.10.1～ 涌谷町涌谷字新下町浦192 0229-43-6661

社会福祉法人 向陽会 特別養護老人ホーム　万葉苑わくや H28.5.1～ 涌谷町上群字上群沢4-1 0229-43-6411

社会福祉法人 南郷福祉会 特別養護老人ホーム　いなほの里 H12.5.1～ 美里町南郷木間塚字原田7 0229-58-0996

〃 南郷町デイサービスセンター 〃 〃 0229-58-0996

〃 南郷町ホームヘルパーステーション 〃 〃 0229-58-0996

通所介護

訪問介護

通所介護

短期入所生活介護，介護福祉施設サービス

通所介護

介護福祉施設サービス

介護福祉施設サービス

短期入所生活介護，介護福祉施設サービス

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護


