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宮1349 Ｍ居宅支援001 0410310023 塩竈市 塩竈市立病院 985-0054 塩竈市香津町７番１号 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1350 Ｍ居宅支援002 0410810139 医療法人安達同済会 医療法人安達同済会同済病院 981-1522 角田市佐倉字上土浮　２ 平成12年11月01日 平成12年11月01日 ● ◎

宮1351 Ｍ居宅支援003 0410910442 公益財団法人宮城厚生協会
公益財団法人宮城厚生協会坂
総合クリニック

985-0835 多賀城市下馬二丁目１３番７号 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1352 Ｍ居宅支援004 0411310220 公益財団法人宮城厚生協会
公益財団法人宮城厚生協会くり
こまクリニック

989-5301
栗原市栗駒岩ケ崎上小路１５３
番地

平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1353 Ｍ居宅支援005 0412210866 みやぎ県南医療生活協同組合
みやぎ県南医療生活協同組合
しばた協同クリニック

989-1607
柴田郡柴田町船岡新栄四丁目
４番地１

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1354 Ｍ居宅支援006 0412710360 黒川地域行政事務組合理事会 公立黒川病院 981-3621 黒川郡大和町吉岡字西桧木６０ 平成18年10月01日 平成18年10月01日 ● ◎

宮1355 Ｍ居宅支援007 0440240703 有限会社キクユウ薬局 有限会社キクユウ薬局 986-0033 石巻市美園三丁目１番地１０ 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1356 Ｍ居宅支援008 0450280060 医療法人海邦会
医療法人海邦会介護老人保健
施設長山

987-1222 石巻市広渕字長山２００ 平成22年03月01日 平成22年03月01日 ● ◎

宮1357 Ｍ居宅支援009 0450280086 医療法人社団健育会 介護老人保健施設しおん 986-0015 石巻市吉野町一丁目７番１号 平成26年04月01日 平成26年04月01日 ● ◎

宮1358 Ｍ居宅支援010 0450380027 社会福祉法人大和福壽会 介護老人保健施設やまと塩竈 985-0087 塩竈市伊保石２０番地１ 平成13年06月12日 平成13年06月12日 ● ◎

宮1359 Ｍ居宅支援011 0450580014 医療法人くさの実会 老人保健施設リバーサイド春圃 988-0076 気仙沼市舘山一丁目１番４３号 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1360 Ｍ居宅支援012 0451280028 登米市 登米市立豊里老人保健施設 987-0364
登米市豊里町土手下１０４番地
１

平成30年01月15日 平成30年01月15日 ● ◎

宮1361 Ｍ居宅支援013 0451380018 医療法人社団畑山医院
介護老人保健施設高森ロマン
ホーム

987-2247 栗原市築館下高森１２４番地１ 平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1362 Ｍ居宅支援014 0451580039 医療法人而成会
介護老人保健施設ヒューマンシ
ティ松山

987-1304 大崎市松山千石字広田３５番地 平成16年07月01日 平成16年07月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1363 Ｍ居宅支援015 0452280019 医療法人社団光友会 アルパイン川崎 989-1501
柴田郡川崎町大字前川字北原
５９番６号

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1364 Ｍ居宅支援016 0452380017 医療法人財団明理会
介護老人保健施設丸森ロイヤ
ルケアセンター

981-2152 伊具郡丸森町鳥屋９－２ 平成14年11月12日 平成14年11月12日 ● ◎

宮1365 Ｍ居宅支援017 0452680028 医療法人財団明理会
老人保健施設利府仙台ロイヤ
ルケアセンター

981-0114
宮城郡利府町新中道二丁目１
番地１

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1366 Ｍ居宅支援018 0460390016 公益財団法人宮城厚生協会
公益財団法人宮城厚生協会ケ
アステーションしおかぜ

985-0085 塩竈市庚塚１－３ 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1367 Ｍ居宅支援019 0460390024
公益社団法人宮城県塩釜医師
会

塩釜医師会訪問看護ステーショ
ン

985-0024 塩竈市錦町７番１０号 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1368 Ｍ居宅支援020 0461390015 公益社団法人宮城県看護協会
公益社団法人宮城県看護協会
栗原訪問看護ステーション

987-2216
栗原市築館伊豆二丁目７番１７
号

平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎
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宮1369 Ｍ居宅支援021 0461590085 医療法人社団健育会
医療法人社団健育会大崎ひま
わり訪問看護ステーション

989-6154
大崎市古川三日町２丁目３番４
３号

平成26年07月01日 平成26年07月01日 ● ◎

宮1370 Ｍ居宅支援022 0461690026 有限会社あおい
あおい訪問看護ステーション富
谷

981-3311 富谷市富谷一枚沖１０番地 平成28年10月10日 平成26年06月01日 ● ◎

宮1371 Ｍ居宅支援023 0470200015 社会福祉法人和仁福祉会 稲井居宅介護支援事業所 986-0005 石巻市大瓜字箕輪１７番地 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1372 Ｍ居宅支援024 0470200023 医療法人社団健育会
医療法人社団健育会中央介護
支援センター

986-0859
石巻市大街道西三丁目１番２８
号

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1373 Ｍ居宅支援025 0470200114 ぱんぷきん株式会社
ぱんぷきん介護センター石巻東
部ステーション

986-0805 石巻市大橋三丁目１番３号 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1374 Ｍ居宅支援026 0470200122 社会福祉法人つつじ会 石巻蛇田居宅介護支援センター 986-0861 石巻市蛇田字小斎６１番地１ 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1375 Ｍ居宅支援027 0470200163 医療法人社団仁明会
仁明会山下居宅介護支援事業
所

986-0875 石巻市末広町１番１号 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1376 Ｍ居宅支援028 0470200171 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター石巻 986-0033 石巻市美園三丁目３番地３ 平成13年04月13日 平成13年04月13日 ● ◎

宮1377 Ｍ居宅支援029 0470200387 アサヒサンクリーン株式会社 あさひ介護支援センター石巻 986-0815 石巻市中里３丁目５番５ 平成14年01月01日 平成14年01月01日 ● ◎

宮1378 Ｍ居宅支援030 0470200445 医療法人杏林会
居宅介護支援事業リハビリパー
ク花もよう

986-0805 石巻市大橋三丁目９番１号 平成14年07月01日 平成14年07月01日 ● ◎

宮1379 Ｍ居宅支援031 0470200551 医療法人社団仁明会
仁明会青葉居宅介護支援事業
所

986-0853
石巻市門脇字一番谷地５７番地
１８

平成15年08月01日 平成15年08月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1380 Ｍ居宅支援032 0470200775 社会福祉法人旭壽会 旭寿会ケアサポートセンター 987-1103 石巻市北村字庵ノ窪１番１ 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1381 Ｍ居宅支援033 0470200791 社会福祉法人東北福祉会
せんだんの杜ものう居宅介護支
援事業所

986-0313
石巻市桃生町中津山字八木４６
番地３

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1382 Ｍ居宅支援034 0470201112 社会福祉法人和仁福祉会 大森居宅介護支援事業所 986-0121 石巻市大森字内田１番地２８ 平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1383 Ｍ居宅支援035 0470201161
社会福祉法人石巻市社会福祉
協議会

石巻市社協介護プランセンター 986-0025 石巻市湊町一丁目１番９号 平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1384 Ｍ居宅支援036 0470201179
社会福祉法人石巻市社会福祉
協議会

石巻市社協介護プランセンター
渡波

986-2105 石巻市新成一丁目７番地１ 平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1385 Ｍ居宅支援037 0470201245
社会福祉法人石巻市社会福祉
協議会

石巻市社協介護プランセンター
河南桃生

986-0313
石巻市桃生町中津山字八木１５
７－１

平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1386 Ｍ居宅支援038 0470201252
社会福祉法人石巻市社会福祉
協議会

石巻市社協介護プランセンター
雄勝北上

986-0202 石巻市北上町橋浦字大須２１５ 平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1387 Ｍ居宅支援039 0470201286
社会福祉法人石巻市社会福祉
協議会

石巻市社協介護プランセンター
河北

986-0132
石巻市小船越字山畑４１７番地
５４

平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1388 Ｍ居宅支援040 0470201591 有限会社緑三松
有限会社緑三松ケアプランセン
ターひかり

986-0821 石巻市住吉町二丁目５番２３号 平成19年06月15日 平成19年06月15日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12
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宮1389 Ｍ居宅支援041 0470202003 有限会社畳石介護センター 畳石居宅介護支援センター 987-1221 石巻市須江字沢尻５５ 平成22年10月01日 平成22年10月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1390 Ｍ居宅支援042 0470202060 有限会社ペガサス薬局 ペガサス薬局介護センター 986-0814 石巻市南中里３丁目１６番２７号 平成23年02月15日 平成23年02月15日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1391 Ｍ居宅支援043 0470202102 有限会社しらさぎ苑 居宅介護支援事業所すえの丘 987-1221
石巻市須江字しらさぎ台三丁目
２１番地３

平成23年04月01日 平成23年04月01日 ● ◎

宮1392 Ｍ居宅支援044 0470202128 株式会社ケアーサービス希慈 居宅介護支援センター城慈 986-0132 石巻市小船越字二子北下８６ 平成23年05月15日 平成23年05月15日 ● ◎

宮1393 Ｍ居宅支援045 0470202151 株式会社明美会 ケアプランセンターうさぎ 986-0853 石巻市門脇字一番谷地１８－２ 平成23年07月01日 平成23年07月01日 ● ◎

宮1394 Ｍ居宅支援046 0470202193 有限会社やわらぎ介護センター やわらぎ居宅介護支援センター 986-0805 石巻市大橋三丁目４番地８ 平成24年01月01日 平成24年01月01日 ● ◎

宮1395 Ｍ居宅支援047 0470202219 株式会社福祉らぽーる デイサービス福寿の里 986-1111 石巻市鹿又字梅木屋敷３７番 平成29年05月01日 平成29年05月01日 ● ◎

宮1396 Ｍ居宅支援048 0470202268 ぱんぷきん株式会社
ぱんぷきん介護センター石巻西
部ステーション

986-0861
石巻市蛇田石巻市恵み野二丁
目１０番地１６

平成24年06月01日 平成24年06月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1397 Ｍ居宅支援049 0470202318 社会福祉法人向陽会 ケアセンター万葉苑 986-0866 石巻市茜平五丁目１番地７ 平成25年01月01日 平成25年01月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1398 Ｍ居宅支援050 0470202458 社会福祉法人一視同仁会 居宅介護支援センター花水木 986-1111 石巻市鹿又字八幡前１５番 平成25年08月01日 平成25年08月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1399 Ｍ居宅支援051 0470202532 有限会社さくらグリーン 居宅介護支援事業所「湊」 986-0026 石巻市大門町四丁目４番３８号 平成26年02月01日 平成26年02月01日 ● ◎

宮1400 Ｍ居宅支援052 0470202631 株式会社ほたるの宿 居宅介護支援事業所キャッツ 987-1102
石巻市和渕字北和渕二番２５番
地

平成26年06月01日 平成26年06月01日 ● ◎

宮1401 Ｍ居宅支援053 0470202649 医療法人社団仁明会
仁明会みなと居宅介護支援事
業所

986-0041 石巻市伊原津二丁目１番２号 平成26年06月01日 平成26年06月01日 ● ◎

宮1402 Ｍ居宅支援054 0470202730 医療法人啓仁会
医療法人啓仁会居宅介護支援
事業所ふかや

987-1222 石巻市広渕字焼巻２番地 平成27年04月01日 平成27年04月01日 ● ◎

宮1403 Ｍ居宅支援055 0470202748 社会福祉法人和仁福祉会 万石浦居宅介護支援事業所 986-2103 石巻市流留字沖３０番地３ 平成27年06月01日 平成27年06月01日 ● ◎

宮1404 Ｍ居宅支援056 0470202888 株式会社国土コンサルティング あん暖手ケアプランセンター 986-2135
石巻市渡波字上榎壇１２９番地
１

平成28年12月15日 平成28年12月15日 ● ◎

宮1405 Ｍ居宅支援057 0470202896 愛さんさんビレッジ株式会社 愛さんさん居宅介護石巻 986-0856
石巻市大街道南四丁目６番２０
号

平成29年02月01日 平成29年02月01日 ● ◎

宮1406 Ｍ居宅支援058 0470203001 合同会社ふくしひだまり 合同会社ふくしひだまり 987-1221 石巻市須江字糠塚前４８－２ 令和01年06月01日 令和01年06月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1407 Ｍ居宅支援059 0470300021
社会福祉法人塩釜市社会福祉
協議会

塩釜市社協指定居宅介護支援
事業所

985-0003 塩竈市北浜四丁目６番５２号 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1408 Ｍ居宅支援060 0470300146 医療法人菅野愛生会
指定居宅介護支援事業所グ
リーンヒルズ

985-0045 塩竈市西玉川町１番２８号 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎
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宮1409 Ｍ居宅支援061 0470300237 アースサポート株式会社 アースサポート塩釜 985-0026 塩竈市旭町１８番１３号 平成15年03月14日 平成15年03月14日 ● ◎

宮1410 Ｍ居宅支援062 0470300252 有限会社野田サポートハウス 野田サポートハウス 985-0042 塩竈市玉川三丁目８番１１号 平成15年05月30日 平成15年05月30日 ● ◎ ◎ ◎ R5.1

宮1411 Ｍ居宅支援063 0470300336
有限会社泉沢介護支援サービ
ス

有限会社泉沢介護支援サービ
ス

985-0062 塩竈市泉沢町１７番１５号 平成16年10月15日 平成16年10月15日 ● ◎ ◎ ◎ R5.1

宮1412 Ｍ居宅支援064 0470300427 社会福祉法人萩の里 萩の里介護支援センター 985-0066 塩竈市月見ケ丘６番１０号 平成18年07月14日 平成18年07月14日 ● ◎

宮1413 Ｍ居宅支援065 0470300468 医療法人財団五倫会 居宅介護支援事業所護療舎 985-0061
塩竈市清水沢四丁目３７番２０
号

平成19年03月15日 平成19年03月15日 ● ◎

宮1414 Ｍ居宅支援066 0470300492 合同会社地域ケア開発機構
サテライトケアセンター仙塩居宅
介護支援事業所

985-0045 塩竈市西玉川町１０番１号 平成19年11月01日 平成19年11月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.1

宮1415 Ｍ居宅支援067 0470300542 株式会社遊璃 ゆらり居宅介護支援事業所 985-0074 塩竈市一森山７番７号 平成20年10月01日 平成20年10月01日 ● ◎

宮1416 Ｍ居宅支援068 0470300591 株式会社紅葉 悠泉居宅介護支援事業所 985-0001 塩竈市新浜町二丁目１番３号 平成21年02月01日 平成21年02月01日 ● ◎

宮1417 Ｍ居宅支援069 0470300666 社会福祉法人千賀の浦福祉会 アーク・ケア清楽苑 985-0061 塩竈市清水沢一丁目１２番２号 平成22年06月01日 平成22年06月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.1

宮1418 Ｍ居宅支援070 0470300864 アポロキュアサービス株式会社 居宅介護支援センターひかり 985-0087 塩竈市伊保石６番地８ 平成26年05月15日 平成26年05月15日 ● ◎

宮1419 Ｍ居宅支援071 0470300898 有限会社インテリア工房ながい ながい居宅介護支援事業所 985-0052 塩竈市本町１０番８号 平成27年04月15日 平成27年04月15日 ● ◎

宮1420 Ｍ居宅支援072 0470300963 株式会社リツワ
ケアビレッジ塩竈ケアサービス
ステーション居宅介護支援事業
所

985-0061 塩竈市清水沢四丁目３９番１号 平成28年09月01日 平成28年09月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.1

宮1421 Ｍ居宅支援073 0470301011 株式会社ソーシャルライフプラス 株式会社ソーシャルライフプラス 985-0031 塩竈市石堂３番１５号 平成30年04月01日 平成30年04月01日 ● ◎

宮1422 Ｍ居宅支援074 0470301029 ＳＯＭＰＯケア株式会社
ＳＯＭＰＯケア仙塩居宅介護支
援

985-0024
塩竈市錦町５－１７　ポートタウ
ンカネショー１Ｆ

平成30年07月01日 平成30年07月01日 ● ◎

宮1423 Ｍ居宅支援075 0470301045
社会福祉法人やまとみらい福祉
会

ケアプランセンター東雲 985-0001 塩竈市新浜町２丁目２－４３ 令和01年10月01日 令和01年10月01日 ● ◎

宮1424 Ｍ居宅支援076 0470301078
株式会社メディカル・サイドポー
ト

にじいろ居宅介護支援事業所 985-0042 塩竈市玉川三丁目８番６号 令和03年06月01日 令和03年06月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.1

宮1425 Ｍ居宅支援077 0470500059 社会福祉法人なかつうみ会 恵潮苑在宅介護支援センター 988-0066 気仙沼市東新城二丁目２番の３ 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1426 Ｍ居宅支援078 0470500141
社会福祉法人キングス・ガーデ
ン宮城

キングスガーデン・ケアプランセ
ンター

988-0000 気仙沼市字岩月星谷６４番３ 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1427 Ｍ居宅支援079 0470500158 医療法人渓仁会 おおしまハーティケアセンター 988-0604 気仙沼市廻舘５５番地２ 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1428 Ｍ居宅支援080 0470500240 医療法人社団晃和会
居宅介護支援センターリンデン
バウムの杜

988-0066 気仙沼市東新城二丁目９番地１ 平成13年03月30日 平成13年03月30日 ● ◎
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宮1429 Ｍ居宅支援081 0470500406 株式会社ファースト・ケア あんしん館介護支援センター 988-0051 気仙沼市常楽２０３番地２ 平成17年05月13日 平成17年05月13日 ● ◎

宮1430 Ｍ居宅支援082 0470500430 社会福祉法人豊水会
みずなし介護センターケアマネ
ステーションまつかわ

988-0852 気仙沼市松川４１６番地１ 平成17年11月15日 平成17年11月15日 ● ◎

宮1431 Ｍ居宅支援083 0470500547 有限会社笹陣 土筆の里 988-0543
気仙沼市唐桑町小長根１７２番
地１

平成18年06月01日 平成18年06月01日 ● ◎

宮1432 Ｍ居宅支援084 0470500596
社会福祉法人気仙沼市社会福
祉協議会

一景島在宅介護支援センター 988-0066 気仙沼市東新城二丁目１番地２ 平成20年04月01日 平成20年04月01日 ● ◎

宮1433 Ｍ居宅支援085 0470500646
株式会社宮城登米広域介護
サービス

広域介護サービス気仙沼 988-0853 気仙沼市松川前１２１番地 平成20年10月01日 平成20年10月01日 ● ◎

宮1434 Ｍ居宅支援086 0470500703
社会福祉法人気仙沼市社会福
祉協議会

津谷居宅介護支援事業所 988-0307
気仙沼市本吉町津谷舘岡５１番
地６

平成21年09月01日 平成21年09月01日 ● ◎

宮1435 Ｍ居宅支援087 0470500794 有限会社村伝 ケアプランセンター村伝 988-0056
気仙沼市上田中二丁目６番地４
トップビルディング１Ｆ

平成22年11月15日 平成22年11月15日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1436 Ｍ居宅支援088 0470500877 合同会社ほっとケア気仙沼 ほっとケア気仙沼 988-0823 気仙沼市茗荷沢１７０番地１ 平成24年08月01日 平成24年08月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1437 Ｍ居宅支援089 0470500901 株式会社介援隊
居宅介護支援事業所山田大名
の里

988-0344
気仙沼市本吉町宮内４４番地２
３

平成24年09月01日 平成24年09月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1438 Ｍ居宅支援090 0470500950 株式会社亀久屋 ケアプランセンターきくや 988-0818 気仙沼市三ノ浜１２番３ 平成25年07月01日 平成25年07月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1439 Ｍ居宅支援091 0470501016 株式会社ケア・インターフェース ケア相談センターひまわり 988-0826 気仙沼市百目木２６９番地１ 平成26年04月01日 平成26年04月01日 ● ◎

宮1440 Ｍ居宅支援092 0470501115 社会福祉法人春圃会
春圃苑指定居宅介護支援事業
所

988-0382
気仙沼市本吉町津谷明戸３番
地

平成28年06月01日 平成28年06月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1441 Ｍ居宅支援093 0470501123 株式会社えにし はぁとライフえにし 988-0852 気仙沼市松川１５１番地４ 平成28年10月15日 平成28年10月15日 ● ◎

宮1442 Ｍ居宅支援094 0470501172 特定非営利活動法人なごみ ケアプランセンターポラーノ 988-0213 気仙沼市最知南最知１４８番地 平成30年10月01日 平成30年10月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1443 Ｍ居宅支援095 0470501180 株式会社メディラック かなえ居宅介護支援事業所 988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢３８番地１ 平成31年04月01日 平成31年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1444 Ｍ居宅支援096 0470501198 株式会社みやぎ介護センター 居宅介護支援センターみやぎ 988-0207
気仙沼市岩月宝ケ沢２７番地２
３

令和01年07月01日 令和01年07月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1445 Ｍ居宅支援097 0470501206 株式会社煌希 ケアマネステーションきらめき 988-0827
気仙沼市和野２９６番地３　Ｂ１０
１

令和02年12月01日 令和02年12月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1446 Ｍ居宅支援098 0470600032 医療法人社団朝倉会
医療法人社団朝倉会アサクラケ
アプランナー

989-0275 白石市字本町８９番地 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1447 Ｍ居宅支援099 0470600040 社会福祉法人不忘会
白石市在宅介護支援センター八
宮

989-0733
白石市福岡八宮字川原１０番地
３

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1448 Ｍ居宅支援100 0470600057
社会福祉法人白石市社会福祉
協議会

社会福祉法人白石市社会福祉
協議会居宅介護支援事業所

989-0231
白石市福岡蔵本字茶園６２番地
１

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎
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宮1449 Ｍ居宅支援101 0470600263 医療法人社団清風会 居宅介護支援事業所清風 989-0276 白石市大手町２番１号 平成16年07月15日 平成16年07月15日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1450 Ｍ居宅支援102 0470600321
有限会社ケアサポートあったか
い

ケアサポートあったかい 989-0203 白石市郡山字雨ヶ作４－２０－２ 平成18年04月01日 平成18年04月01日 ● ◎

宮1451 Ｍ居宅支援103 0470600370 社会福祉法人白石ひまわり
社会福祉法人白石ひまわりひま
わり福祉センター

989-0231
白石市福岡蔵本字薬師堂２８番
地２

平成19年01月01日 平成19年01月01日 ● ◎

宮1452 Ｍ居宅支援104 0470600438 医療法人仁泉会 デイサービスセンターしろいし 989-0203 白石市郡山字平成１４１番 平成21年06月01日 平成21年06月01日 ● ◎

宮1453 Ｍ居宅支援105 0470600529 株式会社わかな わかな 989-0232
白石市福岡長袋字山ノ下１番地
７アプリコットハウス１階

平成26年11月01日 平成26年11月01日 ● ◎

宮1454 Ｍ居宅支援106 0470600578 株式会社万緑 居宅介護支援事業所柊 989-0252 白石市西益岡町５番５３号 平成27年11月01日 平成27年11月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1455 Ｍ居宅支援107 0470600594 株式会社ＴｒｅｅＴｕｍｂｏＩｄｅａｃｔ
居宅介護支援センターリズム白
石蔵王

989-0218 白石市鷹巣東三丁目８番１号 平成28年05月01日 平成28年05月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1456 Ｍ居宅支援108 0470600636 有限会社パームサプライズ 介護サポートいちご倶楽部 989-0231
白石市福岡蔵本字樋ノ口５４番
１

平成30年01月15日 平成30年01月15日 ● ◎

宮1457 Ｍ居宅支援109 0470600651 社会福祉法人伯和会 居宅介護支援センター茶園 989-0232
白石市福岡蔵本字茶園６２番地
１

令和02年07月01日 令和02年07月01日 ● ◎

宮1458 Ｍ居宅支援110 0470700022 医療法人社団洞口会
指定居宅介護支援事業所ねむ
の木

981-1224 名取市増田字柳田８番地 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1459 Ｍ居宅支援111 0470700030 社会福祉法人宮城福祉会
名取市在宅介護支援センター福
松苑

981-1231 名取市手倉田字山２１２番地 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1460 Ｍ居宅支援112 0470700048
社会福祉法人名取市社会福祉
協議会

指定居宅介護支援事業所ほっ
となとり

981-1224 名取市増田五丁目１３番３５号 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1461 Ｍ居宅支援113 0470700055 社会福祉法人みずほ 在宅介護支援センターちとせ 981-1223 名取市下余田字鹿島８６番地５ 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1462 Ｍ居宅支援114 0470700147 社会福祉法人愛の郷
在宅介護支援センターハートフ
ル

981-1236
名取市愛島小豆島字山ノ前４９
－２

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1463 Ｍ居宅支援115 0470700287
特定非営利活動法人なとりホー
ムヘルプ協会

ＮＰＯ法人なとりホームヘルプ協
会

981-1242 名取市高舘吉田字真坂１０番１ 平成12年10月16日 平成12年10月16日 ● ◎

宮1464 Ｍ居宅支援116 0470700295 有限会社東北福祉サービス 有限会社東北福祉サービス 981-1232
名取市大手町５丁目１２－５大
手町ビル

平成15年05月30日 平成15年05月30日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1465 Ｍ居宅支援117 0470700303 有限会社すぽっとけあサポート 介護サービスセンターたすき 981-1226 名取市植松一丁目４番１０号 平成13年08月01日 平成13年08月01日 ● ◎

宮1466 Ｍ居宅支援118 0470700451 株式会社バイタルケア バイタルケア名取 981-1298 名取市下余田字鹿島１０番地 平成17年09月30日 平成17年09月30日 ● ◎

宮1467 Ｍ居宅支援119 0470700543
株式会社ウェルライフＫＡＷＡＤ
Ａ

あおいケア仙台南 981-1224 名取市増田五丁目２番１０号 平成18年06月01日 平成18年06月01日 ● ◎

宮1468 Ｍ居宅支援120 0470700709 医療法人仁泉会 居宅介護支援事業所なとり 981-1241
名取市高舘熊野堂字岩口下１
番地２

平成21年06月01日 平成21年06月01日 ● ◎
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宮1469 Ｍ居宅支援121 0470700857 合同会社にこライフケアセンター にこライフケアセンター 981-1224 名取市増田六丁目５番２４号 平成24年09月01日 平成24年09月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1470 Ｍ居宅支援122 0470700923 医療法人一秀会
居宅介護支援事業所シエスタプ
ランなとり

981-1227
名取市杜せきのした五丁目１２
番８号

平成25年11月01日 平成25年11月01日 ● ◎

宮1471 Ｍ居宅支援123 0470701111 株式会社太陽の郷
太陽の郷愛島ケアプランセン
ター

981-1240 名取市愛島郷二丁目１１番地３ 平成28年03月15日 平成28年03月15日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1472 Ｍ居宅支援124 0470701186 株式会社上の組 ユースポ館腰デイサービス 981-1226 名取市植松字錦田４４番地１ 平成29年09月01日 平成29年09月01日 ● ◎

宮1473 Ｍ居宅支援125 0470701293 株式会社にじゅうさん 居宅介護支援事業所にっこにこ 981-1247 名取市みどり台三丁目４番地５ 令和03年03月01日 令和03年03月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1474 Ｍ居宅支援126 0470701301 豊かな心株式会社 居宅介護支援事業所ひかり 981-1231 名取市手倉田字堰根３５６ 令和03年04月01日 令和03年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1475 Ｍ居宅支援127 0470800038
特定非営利活動法人ふくしアッ
トマークジェーエムアイ

特定非営利活動法人ふくし＠Ｊ
ＭＩ

981-1505 角田市角田字栄町２２番地 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1476 Ｍ居宅支援128 0470800046 医療法人金上仁友会
医療法人金上仁友会居宅支援
事業所ゆうゆう

981-1505 角田市角田字田町９５ 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1477 Ｍ居宅支援129 0470800210 株式会社ケアミックス・ジャパン 居宅介護支援事業所はなはな 981-1505 角田市角田字豊町７番１号 平成17年02月01日 平成17年02月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1478 Ｍ居宅支援130 0470800327 医療法人本多友愛会
医療法人本多友愛会はくあい居
宅介護支援事業所

981-1505
角田市角田字２３２番地　なごみ
の郷２０３号

平成19年09月15日 平成19年09月15日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1479 Ｍ居宅支援131 0470800343 社会福祉法人みやぎ会
デイサービスセンターにこトピア
角田

981-1505 角田市角田字牛舘５３番地２ 平成20年12月01日 平成20年12月01日 ● ◎

宮1480 Ｍ居宅支援132 0470900010 医療法人寶樹会
仙塩総合病院居宅介護支援事
業所

985-0842 多賀城市桜木二丁目１番１号 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1481 Ｍ居宅支援133 0470900028
社会福祉法人多賀城市社会福
祉協議会

社会福祉法人多賀城市社会福
祉協議会

985-0873
多賀城市中央二丁目１番１号多
賀城市社会福祉センター内

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1482 Ｍ居宅支援134 0470900051 社会福祉法人千賀の浦福祉会 千賀の浦居宅介護支援事業所 985-0853 多賀城市高橋四丁目２４番１号 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1483 Ｍ居宅支援135 0470900176 医療法人社団幸和会 指定居宅介護支援事業所恵愛 985-0832 多賀城市大代五丁目４番３号 平成14年04月01日 平成14年04月01日 ● ◎

宮1484 Ｍ居宅支援136 0470900184 医療法人杏林会
居宅介護支援事業リハビリパー
クみやび

985-0853 多賀城市高橋四丁目１３番１号 平成14年07月01日 平成14年07月01日 ● ◎

宮1485 Ｍ居宅支援137 0470900267 株式会社アルテディア
健康倶楽部多賀城居宅介護支
援事業所

985-0862
多賀城市高崎２丁目１番４１号
シェリーパーク高崎２０１号

平成16年04月01日 平成16年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.1

宮1486 Ｍ居宅支援138 0470900291 株式会社ヘルシーサービス
株式会社ヘルシーサービス仙台
東営業所

985-0853 多賀城市高橋１丁目４番１５号 平成16年12月01日 平成16年12月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.1

宮1487 Ｍ居宅支援139 0470900424 アースサポート株式会社 アースサポート多賀城 985-0872
多賀城市伝上山三丁目１番２８
号

平成20年06月15日 平成20年06月15日 ● ◎

宮1488 Ｍ居宅支援140 0470900572 株式会社和泉介護サービス 和泉介護サービス 985-0853 多賀城市高橋４丁目１０番１２号 平成24年08月15日 平成24年08月15日 ● ◎ ◎ ◎ R5.1
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宮1489 Ｍ居宅支援141 0470900580 公益財団法人宮城厚生協会
公益財団法人宮城厚生協会ケ
アステーションつくし居宅

985-0831 多賀城市笠神一丁目８番２８号 平成24年10月01日 平成24年10月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.1

宮1490 Ｍ居宅支援142 0470900754 株式会社ｓｅａｓｏｎ
居宅介護支援センターさくらビ
レッジ

985-0874 多賀城市八幡４丁目７番５０号 平成28年03月01日 平成28年03月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.1

宮1491 Ｍ居宅支援143 0470900804 株式会社清風
せいふう多賀城駅前居宅ケアプ
ランセンター

985-0873 多賀城市中央二丁目８番１号 平成28年05月01日 平成28年05月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.1

宮1492 Ｍ居宅支援144 0470900861 株式会社ヒマワリ 居宅介護支援事務所ヒマワリ 985-0862 多賀城市高崎二丁目２２番地８ 平成30年05月01日 平成30年05月01日 ● ◎

宮1493 Ｍ居宅支援145 0470900879 ＳＯＭＰＯケア株式会社
ＳＯＭＰＯケア仙塩七ヶ浜居宅
介護支援

985-0832 多賀城市大代５丁目１０番４５号 平成30年07月01日 平成30年07月01日 ● ◎

宮1494 Ｍ居宅支援146 0470900937 医療法人兀兀堂 コツコツケアサポート 985-0853 多賀城市高橋四丁目２０番５号 平成30年12月01日 平成30年12月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.1

宮1495 Ｍ居宅支援147 0471100016 社会医療法人将道会 南東北相談支援センター 989-2483 岩沼市里の杜一丁目２番６号 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1496 Ｍ居宅支援148 0471100081 社会福祉法人ライフケア赤井江 マリンホーム介護支援センター 989-2429 岩沼市恵み野１丁目７番地１ 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1497 Ｍ居宅支援149 0471100255 特定非営利活動法人やまぼうし 特定非営利活動法人やまぼうし 989-2433 岩沼市桜５丁目１１番３号 平成17年09月30日 平成17年09月30日 ● ◎

宮1498 Ｍ居宅支援150 0471100297 社会福祉法人敬長福祉会 岩沼南居宅介護支援センター 989-2445 岩沼市桑原四丁目７番３４号 平成18年05月01日 平成18年05月01日 ● ◎

宮1499 Ｍ居宅支援151 0471100321
社会福祉法人岩沼市社会福祉
協議会

岩沼市社会福祉協議会指定居
宅介護支援事業所

989-2431 岩沼市相の原一丁目２番１４号 平成19年08月15日 平成19年08月15日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1500 Ｍ居宅支援152 0471100339 セントケア宮城株式会社 セントケア岩沼 989-2442 岩沼市大手町８番１５号 平成19年11月01日 平成19年11月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1501 Ｍ居宅支援153 0471100511 特定非営利活動法人なでしこ 居宅介護支援センターなでしこ 989-2451 岩沼市土ケ崎二丁目９－４ 平成25年04月01日 平成25年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1502 Ｍ居宅支援154 0471100636
特定非営利活動法人ホームひ
なたぼっこ

ひなたぼっこ居宅介護支援事業
所

989-2436
岩沼市吹上一丁目１４番１０－４
号

平成27年09月01日 平成27年09月01日 ● ◎

宮1503 Ｍ居宅支援155 0471100735 株式会社アイ・ケイ・サポート
カーサ岩沼居宅介護支援事業
所

989-2432 岩沼市中央三丁目７番１６号 平成28年09月01日 平成28年09月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1504 Ｍ居宅支援156 0471100875 コズミックＩ合同会社
いきいきあぶくま居宅介護支援
事業所

989-2454 岩沼市南長谷字原９０番地２ 令和03年04月01日 令和03年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1505 Ｍ居宅支援157 0471100883 株式会社結 相談支援センターりがぁれ 989-2434 岩沼市藤浪１丁目３番４９号 令和03年04月01日 令和03年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1506 Ｍ居宅支援158 0471200014
株式会社宮城登米広域介護
サービス

株式会社宮城登米広域介護
サービス

987-0511
登米市迫町佐沼字光ヶ丘１４０
番地２

平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1507 Ｍ居宅支援159 0471200162 (0471200188) 社会福祉法人恵泉会 恵泉会介護支援センターらくらく 987-0511
登米市迫町佐沼字江合三丁目
１６番地２

平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1508 Ｍ居宅支援160 0471200188 (0471200162) 社会福祉法人恵泉会
恵泉会介護支援センターいきい
き

987-0511
登米市迫町佐沼字江合三丁目
１６番地２

平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ○
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宮1509 Ｍ居宅支援161 0471200238 社会福祉法人清山会 清山会ケアプランセンター 986-0401
登米市津山町柳津字平形１３９
番地１

平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1510 Ｍ居宅支援162 0471200279 みやぎ登米農業協同組合
ＪＡみやぎ登米介護支援セン
ター

987-0511 登米市迫町佐沼字末広５９番１ 平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1511 Ｍ居宅支援163 0471200519
社会福祉法人登米市社会福祉
協議会

登米市社協中田居宅介護支援
事業所

987-0602
登米市中田町上沼字桜場１８番
地

平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1512 Ｍ居宅支援164 0471200550
社会福祉法人登米市社会福祉
協議会

登米市社協米山居宅介護支援
事業所

987-0321
登米市米山町西野字古舘廻８
番地

平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1513 Ｍ居宅支援165 0471200592
社会福祉法人登米市社会福祉
協議会

登米市社協石越居宅介護支援
事業所

989-4703
登米市石越町南郷字新石沢前
４７番地４

平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1514 Ｍ居宅支援166 0471200659 社会福祉法人元気村
南方ナーシングホーム翔裕園居
宅介護支援事業所

987-0401
登米市南方町山成前７９１番地
１

平成17年11月15日 平成17年11月15日 ● ◎

宮1515 Ｍ居宅支援167 0471200865 有限会社さくら 居宅介護支援センターさくら 987-0412 登米市南方町雷９番地１ 平成21年04月15日 平成21年04月15日 ● ◎

宮1516 Ｍ居宅支援168 0471200915 医療法人仁泉会
居宅介護支援センターひまわり
なかだ

987-0611
登米市中田町浅水字上川面６５
番地１

平成21年06月01日 平成21年06月01日 ● ◎

宮1517 Ｍ居宅支援169 0471200972
プランニングパートナー株式会
社

居宅介護支援事業所穂波の丘 989-4601
登米市迫町新田字北深沢１３７
番地

平成21年11月15日 平成21年11月15日 ● ◎

宮1518 Ｍ居宅支援170 0471201012 有限会社みんなの家 スマイルサポートみんなの家 987-0622
登米市中田町宝江新井田字並
柳前５５

平成22年04月01日 平成22年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1519 Ｍ居宅支援171 0471201038 有限会社クラスタ なかなか 987-0511
登米市迫町佐沼字中江五丁目
１１番地８中江開発ビル２０３

平成22年11月01日 平成22年11月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1520 Ｍ居宅支援172 0471201061
合同会社たかくら社会福祉士事
務所

合同会社たかくら社会福祉士事
務所

987-0621
登米市中田町宝江黒沼字東２１
７番地

平成23年03月15日 平成23年03月15日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1521 Ｍ居宅支援173 0471201178 社会福祉法人恵泉会 恵泉会東和介護支援センター 987-0902
登米市東和町米谷字新細待井
２番地

平成24年04月01日 平成24年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1522 Ｍ居宅支援174 0471201236 社会福祉法人あすなろ 介護支援センター錦 987-0511
登米市迫町佐沼字東佐沼３４番
地１

平成24年10月15日 平成24年10月15日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1523 Ｍ居宅支援175 0471201251 社会福祉法人槃特会 介護支援センターにしの 987-0321
登米市米山町西野字古舘廻８
番地２

平成24年11月21日 平成24年11月21日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1524 Ｍ居宅支援176 0471201343 社会福祉法人恵泉会 恵泉会とよま介護支援センター 987-0702 登米市登米町寺池馬場埣７７７ 平成25年05月01日 平成25年05月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1525 Ｍ居宅支援177 0471201558
上舟ポラーノ在宅介護ケアプラ
ン事業所

上舟ポラーノ在宅介護ケアプラ
ン事業所

987-0511
登米市迫町佐沼字上舟丁３３番
地８

平成28年01月01日 平成28年01月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1526 Ｍ居宅支援178 0471201582 医療法人社団やまと やまと在宅ケアセンター 987-0511
登米市迫町佐沼字南元丁７２
ＧｒａｎｄＳａｒａｙａ１階

平成28年04月01日 平成28年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1527 Ｍ居宅支援179 0471201640 株式会社ほがらかさん 株式会社ほがらかさん 987-0601
登米市中田町石森字室木２９７
番地

平成29年06月01日 平成29年06月01日 ● ◎

宮1528 Ｍ居宅支援180 0471201665 医療法人あおば会 ケアプランセンターあおば 987-0511
登米市迫町佐沼字中江二丁目
１番地６

平成29年09月01日 平成29年09月01日 ● ◎
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宮1529 Ｍ居宅支援181 0471201681 合同会社はたけやま商会 はたけやま社会福祉士事務所 987-0602
登米市中田町上沼字大柳浦９９
番地５

平成30年01月15日 平成30年01月15日 ● ◎

宮1530 Ｍ居宅支援182 0471201749 株式会社はなみち ケアプランセンター咲良樹 987-0611
登米市中田町浅水字上川面１４
５－３

令和02年06月15日 令和02年06月15日 ● ◎

宮1531 Ｍ居宅支援183 0471201772 株式会社サイキ あんしん会ケアプランセンター 987-0511
登米市迫町佐沼字中江３丁目７
番地８

令和03年04月01日 令和03年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1532 Ｍ居宅支援184 0471201798 アイディアリズム株式会社 ケアプランセンタープラスワ 987-0511
登米市迫町佐沼字光ヶ丘１６６
番地

令和03年08月01日 令和03年08月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1533 Ｍ居宅支援185 0471300095 社会福祉法人宮城福祉会
栗原市一迫在宅介護支援セン
ター

987-2308
栗原市一迫真坂字新道満３９番
地

平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1534 Ｍ居宅支援186 0471300103 社会福祉法人栗駒峰寿会 愛光園介護支援サービス 989-5301
栗原市栗駒岩ケ崎三島２５５番
地

平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1535 Ｍ居宅支援187 0471300129 社会福祉法人迫川会
くりはら介護支援事務所いちょう
の里

987-2203 栗原市築館下宮野館１０８番地 平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1536 Ｍ居宅支援188 0471300194 株式会社一桝 一桝介護支援サービス 989-5301
栗原市栗駒岩ケ崎神南３１番地
３

平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1537 Ｍ居宅支援189 0471300368 医療法人一秀会
居宅介護支援事業所シエスタプ
ラン

989-4802
栗原市金成末野字台下３１番地
１

平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1538 Ｍ居宅支援190 0471300418 社会福祉法人豊明会
社会福祉法人豊明会居宅介護
支援事業所マナハウス

989-5508 栗原市若柳武鎗藤貫沢８５ 平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1539 Ｍ居宅支援191 0471300475 医療法人社団泉翔会 居宅介護支援事業所藤の里 989-4511 栗原市瀬峰新田沢１２番地１ 平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1540 Ｍ居宅支援192 0471300513 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター高清水 987-2151 栗原市高清水東浦２３０番地１ 平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1541 Ｍ居宅支援193 0471300525 社会福祉法人白珠会
指定居宅介護支援事業所白鳥
苑介護相談センター

989-4513 栗原市瀬峰根岸５５番地２ 平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1542 Ｍ居宅支援194 0471300533 社会福祉法人千葉福祉会 志波姫居宅介護支援センター 989-5605 栗原市志波姫北郷大門８６ 平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1543 Ｍ居宅支援195 0471300624
社会福祉法人栗原市社会福祉
協議会

社会福祉法人栗原市社会福祉
協議会居宅介護支援事業所

987-2215
栗原市築館高田一丁目６番３－
１２号

平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1544 Ｍ居宅支援196 0471300749 栗原市 若柳病院居宅介護支援事業所 989-5501 栗原市若柳川北原畑２３番地４ 平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1545 Ｍ居宅支援197 0471300970 有限会社くりはら健康センター やなぎのめケアセンター 987-2343 栗原市一迫一本杉３９９番地 平成18年06月01日 平成18年06月01日 ● ◎

宮1546 Ｍ居宅支援198 0471301010 ケアプランニング株式会社 みやぎ介護支援センター 989-5501 栗原市若柳川北古川１４－８ 平成19年04月01日 平成19年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1547 Ｍ居宅支援199 0471301028 合同会社ラムロード 佐々木接骨院介護プラン 987-2175 栗原市高清水五輪３番地１ 平成19年04月01日 平成19年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1548 Ｍ居宅支援200 0471301036 社会福祉法人宮城厚生福祉会
居宅介護支援事業所くりこまの
里

989-5341
栗原市栗駒稲屋敷大鳥東側１
－１

平成19年05月01日 平成19年05月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11
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宮1549 Ｍ居宅支援201 0471301127 セントケア宮城株式会社 セントケア栗駒 989-5351
栗原市栗駒中野田町西１９７番
２号

平成19年11月01日 平成19年11月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1550 Ｍ居宅支援202 0471301200 株式会社ソワンモンド ホワイトベア栗原 987-2252 栗原市築館薬師３丁目２番１号 平成21年03月01日 平成21年03月01日 ● ◎

宮1551 Ｍ居宅支援203 0471301259 株式会社リツワ 居宅介護支援事業所りつわ 989-5301
栗原市栗駒岩ケ崎六日町２１－
２

平成21年04月15日 平成21年04月15日 ● ◎

宮1552 Ｍ居宅支援204 0471301333 社会福祉法人宮城福祉会
在宅複合型施設さくらの里若柳
居宅介護支援事業所

989-5501
栗原市若柳川北塚原１５番地５
号

平成22年04月01日 平成22年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1553 Ｍ居宅支援205 0471301358 株式会社リハサポート桜樹 桜樹居宅介護支援事業所 989-5501 栗原市若柳川北元町裏１１４ 平成22年04月15日 平成22年04月15日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1554 Ｍ居宅支援206 0471301366 株式会社のぎわ のぎわ居宅介護支援センター 987-2202
栗原市築館城生野唐崎５０番地
２

平成22年04月30日 平成22年04月30日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1555 Ｍ居宅支援207 0471301457 有限会社しのさんの家 ハートケアプランしのさんの家 989-5301
栗原市栗駒岩ケ崎上小路５２番
地１

平成23年05月01日 平成23年05月01日 ● ◎

宮1556 Ｍ居宅支援208 0471301465 彩の里株式会社 ケアプランセンター彩の里 989-5334 栗原市栗駒嶺崎嶺崎２９番２ 平成23年06月15日 平成23年06月15日 ● ◎

宮1557 Ｍ居宅支援209 0471301614 株式会社おんりわん
居宅介護支援事業所おんりープ
ラン

987-2216
栗原市築館伊豆三丁目２４６－
２

平成25年02月01日 平成25年02月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1558 Ｍ居宅支援210 0471301630 社会福祉法人まりやの郷
居宅介護支援事業所まりやの
家

989-5184 栗原市金成小迫高見山７番１号 平成25年04月01日 平成25年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1559 Ｍ居宅支援211 0471301713 株式会社イークアル 居宅介護支援事業所イークアル 987-2203
栗原市築館下宮野町浦５番地３
白岩ビル２Ｆ

平成26年04月01日 平成26年04月01日 ● ◎

宮1560 Ｍ居宅支援212 0471301770 有限会社クマショウ ケアセンターひまわり 989-5504
栗原市若柳上畑岡本鹿野５２番
地１

平成26年07月15日 平成26年07月15日 ● ◎

宮1561 Ｍ居宅支援213 0471301796 株式会社レジリエンス 居宅介護支援事業所花つつみ 989-5502 栗原市若柳川南堤通１３－４ 平成26年09月15日 平成26年09月15日 ● ◎

宮1562 Ｍ居宅支援214 0471302026 株式会社リツワ
つきだてホーム居宅介護支援事
業所

987-2205
栗原市築館宮野中央一丁目１
番２号

平成29年01月01日 平成29年01月01日 ● ◎

宮1563 Ｍ居宅支援215 0471302034 株式会社ケア・ライフ・フェイス 居宅介護支援事業所和み 989-5501
栗原市若柳川北新町１０７番地
４

平成29年01月01日 平成29年01月01日 ● ◎

宮1564 Ｍ居宅支援216 0471302083 株式会社ループ ケアプラン大東 987-2301 栗原市一迫大川口大東７４番地 平成29年03月16日 平成29年03月16日 ● ◎

宮1565 Ｍ居宅支援217 0471302109 株式会社み鶴 芽ぐみぷらんはる 989-5625
栗原市志波姫堀口見渡４７番地
１

平成29年06月01日 平成29年06月01日 ● ◎

宮1566 Ｍ居宅支援218 0471302190 株式会社同仁 風和の郷居宅介護支援事業所 989-5402 栗原市鶯沢南郷下日照７５番地 平成30年10月15日 平成30年10月15日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1567 Ｍ居宅支援219 0471302208 医療法人財団弘慈会 石橋病院ケアプランセンター 989-5505
栗原市若柳福岡谷地畑浦３５
介護老人保健施設グレイスガー
デン内

平成31年03月01日 平成31年03月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1568 Ｍ居宅支援220 0471302240 有限会社いずみの里
居宅介護支援事業所アクトプラ
ン

987-2133 栗原市高清水桜丁８－２ 令和01年06月15日 令和01年06月15日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11
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宮1569 Ｍ居宅支援221 0471302257 新みやぎ農業協同組合
ＪＡ新みやぎ栗っこケアサービス
センター

989-5171 栗原市金成沢辺木戸口５０番地 令和01年07月01日 令和01年07月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1570 Ｍ居宅支援222 0471302323 医療法人仁泉会
居宅介護支援事業所せみねの
丘

989-4513
栗原市瀬峰根岸５５－２　医師
宿舎８号棟

令和02年07月01日 令和02年07月01日 ● ◎

宮1571 Ｍ居宅支援223 0471302331 合同会社ｆｉｋａ 居宅介護支援事業所とおわ 989-5501 栗原市若柳川北並柳６－１ 令和03年02月01日 令和03年02月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1572 Ｍ居宅支援224 0471400143 社会福祉法人慶和会
社会福祉法人慶和会指定居宅
介護支援事業所花いちもんめ

981-0501
東松島市赤井字七反谷地７３番
２

平成13年08月01日 平成13年08月01日 ● ◎

宮1573 Ｍ居宅支援225 0471400341
社会福祉法人東松島市社会福
祉協議会

東松島市社会福祉協議会指定
居宅介護支援事業所

981-0503 東松島市矢本字大溜９番地１ 平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1574 Ｍ居宅支援226 0471400416 社会福祉法人東松島福祉会
社会福祉法人東松島福祉会居
宅介護支援事業所やもと赤井
の里

981-0501
東松島市赤井字川前四番８３番
地

平成18年08月01日 平成18年08月01日 ● ◎

宮1575 Ｍ居宅支援227 0471400473 セントケア宮城株式会社 セントケア石巻矢本 981-0503
東松島市矢本字鹿石前１６４番
地１号

平成21年04月01日 平成21年04月01日 ● ◎

宮1576 Ｍ居宅支援228 0471400549 医療法人社団仁明会
仁明会東松島居宅介護支援事
業所

981-0503 東松島市矢本字大林２番２ 平成21年05月01日 平成21年05月01日 ● ◎

宮1577 Ｍ居宅支援229 0471400564 株式会社四季の里 四季の里居宅支援事業所 981-0504 東松島市小松字稔田６０番地１ 平成22年07月15日 平成22年07月15日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1578 Ｍ居宅支援230 0471400580 医療法人医徳会 ケアプランセンターさつき 981-0503
東松島市矢本字鹿石前１０９番
地４

平成22年09月01日 平成22年09月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1579 Ｍ居宅支援231 0471400614 株式会社たんぽぽ ケアプランセンターたんぽぽ 981-0501
東松島市赤井字中新丁２０４番
地

平成24年03月15日 平成24年03月15日 ● ◎

宮1580 Ｍ居宅支援232 0471400762
特定非営利活動法人のんび～
りすみちゃんの家

すみちゃんの家・居宅介護支援
事業所

981-0416
東松島市野蒜ケ丘２丁目３４番
地５

平成28年12月01日 平成28年12月01日 ● ◎

宮1581 Ｍ居宅支援233 0471400820 有限会社東松島ケアサポート ケアプランセンター百合の里 981-0309 東松島市根古字今泉１３番地６ 平成30年04月20日 平成30年04月20日 ● ◎

宮1582 Ｍ居宅支援234 0471400838 有限会社庄司ケアサポート 居宅介護支援事業所日和 981-0501 東松島市赤井字台９４番地１ 平成30年05月10日 平成30年05月10日 ● ◎

宮1583 Ｍ居宅支援235 0471400846 株式会社美徳 デイサービスセンターみのり 981-0411 東松島市野蒜字亀岡５３番地１ 令和01年07月01日 令和01年07月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1584 Ｍ居宅支援236 0471500082 アースサポート株式会社 アースサポート古川 989-6223 大崎市古川字上古川１４５番地 平成15年04月15日 平成15年04月15日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1585 Ｍ居宅支援237 0471500108 プロンプター甲斐有限会社 プロンプター甲斐有限会社 989-6203 大崎市古川飯川字要害６４９ 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1586 Ｍ居宅支援238 0471500116 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター古川 989-6105
大崎市古川福沼１丁目１４番３５
号

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1587 Ｍ居宅支援239 0471500173 有限会社西古川タクシー
有限会社西古川タクシー介護福
祉事業部四季のめぐみ

989-6214
大崎市古川新堀字北田４２番地
１

平成27年04月01日 平成27年04月01日 ● ◎

宮1588 Ｍ居宅支援240 0471500371 社会福祉法人大崎福祉会
社会福祉法人大崎福祉会ケア
プランニングおおさき

989-6123
大崎市古川下中目字赤山廻５１
番地

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎
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宮1589 Ｍ居宅支援241 0471500397 社会福祉法人大崎誠心会
社会福祉法人大崎誠心会寿楽
苑ケアプランセンター

989-6251
大崎市古川小野字上蝦沢５７番
地

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1590 Ｍ居宅支援242 0471500439 有限会社愛 ケアプランニング愛 989-6223 大崎市古川字竹ノ内１４８番７号 平成13年07月02日 平成13年07月02日 ● ◎

宮1591 Ｍ居宅支援243 0471500454 医療法人華桜会 星陵居宅介護支援事業所 989-6144 大崎市古川小稲葉町５番２５号 平成15年05月15日 平成15年05月15日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1592 Ｍ居宅支援244 0471500462 医療法人杏林会
居宅介護支援事業リハビリパー
クあやめ

989-6117 大崎市古川旭三丁目６番１号 平成15年07月01日 平成15年07月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1593 Ｍ居宅支援245 0471500470 社会福祉法人千宏会 居宅介護支援事業所かがやき 989-6102
大崎市古川江合本町二丁目２
番５号

平成15年10月15日 平成15年10月15日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1594 Ｍ居宅支援246 0471500538 新みやぎ農業協同組合
ＪＡ新みやぎふれ愛福祉セン
ター鹿島台

989-4104
大崎市鹿島台広長字内ノ浦８１
番地

平成23年05月01日 平成23年05月01日 ● ◎

宮1595 Ｍ居宅支援247 0471500652 社会福祉法人永楽会
福祉施設百才館居宅介護支援
事業所

989-6321
大崎市三本木字大豆坂２４番地
３

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1596 Ｍ居宅支援248 0471500793 アサヒサンクリーン株式会社 あさひ介護支援センター岩出山 989-6436 大崎市岩出山二ノ構７９番地２ 平成13年08月01日 平成13年08月01日 ● ◎

宮1597 Ｍ居宅支援249 0471500801 社会福祉法人加美玉造福祉会 川渡介護サービス 989-6711
大崎市鳴子温泉字石ノ梅３３番
地

平成16年04月01日 平成16年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1598 Ｍ居宅支援250 0471500868 社会福祉法人田尻福祉会
居宅介護支援事業スキップケア
プランセンター

989-4413
大崎市田尻通木字中崎東１０－
１

平成17年01月01日 平成17年01月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1599 Ｍ居宅支援251 0471500900 有限会社福寿 介護プランひまわり 989-6106 大崎市古川幸町一丁目６番８号 平成18年05月01日 平成18年05月01日 ● ◎

宮1600 Ｍ居宅支援252 0471500975
社会福祉法人大崎市社会福祉
協議会

大崎市社会福祉協議会古川中
央居宅介護支援事業所

989-6145
大崎市古川北稲葉二丁目２番１
０号

平成18年07月01日 平成18年07月01日 ● ◎

宮1601 Ｍ居宅支援253 0471500983
社会福祉法人大崎市社会福祉
協議会

大崎市社会福祉協議会古川西
部居宅介護支援事業所

989-6213 大崎市古川保柳字中江１番８号 平成18年07月01日 平成18年07月01日 ● ◎

宮1602 Ｍ居宅支援254 0471501007
社会福祉法人大崎市社会福祉
協議会

大崎市社会福祉協議会古川大
宮居宅介護支援事業所

989-6221 大崎市古川大宮七丁目２番３号 平成18年07月01日 平成18年07月01日 ● ◎

宮1603 Ｍ居宅支援255 0471501015
社会福祉法人大崎市社会福祉
協議会

大崎市社会福祉協議会鳴子居
宅介護支援事業所

989-6801 大崎市鳴子温泉末沢１番地 平成18年07月01日 平成18年07月01日 ● ◎

宮1604 Ｍ居宅支援256 0471501023
社会福祉法人大崎市社会福祉
協議会

大崎市社会福祉協議会岩出山
あったか村居宅介護支援事業
所

989-6434
大崎市岩出山下川原町１００番
地８号

平成18年07月01日 平成18年07月01日 ● ◎

宮1605 Ｍ居宅支援257 0471501049
社会福祉法人大崎市社会福祉
協議会

大崎市社会福祉協議会鹿島台
居宅介護支援事業所

989-4103
大崎市鹿島台平渡字上敷１９番
地７号

平成18年07月01日 平成18年07月01日 ● ◎

宮1606 Ｍ居宅支援258 0471501353 社会福祉法人さんりん福祉会
居宅介護支援事業所ふかふか・
はうす

989-6835
大崎市鳴子温泉南原１２０番地
３

平成18年12月01日 平成18年12月01日 ● ◎

宮1607 Ｍ居宅支援259 0471501403 株式会社ソワンモンド
ホワイトベア居宅介護支援事業
部

989-6223 大崎市古川字上古川２７１ 平成19年03月14日 平成19年03月14日 ● ◎

宮1608 Ｍ居宅支援260 0471501429
社会福祉法人大崎市社会福祉
協議会

大崎市社会福祉協議会田尻居
宅介護支援事業所

989-4308 大崎市田尻沼部字富岡浦２９ 平成19年04月01日 平成19年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11
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宮1609 Ｍ居宅支援261 0471501494 セントケア宮城株式会社 セントケア岩出山 989-6228
大崎市古川清水字成田宮田５８
番地４

平成19年11月01日 平成19年11月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1610 Ｍ居宅支援262 0471501734 医療法人心の郷
居宅介護支援事業所ここに幸あ
り

989-6136
大崎市古川穂波六丁目３０番１
２号

平成22年05月01日 平成22年05月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1611 Ｍ居宅支援263 0471501908 株式会社昭和タクシー まごころケアプラン結い 989-6223 大崎市古川字上古川１６５番９ 平成24年04月01日 平成24年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1612 Ｍ居宅支援264 0471501916 合同会社悠悠ライフ 居宅介護支援事業所楽笑 989-4415 大崎市田尻字北大杉５９番地 平成24年04月15日 平成24年04月15日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1613 Ｍ居宅支援265 0471501981 有限会社ポプラ ひなげしケアプランセンター 987-1304
大崎市松山千石字松山３５４番
１

平成24年11月01日 平成24年11月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1614 Ｍ居宅支援266 0471502005 株式会社コンフォート ケアプランコンシェルジュ 989-6105
大崎市古川福沼一丁目１８番１
９号メモリアルパークＢ棟２０２号

平成24年11月15日 平成24年11月15日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1615 Ｍ居宅支援267 0471502039
株式会社アルプスビジネスクリ
エーション

ケアプランほなみ 989-6136
大崎市古川穂波三丁目８番３６
号

平成25年04月01日 平成25年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1616 Ｍ居宅支援268 0471502195
社会福祉法人大崎市社会福祉
協議会

大崎市社会福祉協議会三本木
居宅介護支援事業所

989-6321
大崎市三本木字大豆坂２４番地
３

平成26年03月01日 平成26年03月01日 ● ◎

宮1617 Ｍ居宅支援269 0471502294 有限会社ケアフリー ケアサポートおたっしゃ館 989-6135
大崎市古川稲葉字大江向６番
地

平成26年12月01日 平成26年12月01日 ● ◎

宮1618 Ｍ居宅支援270 0471502435 公益財団法人宮城厚生協会
公益財団法人宮城厚生協会ケ
アステーションあゆみ居宅

989-6115
大崎市古川駅東２丁目１２番１８
号

平成27年05月01日 平成27年05月01日 ● ◎

宮1619 Ｍ居宅支援271 0471502476 合同会社エスペランサ
居宅介護支援事業所エスペラン
サ

989-6821 大崎市鳴子温泉車湯１番地７ 平成27年08月01日 平成27年08月01日 ● ◎

宮1620 Ｍ居宅支援272 0471502559 株式会社ニコニコｃａｒｅ
株式会社ニコニコｃａｒｅニコニコ
ケアプランセンター

989-4103
大崎市鹿島台平渡字西銭神１７
番地１２

平成29年05月01日 平成29年05月01日 ● ◎

宮1621 Ｍ居宅支援273 0471502617 有限会社トラストファマシ
居宅介護支援事業所ケアトラス
ト

989-6711
大崎市鳴子温泉石ノ梅７１番地
１

平成29年12月01日 平成29年12月01日 ● ◎

宮1622 Ｍ居宅支援274 0471502625 株式会社ワームリレイションズ ケアプラン暖のうつわ 989-6135
大崎市古川稲葉字大江向２０
アークヴィレッジＣ－２

平成30年03月15日 平成30年03月15日 ● ◎

宮1623 Ｍ居宅支援275 0471502633 株式会社ＹＨＣ ケアプラン心音 989-6223
大崎市古川字本鹿島５８番地２
号

平成30年07月20日 平成30年07月20日 ● ◎

宮1624 Ｍ居宅支援276 0471600072 ＳＯＭＰＯケア株式会社
ＳＯＭＰＯケア富谷居宅介護支
援

981-3362 富谷市日吉台２丁目６－２ 平成30年07月01日 平成30年07月01日 ● ◎

宮1625 Ｍ居宅支援277 0472100015
社会福祉法人蔵王町社会福祉
協議会

社会福祉法人蔵王町社会福祉
協議会

989-0921
刈田郡蔵王町円田字十文字字
北３番地１

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1626 Ｍ居宅支援278 0472100114 社会福祉法人桃寿会 在宅複合型施設ざおうの杜 989-0851
刈田郡蔵王町曲竹字道路西８
番地１０

平成16年10月15日 平成16年10月15日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1627 Ｍ居宅支援279 0472100171 七ヶ宿町 七ヶ宿町居宅介護支援センター 989-0512 刈田郡七ヶ宿町関９４番地 平成18年09月01日 平成18年09月01日 ● ◎

宮1628 Ｍ居宅支援280 0472200013 社会福祉法人柏松会 谷山介護支援センター 989-1311
柴田郡村田町大字足立字上ヶ
戸１７番地５

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎
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宮1629 Ｍ居宅支援281 0472200054 社会福祉法人鶴寿会 あかるい介護相談センター 989-1503
柴田郡川崎町大字川内河原前
５－５

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1630 Ｍ居宅支援282 0472200062
社会福祉法人川崎町社会福祉
協議会

社会福祉法人川崎町社会福祉
協議会

989-1501
柴田郡川崎町大字前川字北原
２３番地１　川崎町健康福祉セン
ター

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1631 Ｍ居宅支援283 0472200294 社会福祉法人すばる さくら介護支援事業所 989-1225
柴田郡大河原町広表字広表３４
番地９

平成12年09月29日 平成12年09月29日 ● ◎

宮1632 Ｍ居宅支援284 0472200302 社会福祉法人常盤福祉会 柴田介護支援センター 989-1606
柴田郡柴田町大字船岡字迫２８
番地４

平成12年12月01日 平成12年12月01日 ● ◎

宮1633 Ｍ居宅支援285 0472200328 特定非営利活動法人ほっとあい 居宅介護支援事業所ほっとあい 989-1241 柴田郡大河原町字町２７９－１ 平成12年12月26日 平成12年12月26日 ● ◎

宮1634 Ｍ居宅支援286 0472200393 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター大河原 989-1264
柴田郡大河原町新青川１１番１
２

平成14年10月01日 平成14年10月01日 ● ◎

宮1635 Ｍ居宅支援287 0472200435 医療法人杏林会
居宅介護支援事業所リハビリ
パークさくら

989-1607
柴田郡柴田町船岡新栄６丁目６
番地５

平成14年07月01日 平成14年07月01日 ● ◎

宮1636 Ｍ居宅支援288 0472200732 社会福祉法人常盤福祉会 大河原南介護支援センター 989-1201
柴田郡大河原町大谷字上谷前
２２０番地３

平成18年04月01日 平成18年04月01日 ● ◎

宮1637 Ｍ居宅支援289 0472200815 社会福祉法人宮城福祉会 居宅介護支援事業所あいやま 989-1305
柴田郡村田町村田字相山１００
番地５

平成19年09月01日 平成19年09月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1638 Ｍ居宅支援290 0472200856 セントケア宮城株式会社 セントケア大河原 989-1241 柴田郡大河原町町５５番２号 平成19年11月01日 平成19年11月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1639 Ｍ居宅支援291 0472201151 株式会社かけはし かけはし 989-1754
柴田郡柴田町槻木白幡二丁目
１０番３５号

平成25年04月01日 平成25年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1640 Ｍ居宅支援292 0472201185 株式会社ピース ピース 989-1604
柴田郡柴田町船岡東２丁目１１
番２３号

平成25年06月01日 平成25年06月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1641 Ｍ居宅支援293 0472201300 株式会社ともに 居宅介護支援事業所仕合わせ 989-1305
柴田郡村田町村田字下河原１
番地１５

平成28年02月01日 平成28年02月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1642 Ｍ居宅支援294 0472201318 特定非営利活動法人友愛さくら
特定非営利活動法人友愛さくら
訪問介護事業所

989-1245
柴田郡大河原町新南４１－５　フ
ジサキ館Ａ号室

平成28年03月01日 平成28年03月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1643 Ｍ居宅支援295 0472201441 ＳＯＭＰＯケア株式会社
ＳＯＭＰＯケア柴田居宅介護支
援

989-1605
柴田郡柴田町船岡南一丁目１
番１７号

平成30年07月01日 平成30年07月01日 ● ◎

宮1644 Ｍ居宅支援296 0472201474 株式会社かすみ草 居宅介護支援事業所かすみ草 989-1602
柴田郡柴田町船岡土手内２丁
目１４－２３

令和02年02月01日 令和02年02月01日 ● ◎

宮1645 Ｍ居宅支援297 0472201482 合同会社クリーンハート ケアプランセンター・クローバー 989-1622
柴田郡柴田町西船迫３丁目１０
番１３号

令和02年05月01日 令和02年05月01日 ● ◎

宮1646 Ｍ居宅支援298 0472300029 社会福祉法人ウェルフェア仙台
仙南ジェロントピア在宅介護支
援センター

981-2105
伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮
田６７

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1647 Ｍ居宅支援299 0472300037 株式会社ツクイ ツクイ丸森大内 981-2501 伊具郡丸森町大内字神明３２ 平成12年04月01日 令和02年10月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1648 Ｍ居宅支援300 0472400019 社会福祉法人日就会 日就苑介護支援センター 989-2331
亘理郡亘理町吉田字宮前５番１
０

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎
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宮1649 Ｍ居宅支援301 0472400035 医療法人社団三上医院 和多里ホーム介護支援事業所 989-2351
亘理郡亘理町字裏城戸１７９番
地１

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1650 Ｍ居宅支援302 0472400050 医療法人社団松村クリニック やまもとケアプランサービス 989-2202
亘理郡山元町高瀬字合戦原５４
番地２

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1651 Ｍ居宅支援303 0472400076
社会福祉法人亘理町社会福祉
協議会

社会福祉法人亘理町社会福祉
協議会指定居宅介護支援事業
所

989-2351 亘理郡亘理町字旧舘６０番地７ 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1652 Ｍ居宅支援304 0472400084 社会福祉法人静和会 特別養護老人ホームみやま荘 989-2202
亘理郡山元町高瀬字合戦原１１
１番地１１

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1653 Ｍ居宅支援305 0472400175 社会福祉法人日就会
亘理町デイサービスセンターお
おくま荘

989-2383
亘理郡亘理町逢隈田沢字鈴木
堀３９番地

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1654 Ｍ居宅支援306 0472400225 医療法人育志会
指定居宅介護支援事業所ラン
ディング

989-2201
亘理郡山元町山寺字堤山８番
地５

平成13年08月31日 平成13年08月31日 ● ◎

宮1655 Ｍ居宅支援307 0472400233
特定非営利活動法人にこにこケ
アサービス

特定非営利活動法人にこにこケ
アサービス

989-2205
亘理郡山元町小平字北ノ入５６
番地２

平成14年01月15日 平成14年01月15日 ● ◎

宮1656 Ｍ居宅支援308 0472400514 医療法人仁泉会 デイサービスセンターしんまち 989-2351 亘理郡亘理町新町４１番地９ 平成21年06月01日 平成21年06月01日 ● ◎

宮1657 Ｍ居宅支援309 0472400522 株式会社笑美 ほほえみケア 989-2383
亘理郡亘理町逢隈田沢字鈴木
堀５９番地４

平成22年11月01日 平成22年11月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1658 Ｍ居宅支援310 0472400605 社会福祉法人ユニケア けいけん荘介護支援センター 989-2302
亘理郡亘理町逢隈牛袋字境１１
９番地１

平成24年04月01日 平成24年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1659 Ｍ居宅支援311 0472400738 株式会社あしすと悠 あしすと悠 989-2383
亘理郡亘理町逢隈田沢字遠原
２２番地６

平成27年07月01日 平成27年07月01日 ● ◎

宮1660 Ｍ居宅支援312 0472400753
特定非営利活動法人にこにこケ
アサービス

すみれ居宅介護支援事業所 989-2111
亘理郡山元町坂元字町４４番地
１

平成28年04月01日 平成28年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮1661 Ｍ居宅支援313 0472400803 合同会社みらい介護 相談支援センターともケア 989-2331
亘理郡亘理町吉田字原２４７番
地１９

平成29年02月15日 平成29年02月15日 ● ◎

宮1662 Ｍ居宅支援314 0472400829 株式会社上の組 ユースポ亘理デイトレセンター 989-2301
亘理郡亘理町逢隈中泉字沼添
７５番１

平成29年09月01日 平成29年09月01日 ● ◎

宮1663 Ｍ居宅支援315 0472600063
社会福祉法人松島町社会福祉
協議会

松島町社協指定居宅介護支援
事業所

981-0204
宮城郡松島町初原字岩清水１
－１

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1664 Ｍ居宅支援316 0472600097
社会福祉法人利府町社会福祉
協議会

利府町社会福祉協議会指定居
宅介護支援事業所

981-0104
宮城郡利府町中央二丁目１１番
地１

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1665 Ｍ居宅支援317 0472600196 医療法人友仁会
松島病院訪問看護ステーション
居宅介護支援事業所

981-0215
宮城郡松島町高城字浜１番地２
６

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1666 Ｍ居宅支援318 0472600428 医療法人社団喜英会
加瀬ウェルネスタウン指定居宅
介護支援事業所

981-0111
宮城郡利府町加瀬字北窪１６番
地１

平成16年06月01日 平成16年06月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.1

宮1667 Ｍ居宅支援319 0472600485 社会福祉法人功寿会 桜の家居宅介護支援事業所 981-0215 宮城郡松島町高城字町５３ 平成17年11月01日 平成17年11月01日 ● ◎

宮1668 Ｍ居宅支援320 0472600550 社会福祉法人千賀の浦福祉会
松島長松園居宅介護支援事業
所

981-0203
宮城郡松島町根廻字上山王６
番地２７

平成19年10月01日 平成19年10月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.1
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宮1669 Ｍ居宅支援321 0472600659 プリムローズ有限会社
七ヶ浜海の宮居宅介護支援事
業所

985-0804
宮城郡七ヶ浜町東宮浜字前畑１
０

平成22年12月15日 平成22年12月15日 ● ◎ ◎ ◎ R5.1

宮1670 Ｍ居宅支援322 0472600683 松島医療生活協同組合
松島医療生活協同組合介護相
談センター

981-0213
宮城郡松島町松島字普賢堂１
番地４まつしまの郷

平成23年07月01日 平成23年07月01日 ● ◎

宮1671 Ｍ居宅支援323 0472600766 社会福祉法人萩の里 壱ノ町介護支援センター 981-0101
宮城郡利府町赤沼字大貝９３番
地１

平成25年05月13日 平成25年05月13日 ● ◎ ◎ ◎ R5.1

宮1672 Ｍ居宅支援324 0472600832 株式会社笑楽 居宅介護支援事業所ＺＥＮ 985-0802
宮城郡七ヶ浜町吉田浜字野山５
番地１２

平成26年04月15日 平成26年04月15日 ● ◎

宮1673 Ｍ居宅支援325 0472600899 社会福祉法人千賀の浦福祉会
七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支
援事業所

985-0803
宮城郡七ヶ浜町花渕浜字高山２
５番３

平成26年10月15日 平成26年10月15日 ● ◎

宮1674 Ｍ居宅支援326 0472600907 有限会社ドラックエム 利府中央居宅介護支援事業所 981-0104
宮城郡利府町中央二丁目８番
地１

平成27年06月15日 平成27年06月15日 ● ◎

宮1675 Ｍ居宅支援327 0472600923 合同会社ビッグハート ケアプランセンタービッグハート 981-0213
宮城郡松島町松島字東浜４番
地４４松島パシフィックホテル３２
６号

平成29年04月01日 平成29年04月01日 ● ◎

宮1676 Ｍ居宅支援328 0472600949
株式会社ふれあいホームひなた
ぼっこ

居宅介護支援ふれあいホーム
ひなたぼっこ

981-0132
宮城郡利府町花園三丁目５番
地１８

平成29年08月01日 平成29年08月01日 ● ◎

宮1677 Ｍ居宅支援329 0472600972 有限会社ほたる 居宅介護支援事業所ゆとり 985-0823
宮城郡七ヶ浜町遠山５丁目１２
番７７号

平成30年07月01日 平成30年07月01日 ● ◎

宮1678 Ｍ居宅支援330 0472700145 医療法人社団眞友会
希望の杜指定居宅介護支援事
業所

981-3625
黒川郡大和町吉田字新要害１０
番地

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1679 Ｍ居宅支援331 0472700301 社会福祉法人永楽会 ケアプランセンター杜の風 981-3311 富谷市富谷桜田１番地１１ 平成13年05月29日 平成13年05月29日 ● ◎

宮1680 Ｍ居宅支援332 0472700434 医療法人社団俊香会 羽生の丘居宅介護支援事業所 981-3515
黒川郡大郷町羽生字蒲ヶ沢５０
番地１

平成16年04月30日 平成16年04月30日 ● ◎ ◎ ◎ R5.3

宮1681 Ｍ居宅支援333 0472700475 医療法人社団中谷クリニック 居宅介護支援事業所リーブズ 981-3341 富谷市成田二丁目１番地３ 平成16年09月15日 平成16年09月15日 ● ◎ ◎ ◎ R4.10

宮1682 Ｍ居宅支援334 0472700483 社会福祉法人永楽会
永楽会おもいやりセンター居宅
介護支援事業所

981-3501
黒川郡大郷町大松沢字鶴田山
４２番地２

平成16年11月01日 平成16年11月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.3

宮1683 Ｍ居宅支援335 0472700525
社会福祉法人大衡村社会福祉
協議会

大衡村社会福祉協議会居宅介
護支援事業所

981-3692
黒川郡大衡村大衡字平林６２番
地

平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎

宮1684 Ｍ居宅支援336 0472700731
特定非営利活動法人野のゆり
ホーム

野のゆりホームケアプランセン
ター

981-3624
黒川郡大和町宮床字中野４０番
地２

平成20年09月01日 平成20年09月01日 ● ◎

宮1685 Ｍ居宅支援337 0472700814 医療法人社団清山会 いちいの杜介護支援事業所 981-3352
富谷市富ケ丘二丁目１０番１５
－１号

平成22年04月01日 平成22年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.10

宮1686 Ｍ居宅支援338 0472700905 社会福祉法人東松島福祉会 居宅介護支援事業所成田の里 981-3341 富谷市成田一丁目５番地５ 平成23年06月15日 平成23年06月15日 ● ◎

宮1687 Ｍ居宅支援339 0472700962 社会福祉法人永楽会 ケアプランセンターえいらく 981-3621
黒川郡大和町吉岡字中町３２番
地２

平成23年12月01日 平成23年12月01日 ● ◎

宮1688 Ｍ居宅支援340 0472701093
社会福祉法人宮城県社会福祉
協議会

なごみな 981-3623
黒川郡大和町小野字前沢３１番
１

平成25年01月01日 平成25年01月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.3
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宮1689 Ｍ居宅支援341 0472701184 株式会社リツワ ケアプラン七ツの森 981-3624
黒川郡大和町宮床字森ノ腰１３
２

平成25年11月01日 平成25年11月01日 ● ◎

宮1690 Ｍ居宅支援342 0472701192 社会福祉法人まほろば
まほろばの里たいわ居宅介護
支援事業所

981-3632
黒川郡大和町吉岡まほろば２丁
目２番地４

平成26年04月01日 平成26年04月01日 ● ◎

宮1691 Ｍ居宅支援343 0472701242 株式会社テンダー ケアプランセンター東向陽台 981-3331 富谷市東向陽台一丁目３－３ 平成27年03月15日 平成27年03月15日 ● ◎

宮1692 Ｍ居宅支援344 0472701267 合同会社おおがみ ケアプランセンター松の実 981-3351 富谷市鷹乃杜一丁目３番８号 平成27年06月01日 平成27年06月01日 ● ◎

宮1693 Ｍ居宅支援345 0472701366 新みやぎ農業協同組合
ＪＡ新みやぎあさひなケアサービ
スセンター

981-3626
黒川郡大和町吉岡南三丁目６
番地２

令和01年07月01日 令和01年07月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.10

宮1694 Ｍ居宅支援346 0472701374 合同会社ラーダークリパ けあぷらんはうすラーダークリパ 981-3601
黒川郡大衡村大瓜字長町１５８
番地

令和01年07月01日 令和01年07月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.3

宮1695 Ｍ居宅支援347 0472701390 一般社団法人宮原福祉会 居宅介護支援事業所原っぱ 981-3494
黒川郡大和町松坂平２丁目５番
地２

令和02年04月01日 令和02年04月01日 ● ◎

宮1696 Ｍ居宅支援348 0472701408 トータルケア株式会社 介護支援相談室楠杜の丘 981-3628
黒川郡大和町杜の丘一丁目１４
番地２

令和02年10月01日 令和02年10月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.10

宮1697 Ｍ居宅支援349 0472800135 社会福祉法人加美玉造福祉会 やくらい介護サービス 981-4333 加美郡加美町中畑南１４３ 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1698 Ｍ居宅支援350 0472800382
社会福祉法人色麻町社会福祉
協議会

色麻社協ケアセンター 981-4122
加美郡色麻町四竃字杉成２７番
地２

平成16年10月01日 平成16年10月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1699 Ｍ居宅支援351 0472800390
社会福祉法人加美町社会福祉
協議会

加美町社協ケアサポートセン
ター

981-4253 加美郡加美町大門１１０番地１ 平成16年12月01日 平成16年12月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮1700 Ｍ居宅支援352 0472800754 希望館ポコ・ア・ポコ有限会社 ケアプランニング希望館 981-4122
加美郡色麻町四竃字瀧１１８番
地１

平成30年09月01日 平成30年09月01日 ● ◎

宮1701 Ｍ居宅支援353 0473100014 社会福祉法人南郷福祉会 なんごう在宅介護支援センター 989-4205
遠田郡美里町木間塚字原田７
番地

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮1702 Ｍ居宅支援354 0473100253 みどりの農業協同組合
ＪＡみどりのふれ愛福祉センター
小牛田

987-0024
遠田郡美里町中埣字夘時３番
地１

平成13年03月30日 平成13年03月30日 ● ◎

宮1703 Ｍ居宅支援355 0473100550
社会福祉法人涌谷町社会福祉
協議会

ゆうらいふ居宅介護支援サービ
ス

987-0121
遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦
１９２番地

平成18年03月01日 平成18年03月01日 ● ◎

宮1704 Ｍ居宅支援356 0473100592 有限会社ポプラ ポプラケアプランセンター 987-0004
遠田郡美里町牛飼字牛飼３８－
１

平成18年06月01日 平成18年06月01日 ● ◎

宮1705 Ｍ居宅支援357 0473100683 セントケア宮城株式会社 セントケアこごた 987-0034 遠田郡美里町化粧坂１９番１号 平成29年07月01日 平成29年07月01日 ● ◎

宮1706 Ｍ居宅支援358 0473100733 有限会社ｋｏｎｎｏ ケアプランセンターたんぽぽ 987-0005
遠田郡美里町北浦字蓮沼３５番
１

平成20年05月15日 平成20年05月15日 ● ◎

宮1707 Ｍ居宅支援359 0473100824 株式会社リツワ みさと居宅介護支援事業所 987-0004
遠田郡美里町牛飼字清水江１３
番地

平成23年04月01日 平成23年04月01日 ● ◎

宮1708 Ｍ居宅支援360 0473100949 社会福祉法人杜の村
みさとの杜居宅介護支援事業
所

987-0038
遠田郡美里町駅東二丁目１７番
地５

平成26年04月01日 平成26年04月01日 ● ◎
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宮1709 Ｍ居宅支援361 0473101137 株式会社ＨＯＰＥ ケアプランセンターひざし 987-0112 遠田郡涌谷町桑木荒５７番地１ 平成31年02月01日 平成31年02月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1710 Ｍ居宅支援362 0473101145 涌谷町
涌谷町老人保健施設ケアプラン
センターさくらの苑

987-0121
遠田郡涌谷町涌谷字中江南２７
８番地

平成31年04月01日 平成31年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮1711 Ｍ居宅支援363 0473101178 合同会社彩輝 ケアプランセンター彩輝 987-0005
遠田郡美里町北浦字待江２８番
地４

令和02年01月01日 令和02年01月01日 ● ◎

宮1712 Ｍ居宅支援364 0473500205
公益社団法人地域医療振興協
会

女川町地域医療センター居宅介
護支援事業所

986-2243
牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山
１０７番地１

平成26年04月01日 平成26年04月01日 ● ◎

宮1713 Ｍ居宅支援365 0473600393 医療法人社団湖聖会
はまなすの丘居宅介護支援事
業所

988-0334 気仙沼市本吉町外尾２５番地 平成18年10月01日 平成18年10月01日 ● ◎

宮1714 Ｍ居宅支援366 0473600435
社会福祉法人南三陸町社会福
祉協議会

南三陸居宅介護支援センター 986-0728
本吉郡南三陸町志津川天王山
３８番地１５２

平成21年04月01日 平成21年04月01日 ● ◎

宮1715 Ｍ居宅支援367 0473600484 社会福祉法人旭浦会 ケアプランセンター慈恵園 986-0782
本吉郡南三陸町入谷字童子下
１５９番地２

平成27年12月01日 平成27年12月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12


