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  告　　　　　示  

山形県告示第575号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第17条の４第１項の規定により、指定居宅支援事業者を次のとおり指

定した。

　　平成15年５月27日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

(毎週火・金曜日発行)

指定年月日
　身体障害者居宅

　支援の種類
事業所の名称及び所在地

指定居宅支援事業者の名称

及び主たる事務所の所在地

平成15年３月10日身体障害者居宅介護

社会福祉法人東根市社会福祉協議会

介護事業所

東根市中央一丁目３番５号

社会福祉法人　東根市社会福

祉協議会

東根市中央一丁目３番５号

同　　　３月13日同

たかだてホームヘルパーステーショ

ン

鶴岡市友江町23番14号

社会福祉法人　鶴岡市社会福

祉協議会

鶴岡市西新斎町14番26号

同同

なえづホームヘルパーステーション

鶴岡市ほなみ町３番１号

社会福祉法人　鶴岡市社会福

祉協議会

鶴岡市西新斎町14番26号

同同

とようらホームヘルパーステーショ

ン

鶴岡市大字三瀬字菖蒲田67番１

社会福祉法人　鶴岡市社会福

祉協議会

鶴岡市西新斎町14番26号

同同

ホームヘルパーステーションふれあ

い

鶴岡市西新斎町14番26号

社会福祉法人　鶴岡市社会福

祉協議会

鶴岡市西新斎町14番26号

同同

もみの木訪問介護事業所

新庄市大手町２番60号

社会福祉法人　新庄市社会福

祉協議会

新庄市大手町２番60号

同同
有限会社飛竜ケアサービス

山形市中桜田三丁目３番26号

有限会社　飛竜ケアサービス

山形市中桜田三丁目３番26号
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同同

余目町在宅福祉サービスセンター

東田川郡余目町大字余目字大塚１番

地の２

社会福祉法人　余目町社会福

祉協議会

東田川郡余目町大字余目字大

塚１番地の２

同同

社会福祉法人遊佐町社会福祉協議会

指定居宅介護事業所

飽海郡遊佐町大字遊佐町字田子１番

地

社会福祉法人　遊佐町社会福

祉協議会

飽海郡遊佐町大字遊佐町字田

子１番地

同同

天童市訪問介護サービス事業所

天童市老野森二丁目６番３号

社会福祉法人　天童市社会福

祉協議会

天童市老野森二丁目６番３号

同　　　３月17日同

社会福祉法人飯豊町社会福祉協議会

訪問介護ステーション福祉の里めざ

み

西置賜郡飯豊町大字椿3642番地

社会福祉法人　飯豊町社会福

祉協議会

西置賜郡飯豊町大字椿3642番

地

同　　　３月20日同

山水園指定身体障害者居宅介護事業

所

東田川郡立川町大字狩川字笠山433

番地の３

社会福祉法人　立川厚生会

東田川郡立川町大字狩川字笠

山433番地の３

同同

株式会社コムスン山形南ケアセン

ター

山形市前田町16番18号

株式会社　コムスン

東京都港区六本木四丁目８番

５号

同　　　３月24日同

上山市社会福祉協議会身体障害者居

宅介護支援事業所

上山市石崎一丁目７番68号

社会福祉法人　上山市社会福

祉協議会

上山市石崎一丁目７番68号

同同
ケアワーク新庄

新庄市上金沢町９番37号

有限会社　ケアワーク新庄

新庄市上金沢町９番37号

同同

株式会社コムスン上山ケアセンター

上山市二日町９番21号

株式会社　コムスン

東京都港区六本木四丁目８番

５号

同同

寒河江市社会福祉協議会指定居宅介

護事業所

寒河江市中央二丁目２番１号

社会福祉法人　寒河江市社会

福祉協議会

寒河江市中央一丁目12番18号

同同
にこにこヘルパーステーション

東根市温泉町三丁目４番38号

有限会社　にこにこらいふ社

東根市温泉町三丁目４番38号

同同

社会福祉法人西川町社会福祉協議会

指定身体障害者居宅介護事業所

西村山郡西川町大字海味437番地２

社会福祉法人　西川町社会福

祉協議会

西村山郡西川町大字海味437

番地２

同　　　３月17日同

大江町社会福祉協議会居宅介護事業

所

西村山郡大江町左沢1277番地

社会福祉法人　大江町社会福

祉協議会

西村山郡大江町左沢882番地

の１

同同

社会福祉法人朝日町社会福祉協議会

指定居宅介護事業所

西村山郡朝日町大字宮宿111５番地

社会福祉法人　朝日町社会福

祉協議会

西村山郡朝日町大字宮宿1115

番地
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同同

くしびきホームヘルパーステーショ

ン

東田川郡櫛引町大字上山字成田21番

地９

社会福祉法人　櫛引町社会福

祉協議会

東田川郡櫛引町大字三千刈字

藤掛１番地

同　　　３月20日同

社会福祉法人川西町社会福祉協議会

居宅介護事業所

東置賜郡川西町上小松2918番地２

社会福祉法人　川西町社会福

祉協議会

東置賜郡川西町上小松2918番

地２

同　　　３月24日同

高畠ふれあいケアセンター

東置賜郡高畠町大字高畠454番地４

社会福祉法人　高畠町社会福

祉協議会

東置賜郡高畠町大字高畠454

番地４

同同

指定身体障害者居宅介護事業所愛日

荘

山形市大字妙見寺４番地

社会福祉法人　恩賜財団済生

会

東京都港区三田一丁目４番28

号

同同

指定訪問ヘルプサービスふじの花荘

東田川郡藤島町藤の花一丁目18番地

１

社会福祉法人　ふじの里

東田川郡藤島町藤の花一丁目

18番地１

同同

山形市社会福祉協議会身体障害者居

宅介護事業所

山形市城西町二丁目２番22号

社会福祉法人　山形市社会福

祉協議会

山形市城西町二丁目２番22号

同同

社会福祉法人河北町社会福祉協議会

指定居宅介護事業所

西村山郡河北町谷地字真木30番地

社会福祉法人　河北町社会福

祉協議会

西村山郡河北町谷地字真木30

番地

同同

身体障害者居宅介護支援事業所いき

いきの郷

山形市大字成安425番地２

社会福祉法人　輝きの会

山形市大字成安425番地２

同同

自立支援センター山形らいふめぇと

山形市あかねケ丘二丁目11番16号

特定非営利活動法人　山形ら

いふめぇと企画

山形市東原町二丁目16番42号

さつき荘１号室

同同

清幸園ヘルパーステーション

天童市大字大清水491番地１

社会福祉法人　天童福祉厚生

会

天童市大字矢野目150番地

同同

アイリスケアセンター山形

山形市上町三丁目12番６号

株式会社　ニチイ学館

東京都千代田区神田駿河台２

の９

同　　　３月27日同

アイリスケアセンター米沢

米沢市金池五丁目13番21号

株式会社　ニチイ学館

東京都千代田区神田駿河台２

の９

同同

ハッピー山形・ヘルパーステーショ

ン

山形市下条町二丁目１番15号102

株式会社　ジャパンケアサー

ビス

山形市下条町二丁目１番15号

102

同同

尾花沢市社会福祉協議会身体障害者

居宅介護事業所

尾花沢市新町三丁目２番５号

社会福祉法人　尾花沢市社会

福祉協議会

尾花沢市新町三丁目２番５号
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同同
ウオーム・ハート訪問介護事業所

米沢市中央七丁目６番21号201

有限会社　羽前技研

米沢市中央七丁目６番20号

同同

長井市社会福祉協議会障害者等指定

居宅介護事業所

長井市館町北６番19号

社会福祉法人　長井市社会福

祉協議会

長井市館町北６番19号

同同

株式会社コンスン天童ケアセンター

天童市東本町一丁目２番18号

株式会社　コムスン

東京都港区六本木四丁目８番

５号

同同

ほのぼのケアサービスヘルパース

テーション

南陽市漆山1306番地の７

エヌ・デーソフトウェア株式

会社

南陽市漆山1306番地の７

同同

株式会社コムスン山形北央ケアセン

ター

山形市薬師町二丁目６番17号

株式会社　コムスン

東京都港区六本木四丁目８番

５号

同同

社会福祉法人酒田市社会福祉協議会

酒田市相生町二丁目３番80号

社会福祉法人　酒田市社会福

祉協議会

酒田市相生町二丁目３番80号

同同

みこころの園身体障害者居宅介護事

業所

山形市大字沼木字下河原1129番地１

社会福祉法人　山形公和会

山形市大字沼木字下河原1129

番地１

同同

であい身障居宅介護支援事業所

東田川郡朝日村大字熊出字東村157

番地の２

社会福祉法人　朝日ぶなの木

会

東田川郡朝日村大字熊出字東

村157番地の２

同同

白鷹町社会福祉協議会身体障害者支

援費事業所

西置賜郡白鷹町大字荒砥甲488番地

社会福祉法人　白鷹町社会福

祉協議会

西置賜郡白鷹町大字荒砥甲

488番地

同　　　３月28日同

村山市社会福祉協議会居宅介護事業

所

村山市中央一丁目５番24号

社会福祉法人　村山市社会福

祉協議会

村山市中央一丁目５番24号

同　　　３月27日同

米沢市社会福祉協議会ホームヘル

パーステーション

米沢市西大通一丁目５番60号

社会福祉法人　米沢市社会福

祉協議会

米沢市西大通一丁目５番60号

同　　　３月28日同

株式会社コムスン新庄ケアセンター

新庄市金沢字前野2137番地６号

株式会社　コムスン

東京都港区六本木四丁目８番

５号

同　　　３月31日同

身体障害者居宅介護事業所　かみじ

荘

東田川郡羽黒町大字手向字薬師沢

193番地３

社会福祉法人　羽黒百寿会

東田川郡羽黒町大字手向字薬

師沢193番地３

同　　　４月１日同

愛楽園指定訪問介護事業所

西田川郡温海町大字槇代丁53番地１

社会福祉法人　あつみ福祉会

西田川郡温海町大字槇代丁53

番地１

同同

最上町社会福祉協議会指定訪問介護

支援事業所

最上郡最上町大字向町43番地の１

社会福祉法人　最上町社会福

祉協議会

最上郡最上町大字向町43番地

の１
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同　　　４月22日同

指定居宅介護事業所ケアステーショ

ン21新庄

新庄市十日町柳原1509番の２

有限会社　ダイドー

上山市下生居194番の１

同　　　４月16日同

さんゆうすずらん身障者居宅介護事

業所

米沢市万世町桑山2194番地

有限会社　三友医療

米沢市相生町７番52号

同　　　４月30日同

株式会社　あっぷるケアサービス

山形市城西町二丁目７番50号

株式会社　あっぷるケアサー

ビス

山形市城西町二丁目７番50号

同　　　５月９日同

みすみ指定身体障害者訪問介護事業

所

飽海郡平田町大字楢橋字大柳１番地

16

社会福祉法人　平田厚生会

飽海郡平田町大字楢橋字大柳

３番地１

同　　　５月14日同

ケアステーション21天童支店　株式

会社東北福祉サービス

天童市中里七丁目３番13号

株式会社　東北福祉サービス

東根市神町南二丁目６番８号

同　　　３月27日
身体障害者デイサー

ビス

身体障害者デイサービス事業所いき

いきの郷

山形市大字成安425番地２

社会福祉法人　輝きの会

山形市大字成安425番地２

同同

身体障害者デイサービスセンター和

光園

尾花沢市新町三丁目２番５号

社会福祉法人　尾花沢市社会

福祉協議会

尾花沢市新町三丁目２番５号

同同

指定身体障害者デイサービス事業所

光生園

最上郡舟形町舟形2387番地の１

社会福祉法人　舟和会

最上郡舟形町舟形2387番地の

１

同同

山形県リハビリセンターデイサービ

ス

山形市大字大森385番地

社会福祉法人　山形県身体障

害者福祉協会

山形市大字大森385番地

同同

ワークショップ明星園デイサービス

センター

山形市長町728番地の２

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同同

米沢市社会福祉協議会身体障害者デ

イサービス事業所

米沢市西大通一丁目５番60号

社会福祉法人　米沢市社会福

祉協議会

米沢市西大通一丁目５番60号

同同

なえづ身体障害者デイサービスセン

ター

鶴岡市ほなみ町３番１号

社会福祉法人　鶴岡市社会福

祉協議会

鶴岡市西新斎町14番26号

同同

身体障害者デイサービス事業所らふ

らんす大江

西村山郡大江町大字左沢1277番地

社会福祉法人　碧水会

西村山郡大江町大字左沢1277

番地

同同

山水園指定身体障害者デイサービス

事業所

東田川郡立川町大字狩川字笠山433

番地の３

社会福祉法人　立川厚生会

東田川郡立川町大字狩川字笠

山433番地の３

同　　　５月９日同

みすみ指定身体障害者通所介護事業

所

飽海郡平田町大字楢橋字大柳１番地

16

社会福祉法人　平田厚生会

飽海郡平田町大字楢橋字大柳

３番地１
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同　　　３月17日身体障害者短期入所

指定身体障害者短期入所事業所　光

生園

最上郡舟形町舟形2387番地の１

社会福祉法人　舟和会

最上郡舟形町舟形2387番地の

１

同同

指定短期入所事業所　すげさわの丘

山形市すげさわの丘727番地47

社会福祉法人　友愛会

山形市すげさわの丘727番地

47

同同

短期入所生活介護センター　福祉の

里めざみ

西置賜郡飯豊町大字椿3642番地

社会福祉法人　飯豊町社会福

祉協議会

西置賜郡飯豊町大字椿3642番

地

同　　　３月27日同

月光園身体障害者指定短期入所事業

所

飽海郡遊佐町大字当山字上戸８番地

の１

社会福祉法人　遊佐厚生会

飽海郡遊佐町大字当山字上戸

８番地の１

同同

山水園指定身体障害者短期入所事業

所

東田川郡立川町大字狩川字笠山433

番地の３

社会福祉法人　立川厚生会

東田川郡立川町大字狩川字笠

山433番地の３

同同

身体障害者短期入所事業所いきいき

の郷

山形市大字成安425番地２

社会福祉法人　輝きの会

山形市大字成安425番地２

同同

梓園指定短期入所事業所

米沢市大字三沢26100の14番地

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同同

身障短期入所事業所かたくり荘

東田川郡朝日村大字熊出字東村157

番地の２

社会福祉法人　朝日ぶなの木

会

東田川郡朝日村大字熊出字東

村157番地の２

同　　　４月１日同

特別養護老人ホームはとみね荘指定

身体障害者短期入所事業所

東置賜郡高畠町大字高畠303番地

社会福祉法人　松風会

東置賜郡高畠町大字高畠303

番地

同同

特別養護老人ホームまほろば荘指定

身体障害者短期入所事業所

東置賜郡高畠町大字福沢705番地の

１

社会福祉法人　松風会

東置賜郡高畠町大字高畠303

番地

同同
しおん荘ショートステイセンター

鶴岡市湯野浜一丁目17番35号

社会福祉法人　思恩会

鶴岡市湯野浜一丁目17番35号

同　　　５月９日同

寿康園指定身体障害者短期入所事業

所

飽海郡平田町大字楢橋字大柳３番地

１

社会福祉法人　平田厚生会

飽海郡平田町大字楢橋字大柳

３番地１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第576号

　知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第15条の５第１項の規定により、指定居宅支援事業者を次のとおり指

定した。

　　平成15年５月27日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄
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指定年月日
知的障害者居宅

支援の種類　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅支援事業者の名称

及び主たる事務所の所在地

平成15年３月10日知的障害者居宅介護

社会福祉法人東根市社会福祉協議会

介護事業所

東根市中央一丁目３番５号

社会福祉法人　東根市社会福

祉協議会

東根市中央一丁目３番５号

同同

天童市訪問介護サービス事業所

天童市老野森二丁目６番３号

社会福祉法人　天童市社会福

祉協議会

天童市老野森二丁目６番３号

同同

社会福祉法人西川町社会福祉協議会

指定知的障害者居宅介護事業所

西村山郡西川町大字海味437番地２

社会福祉法人　西川町社会福

祉協議会

西村山郡西川町大字海味437

番地２

同　　　３月13日同

社会福祉法人酒田市社会福祉協議会

酒田市相生町二丁目３番80号

社会福祉法人　酒田市社会福

祉協議会

酒田市相生町二丁目３番80号

同　　　３月14日同

余目町在宅福祉サービスセンター

東田川郡余目町大字余目字三人谷地

70番地

社会福祉法人　余目町社会福

祉協議会

東田川郡余目町大字余目字大

塚１番地の２

同　　　３月17日同

大江町社会福祉協議会居宅介護事業

所

西村山郡大江町左沢1277番地

社会福祉法人　大江町社会福

祉協議会

西村山郡大江町左沢882番地

の１

同　　　３月14日同

寒河江市社会福祉協議会指定居宅介

護事業所

寒河江市中央二丁目２番１号

社会福祉法人　寒河江市社会

福祉協議会

寒河江市中央二丁目２番１号

同同

高畠ふれあいケアセンター

東置賜郡高畠町大字高畠454番地４

社会福祉法人　高畠町社会福

祉協議会

東置賜郡高畠町大字高畠454

番地４

同　　　３月17日同

指定訪問ヘルプサービスふじの花荘

東田川郡藤島町藤の花一丁目18番地

１

社会福祉法人　ふじの里

東田川郡藤島町藤の花一丁目

18番地１

同同

自立支援センター山形らいふめぇと

山形市あかねケ丘二丁目11番16号

特定非営利活動法人　山形ら

いふめぇと企画

山形市東原町二丁目16番42号

さつき荘１号室

同同

もみの木訪問介護事業所

新庄市大手町２番60号

社会福祉法人　新庄市社会福

祉協議会

新庄市大手町２番60号

同　　　３月20日同

社会福祉法人朝日町社会福祉協議会

指定居宅介護事業所

西村山郡朝日町大字宮宿1115番地

社会福祉法人　朝日町社会福

祉協議会

西村山郡朝日町大字宮宿1115

番地

同同

村山市社会福祉協議会居宅介護事業

所

村山市中央一丁目５番24号

社会福祉法人　村山市社会福

祉協議会

村山市中央一丁目５番24号
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同同

なえづホームヘルパーステーション

鶴岡市ほなみ町３番１号

社会福祉法人　鶴岡市社会福

祉協議会

鶴岡市西新斎町14番26号

同同

ホームヘルパーステーションふれあ

い

鶴岡市西新斎町14番26号

社会福祉法人　鶴岡市社会福

祉協議会

鶴岡市西新斎町14番26号

同同

たかだてホームヘルパーステーショ

ン

鶴岡市友江町23番14号

社会福祉法人　鶴岡市社会福

祉協議会

鶴岡市西新斎町14番26号

同同

とようらホームヘルパーステーショ

ン

鶴岡市大字三瀬字菖蒲田67番１

社会福祉法人　鶴岡市社会福

祉協議会

鶴岡市西新斎町14番26号

同同
ケアワーク新庄

新庄市上金沢町９番37号

有限会社　ケアワーク新庄

新庄市上金沢町９番37号

同　　　３月28日同

山形市社会福祉協議会知的障害者居

宅介護事業所

山形市城西町二丁目２番22号

社会福祉法人　山形市社会福

祉協議会

山形市城西町二丁目２番22号

同　　　３月31日同

株式会社コムスン上山ケアセンター

上山市二日町９番21号

株式会社　コムスン

東京都港区六本木四丁目８番

５号

同同

米沢市社会福祉協議会ホームヘル

パーステーション

米沢市西大通一丁目５番60号

社会福祉法人　米沢市社会福

祉協議会

米沢市西大通一丁目５番60号

同同

社会福祉法人川西町社会福祉協議会

居宅介護事業所

東置賜郡川西町上小松2918番地の２

社会福祉法人　川西町社会福

祉協議会

東置賜郡川西町上小松2918番

地の２

同同

山水園指定知的障害者居宅介護事業

所

東田川郡立川町大字狩川字笠山433

番地の３

社会福祉法人　立川厚生会

東田川郡立川町大字狩川字笠

山433番地の３

同同

株式会社コムスン新庄ケアセンター

新庄市金沢字前野2137番地６号

株式会社　コムスン

東京都港区六本木四丁目８番

５号

同同

長井市社会福祉協議会障害者等指定

居宅介護事業所

長井市館町北６番19号

社会福祉法人　長井市社会福

祉協議会

長井市館町北６番19号

同同

くしびきホームヘルパーステーショ

ン

東田川郡櫛引町大字上山添字成田21

番地９

社会福祉法人　櫛引町社会福

祉協議会

東田川郡櫛引町大字三千刈字

藤掛１番地

同同

すぎの子

山形市小白川町二丁目３番47号

特定非営利活動法人　山形親

子療育支援ネットワーク

山形市三日町二丁目１番71号

同　　　４月１日同

社会福祉法人河北町社会福祉協議会

指定居宅介護事業所

西村山郡河北町谷地字真木30番地

社会福祉法人　河北町社会福

祉協議会

西村山郡河北町谷地字真木30

番地
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同同

株式会社コムスン天童ケアセンター

天童市東本町一丁目２番18号

株式会社　コムスン

東京都港区六本木四丁目８番

５号

同同

株式会社コムスン山形北央ケアセン

ター

山形市薬師町二丁目６番17号

株式会社　コムスン

東京都港区六本木四丁目８番

５号

同同

白鷹町社会福祉協議会知的障害者支

援費事業所

西置賜郡白鷹町大字荒砥甲488番地

社会福祉法人　白鷹町社会福

祉協議会

西置賜郡白鷹町大字荒砥甲

488番地

同同

株式会社コムスン山形南ケアセン

ター

山形市前田町16番18号

株式会社　コムスン

東京都港区六本木四丁目８番

５号

同同

尾花沢市社会福祉協議会知的障害者

居宅介護事業所

尾花沢市新町三丁目２番５号

社会福祉法人　尾花沢市社会

福祉協議会

尾花沢市新町三丁目２番５号

同同

愛楽園指定訪問介護事業所

西田川郡温海町大字槇代丁53番地１

社会福祉法人　あつみ福祉会

西田川郡温海町大字槇代丁53

番地１

同同

ほのぼのケアサービスヘルパース

テーション

南陽市漆山1306番地の１

エヌ・デーソフトウェア株式

会社

南陽市漆山1306番地の１

同　　　５月１日同

最上町社会福祉協議会「指定訪問介

護支援事業所」

最上郡最上町大字向町43番地の１

社会福祉法人　最上町社会福

祉協議会

最上郡最上町大字向町43番地

の１

同　　　４月１日同

社会福祉法人遊佐町社会福祉協議会

指定居宅介護事業所

飽海郡遊佐町大字遊佐町字田子１番

地

社会福祉法人　遊佐町社会福

祉協議会

飽海郡遊佐町大字遊佐町字田

子１番地

同　　　５月13日同

みすみ指定知的障害者訪問介護事業

所

飽海郡平田町大字楢橋字大柳１番地

16

社会福祉法人　平田厚生会

飽海郡平田町大字楢橋字大柳

３番地１

同　　　３月20日
知的障害者デイサー

ビス

知的障害者デイサービスセンター新

生園

尾花沢市大字荻袋911番地の１

社会福祉法人　徳良会

尾花沢市新町三丁目２番21号

同　　　３月28日同

希望が丘まつかぜ荘デイサービスセ

ンター

東置賜郡川西町大字下小松2045番地

の20

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同同
NPO福祉支援センターすぎな

長井市森字和合654番地

特定非営利活動法人　すぎな

長井市森字和合654番地

同　　　３月31日同

鶴岡市ゆうあいプラザ

鶴岡市ほなみ町３番２号

社会福祉法人　鶴岡市社会福

祉協議会

鶴岡市西新斎町14番26号

同　　　４月１日同

知的障害者ディサービス事業清流園

最上郡戸沢村大字蔵岡3718番地

社会福祉法人　清流会

最上郡戸沢村大字蔵岡3718番

地
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同　　　３月14日知的障害者短期入所
知的障害者短期入所事業所新生園

尾花沢市大字荻袋911番地の１

社会福祉法人　徳良会

尾花沢市新町三丁目２番21号

同　　　３月17日同
知的障害者更生施設向陽園

山形市大字長谷堂4687番地

社会福祉法人　愛泉会

山形市大字長谷堂4687番地

同同

知的障害者更生施設短期入所事業所

らふらんす大江

西村山郡大江町大字左沢1277番地

社会福祉法人　碧水会

西村山郡大江町大字左沢1277

番地

同同

知的障害者授産施設短期入所事業所

らふらんす大江

西村山郡大江町大字左沢1277番地

社会福祉法人　碧水会

西村山郡大江町大字左沢1277

番地

同同

寒河江共労育成園短期入所事業所

寒河江市大字柴橋字平野2950番地

158

社会福祉法人　牧人会

福島県西白河郡西郷村大字小

田倉上上野原158番地１

同　　　３月20日同

知的障害者更生施設水明苑

北村山郡大石田町大字横山4042番地

の３

社会福祉法人　敬天会

北村山郡大石田町大字大石田

甲574番地

同　　　３月28日同

希望が丘こだま寮指定短期入所事業

所

東置賜郡川西町大字下小松2045番地

の20

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同同

希望が丘あさひ寮指定短期入所事業

所

東置賜郡川西町大字下小松2045番地

の20

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同同

希望が丘まつのみ寮指定短期入所事

業所

東置賜郡川西町大字下小松2045番地

の20

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同同

希望が丘しらさぎ寮指定短期入所事

業所

東置賜郡川西町大字下小松2045番地

の20

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同同

吹浦荘短期入所事業所

飽海郡遊佐町大字菅里字菅野南山21

番地の14

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同同

慈丘園指定短期入所事業所

鶴岡市大字下川字窪畑183番地の５

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同同

さくらんぼ共生園短期入所事業所

寒河江市南町三丁目３番31号

社会福祉法人　さくらんぼ共

生会

寒河江市南町三丁目３番31号

同同
国立療養所山形病院

山形市行才126番２

国立療養所　山形病院

山形市行才126番２

同同

山形県立総合療育訓練センター

上山市河崎三丁目７番１号

山形県立総合療育訓練セン

ター

上山市河崎三丁目７番１号

同　　　３月31日同

知的障害者更生施設　恵風園

東田川郡羽黒町大字川代字向山136

番１

社会福祉法人　めぐみ会

鶴岡市茅原町26番27号
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同同
短期入所事業所こすもすの家

東根市大字野川2074番地の103

社会福祉法人　東根福祉会

東根市大字野川2074番地の99

同同
短期入所事業所大けやきの家

村山市楯岡新町三丁目２番１号

社会福祉法人　東根福祉会

東根市大字野川2074番地の99

同同

鶴岡市ゆうあいプラザ

鶴岡市ほなみ町３番２号

社会福祉法人　鶴岡市社会福

祉協議会

鶴岡市西新斎町14番26号

同同
知的障害者更生施設たぶの木学園

酒田市宮野浦三丁目21番24号

社会福祉法人　光風会

酒田市宮野浦三丁目20番１号

同同

山形育成園

上山市金谷字金ケ瀬1111番地

社会福祉法人　牧人会

福島県西白河郡西郷村大字小

田倉上上野原158番地１

同　　　４月１日同

知的障害者更生施設和光園

飽海郡松山町大字相沢字北森155番

地

社会福祉法人　明松会

飽海郡松山町大字相沢字北森

155番地

同同

指定知的障害者短期入所事業所「の

ぞみの家」

山形市大字岩波字鬼越３番１

社会福祉法人　さくらんぼの

里

山形市大字岩波字鬼越３番１

同同

白鷹陽光学園

西置賜郡白鷹町大字山口408番地

社会福祉法人　白鷹福祉会

西置賜郡白鷹町大字荒砥甲

377番地

同同

短期入所せせらぎ

長井市成田1026番地１

社会福祉法人　長井市社会福

祉協議会

長井市館町北６番19号

同同

栄光園指定短期入所事業所

米沢市万世町梓山5493番地の１

社会福祉法人　山形県手をつ

なぐ親の会

山形市小白川町二丁目３番31

号

同同

国立療養所米沢病院

米沢市大字三沢26100番地の１

国立療養所　米沢病院

米沢市大字三沢26100番地の

１

同同

知的障害者短期入所事業清流園

最上郡戸沢村大字蔵岡3718番地

社会福祉法人　清流会

最上郡戸沢村大字蔵岡3718番

地

同　　　３月17日
知的障害者地域生活

援助

グループホームひまわりの家

山形市千歳二丁目15番24号

社会福祉法人　愛泉会

山形市大字長谷堂4687番地

同　　　３月28日同

吹浦荘第１グループホーム

飽海郡遊佐町大字菅里字十里塚193

番地の256

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同同

吹浦荘第２グループホーム

飽海郡遊佐町向田31番地

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同同

慈丘園グループホーム

鶴岡市友江４番８号

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同同

希望が丘第一グループホーム

東置賜郡川西町大字上小松3337番地

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号
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同同

希望が丘第二グループホーム

東置賜郡川西町大字上小松1756番１

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同同

希望が丘第三グループホーム

東置賜郡川西町大字上小松3082番地

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同同

希望が丘第四グループホーム

東置賜郡川西町大字上小松5095番

618

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同同

希望が丘第五グループホーム

東置賜郡川西町大字上小松2352番３

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同同

希望が丘第六グループホーム

東置賜郡川西町大字上小松5095番

676

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同同

希望が丘第七グループホーム

東置賜郡川西町大字小松1859番３

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同同

希望が丘第八グループホーム

東置賜郡川西町大字上小松1891番７

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同同

希望が丘第九グループホーム

東置賜郡川西町大字上小松1125番地

社会福祉法人　山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同　　　３月31日同

指定知的障害者地域生活援助事業所

蔵王あすなろ荘

山形市蔵王半郷749番地の４

社会福祉法人　山形市社会福

祉事業団

山形市蔵王半郷1366番地の２

同同

指定知的障害者地域生活援助事業所

蔵王わかば荘

山形市蔵王半郷742番地の４

社会福祉法人　山形市社会福

祉事業団

山形市蔵王半郷1366番地の２

同同

指定知的障害者地域生活援助事業所

蔵王さくら荘

山形市蔵王半郷字松尾川113番地の

２

社会福祉法人　山形市社会福

祉事業団

山形市蔵王半郷1366番地の２

同同

指定知的障害者地域生活援助事業所

蔵王みどり荘

山形市蔵王半郷605番地の１

社会福祉法人　山形市社会福

祉事業団

山形市蔵王半郷1366番地の２

同同

指定知的障害者地域生活援助事業所

蔵王飯田荘

山形市蔵王成沢179番地の１

社会福祉法人　山形市社会福

祉事業団

山形市蔵王半郷1366番地の２

同同
楽しい家

鶴岡市家中新町２番40号

社会福祉法人　恵泉会

鶴岡市茅原町28番10号

同同
すばる

鶴岡市大字藤沢字西側163番地

社会福祉法人　恵泉会

鶴岡市茅原町28番10号

同同
たんぽぽ

鶴岡市若葉町23番２号

社会福祉法人　恵泉会

鶴岡市茅原町28番10号

同　　　４月１日同

羽山荘

米沢市万世町梓山189番地

社会福祉法人　山形県手をつ

なぐ親の会

山形市小白川町二丁目３番31

号
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同同

かたくりの家

米沢市城西四丁目５番69号

社会福祉法人　山形県手をつ

なぐ親の会

山形市小白川町二丁目３番31

号

同同

ゆう

米沢市城西四丁目５番73号

社会福祉法人　山形県手をつ

なぐ親の会

山形市小白川町二丁目３番31

号

同同

ふじ

米沢市東大通三丁目１番30号

社会福祉法人　山形県手をつ

なぐ親の会

山形市小白川町二丁目３番31

号

同同

つくし

米沢市東大通三丁目１番16号

社会福祉法人　山形県手をつ

なぐ親の会

山形市小白川町二丁目３番31

号

同同

かがやき

米沢市大町三丁目４番17号

社会福祉法人　山形県手をつ

なぐ親の会

山形市小白川町二丁目３番31

号

同同

スマイルハウス

米沢市窪田町窪田1235番地

社会福祉法人　山形県手をつ

なぐ親の会

山形市小白川町二丁目３番31

号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第577号

　知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第15条の11第１項の規定により、指定知的障害者更生施設等を次のと

おり指定した。

　　平成15年５月27日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

指定年月日
知的障害者更生施設

等の種類　　　　　

指定知的障害者更生施設等の

名称及び所在地　　　　　　

指定知的障害者更生施設等の

設置者の名称及び主たる事務

所の所在地

平成15年４月１日知的障害者更生施設

指定知的障害者更生施設根っ子杉

東田川郡藤島町藤の花一丁目20番地

１

社会福祉法人　ふじの里

東田川郡藤島町藤の花一丁目

18番地１
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