
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

【青葉区】 令和４年１０月１８日現在

社会福祉法人庄慶会 特別養護老人ホーム　洛風苑 H12.10.19～ 青葉区芋沢字新田56－2 022-394-4555

社会福祉法人仙台市社会事業協会 特別養護老人ホーム　仙台楽生園 H12.10.20～ 青葉区葉山町8－1 022-273-4910

〃 葉山デイサービスセンター 〃 〃 022-233-4930

〃 葉山地域包括サービスステーション葉山ヘルパーセンター H18.7.1～ 〃 022-273-4918

〃 楽園デイサービスセンター R3.6.1～ 〃 022-273-4930

社会福祉法人共和会 特別養護老人ホーム　思行園 H12.10.12～ 青葉区大倉字大原新田26-12 022-393-2061

〃 おおくらデイサービスセンター H12.10.1～ 〃 〃

社会福祉法人自生会 特別養護老人ホーム　自生苑 H12.10.23～ 青葉区芋沢字青野木581-1 022-394-4621

〃 特別養護老人ホーム　自生苑サテライト H24.1.1～ 青葉区芋沢字青野木531-4 022-397-9916

社会福祉法人仙台キリスト教育院 特別養護老人ホーム　シオンの園 H12.10.20～ 青葉区小松島新堤7-1 022-233-3293

〃 小松島デイサービスセンター 〃 〃 022-233-3293

社会福祉法人青葉福祉会 特別養護老人ホーム　アルテイル青葉 H12.10.20～ 青葉区荒巻字三居沢1－16 022-214-0185

〃 三居沢デイサービスセンター 〃 青葉区荒巻字三居沢1－5 022-214-7112

〃 特別養護老人ホーム　アルテイル宮町 H23.10.1～ 青葉区宮町1丁目4番47号 022-224-6085

〃 八幡デイサービスセンター R2.7.1～ 青葉区八幡4-7-6 022-341-1405

社会福祉法人無量壽会 特別養護老人ホーム　寶樹苑 H12.10.24～ 青葉区双葉ヶ丘2-9-2 022-275-3786

〃 老人短期入所施設　清涼苑 〃 〃 022-275-3786

〃 双葉ヶ丘デイサービスセンター 〃 〃 022-275-3624

社会福祉法人すばる 特別養護老人ホーム　ふたばの杜 H27.4.1～ 青葉区双葉ヶ丘1-42-6 022-344-8581

社会福祉法人大石ヶ原会 特別養護老人ホーム　大石原苑 H12.10.25～ 青葉区南吉成7-14-1 022-719-1717

〃 南吉成デイサービスセンター 〃 〃 022-719-1613

〃 南吉成ヘルパーステーション H29.4.1～ 〃 022-719-1720

〃 地域密着型特別養護老人ホームサテライト大石原苑 H27.4.1～ 青葉区荒巻字仁田谷地1番1 022-719-1816

社会福祉法人東北福祉会 特別養護老人ホーム　リベラ荘 H12.11.16～ 青葉区国見ヶ丘7-141-9 022-277-1122

〃 せんだんの杜訪問介護事業所 H13.5.1～ 〃 〃

〃 せんだんの杜短期入所生活介護事業所 〃 〃 022-277-1122

〃 せんだんの杜国見ヶ丘通所介護事業所 〃 〃 022-277-1133

〃 せんだんの杜中山通所介護事業所（一般型） H14.5.1～ 青葉区中山4-2-26 022-277-0712

〃 せんだんの杜中山通所介護事業所（痴呆型） 〃 青葉区中山4-5-10 〃

〃 せんだんの杜国見通所介護事業所 H14.5.31～ 青葉区国見2-5-35 022-727-8830

〃 せんだんの杜川平通所介護事業所 H15.5.30～ 青葉区川平4-23-27 022-303-2506

〃 せんだんの杜より道通所介護事業所 H17.8.1～ 青葉区川平3-31-30 022-277-7881

〃 特別養護老人ホーム　せんだんの里 H13.4.1～ 青葉区国見ヶ丘6-149-1 022-303-7552

〃 せんだんの里ショートステイ H13.4.1～ 青葉区国見ヶ丘6-149-1 022-303-7563

〃 せんだんの里デイサービス H13.4.1～ 青葉区国見ヶ丘6-149-1 022-303-7565

〃 せんだんの里国見ヶ丘３丁目デイサービス H13.4.1～ 青葉区国見ヶ丘6-149-1 022-303-7332
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〃 特別養護老人ホーム　せんだんの館 H16.12.1～ 青葉区水の森3-43-10 022-303-0371

〃 せんだんの館ショートステイ H16.12.1～ 〃 〃

〃 せんだんの館デイサービス H16.12.1～ 〃 〃

社会福祉法人国見会 特別養護老人ホーム　国見苑 H12.11.14～ 青葉区国見6-40-35 022-233-9235

〃 国見デイサービスセンター H18.4.1～ 〃 022-233-7776

〃 デイサービスセンター陽だまりの家 H29.4.1～ 青葉区愛子中央5丁目8-41 022-302-9230

社会福祉法人仙台市社会福祉協議会 仙台市台原デイサービスセンター H12.10.26～ 青葉区台原森林公園1-3 022-233-3901

社会福祉法人こーぷ福祉会 こーぷのお家桜ヶ丘デイサービスセンター H12.11.2～ 青葉区桜ヶ丘2-20-1 022-303-2021

〃 こーぷのお家桜ヶ丘ヘルパーステーション 〃 〃 〃

〃 こーぷのお家桜ヶ丘定期巡回ケアステーション R3.5.27～ 〃 022-719-1275

〃 こーぷなごみの杜桜ヶ丘ショートステイ R3.6.1～ 青葉区水の森3丁目40番20号 022-779-7031

社会福祉法人大樹 デイサービスセンターほくと苑 H14.10.15～ 青葉区新坂町6－11 022-727-2525

〃 特別養護老人ホーム　せんじゅ H24.10.15～ 青葉区西勝山14-10 022-277-9455

社会福祉法人信和会 訪問介護センター　クローバーズ・ピアワッセ H15.7.25～ 青葉区北根黒松2-5 022-727-8907

社会福祉法人仙台福祉サービス協会 青葉ヘルパーステーション H18.4.1～ 青葉区木町通2-3-22 022-728-6120

〃 荒巻ヘルパーステーション H18.4.1～ 青葉区荒巻神明町26-1 022-727-9355

社会福祉法人敬寿会 特別養護老人ホーム　仙台敬寿園 H19.3.1～ 青葉区下愛子字田中3-1 022-302-8338

〃 介護付有料老人ホーム　アルカディア仙台敬寿園 H29.2.1～ 青葉区八幡6丁目9-15 022-718-3881

社会福祉法人七日会 特別養護老人ホーム　せんだい郷六の杜 H28.5.1～ 青葉区郷六字出戸2番地 022-395-5633

社会福祉法人幸生会 地域密着型特別養護老人ホーム　栗生ハウス H24.10.1～ 青葉区栗生１丁目24-2 022-391-0571

社会福祉法人陽光福祉会 特別養護老人ホーム　エコーが丘 H20.4.15～ 青葉区芋沢字横前1-1 022-394-7711

〃 特別養護老人ホーム　エコーが丘 H20.5.1～ 青葉区芋沢字横前1-1 022-394-7711

〃 おおさわデイサービスセンター H20.5.1～ 青葉区芋沢字横前1-1 022-394-7711

社会福祉法人グラディーレ 特別養護老人ホーム　青葉の郷 R2.4.1～ 青葉区荒巻字青葉519番1162 022-229-7890

社会福祉法人大石ヶ原会 特別養護老人ホーム青葉ふるさと村 R2.4.1～ 青葉区南吉成６－６－８ 022-725-6530

〃 特別養護老人ホーム青葉ふるさと村 R2.4.1～ 青葉区南吉成６－６－８ 022-725-6530

〃 特別養護老人ホーム青葉ふるさと村 R2.4.1～ 青葉区南吉成６－６－８ 022-725-6530

社会福祉法人湖星会 特別養護老人ホームスターレイク仙台 R3.12.1～ 青葉区錦町1丁目8-10 022-290-1360

社会福祉法人大樹 特別養護老人ホームせんじゅ　ユニット型 R4.6.1～ 青葉区西勝山14-10 022-277-9455

〃 特別養護老人ホームせんじゅ　従来型 R4.6.1～ 青葉区西勝山14-10 022-277-9455
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