「介護の職場体験」受入れ先登録施設・事業所一覧
※一覧に掲載されていない施設・事業所であっても、受入れが可能な場合がありますので、職場体験を希望する施設・事業所がありましたら、一度ご相談ください。
※「認証事業者」とは、介護サービス事業所のレベルアップ等を図ることを目的として、職場の人材育成等に積極的に取り組んでいると県が認証した介護保険施設等です。
＜県北地区＞

お問い合わせ先：０１８－８６４－３１６１

大館市

（令和２年７月現在）
法

人

名

施設・事業所名

〒

住所

社会福祉法人 水交苑

特別養護老人ホーム 山館苑

017-0838 秋田県大館市山館字館ノ下12-1

社会福祉法人 水交苑

特別養護老人ホーム 水交苑

017-0034 秋田県大館市下代野字中道南36番地1

有限会社 ほのぼの

グループホーム ほのぼの

018-3505 秋田県大館市早口字弥五郎沢2-25

社会福祉法人 成寿会

成寿苑指定通所リハビリテーション事業所

017-0012 秋田県大館市釈迦内字狼穴79番地

株式会社 H&R's DREAM

訪問看護ステーション かりん

017-0837 秋田県大館市餌釣字山王下110番地4

大館ケアサポート企業組合

ショートステイさくら

017-0864 秋田県大館市根下戸新町5番15-20号

大館ケアサポート企業組合

デイサービスセンターさくら

017-0864 秋田県大館市根下戸新町5-18

株式会社 なが岡

よりあいたっこ森

018-5701 秋田県大館市比内町扇田字扇田423

社会福祉法人 大館市社会福祉事業団 【認証事業者】 大館市特別養護老人ホーム つくし苑

018-5301 秋田県大館市十二所字大水口4番地5

社会福祉法人 大館市社会福祉事業団 【認証事業者】 大館市養護老人ホーム 成章園

018-5604 秋田県大館市軽井沢字下岱20番地20

株式会社 シースマイル

017-0042 秋田県大館市観音堂５３９-１

ケアセンターこころ

社会福祉法人 比内ふくし会

【認証事業者】 特別養護老人ホーム やまぼうし

018-5712 秋田県大館市比内町新館字真館２１-６

社会福祉法人 比内ふくし会

【認証事業者】 グループホーム山王台

017-0836 秋田県大館市池内字上野２３４－１

有限会社 うめの木園

ショートステイなでしこ

017-0864 秋田県大館市根下戸新町１０３－１

有限会社 バスケの街 能代企画

ショートステイとんぼ 釈迦内

017-0012 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下２２９

有限会社 バスケの街 能代企画

ショートステイとんぼ

017-0044 秋田県大館市御成町４丁目６番１０－１号

株式会社 タクト

グループホーム 長根山

017-0803 秋田県大館市東台六丁目４番１７号

株式会社 タクト

グループホーム 観音堂

017-0042 秋田県大館市字観音堂３９１

株式会社 タクト

小規模多機能型居宅介護 東台

017-0803 秋田県大館市東台六丁目４番１７号

株式会社 タクト

有料老人ホーム ふれあいの里ありうら

017-0043 秋田県大館市有浦一丁目３番１３号

社会福祉法人 大館圏域ふくし会

【認証事業者】 デイサービスセンターいずみ

017-0845 秋田県大館市泉町９番１９号

社会福祉法人 大館圏域ふくし会

【認証事業者】 グループホームいずみ

017-0845 秋田県大館市泉町９番１９号

社会福祉法人 大館圏域ふくし会

【認証事業者】 特別養護老人ホーム 大館南ガーデン

018-5756 秋田県大館市下川原字向野１７番地１

社会福祉法人 大館圏域ふくし会

【認証事業者】 特別養護老人ホーム神山荘

017-0005 秋田県大館市花岡町字神山６番地２

社会福祉法人 大館圏域ふくし会

【認証事業者】 デイサービスセンターかみやま

017-0005 秋田県大館市花岡町字神山６番地２

社会福祉法人 大館圏域ふくし会

【認証事業者】 特別養護老人ホーム 長慶荘

018-3501 秋田県大館市岩瀬字羽貫谷地中島２１番地９０

株式会社 一途

ケアサポート悠らり

017-0012 秋田県大館市釈迦内字萩長森下３８－２３

あきた北農業協同組合

デイサービスセンターえがお

017-0878 秋田県大館市川口字隼人岱１０８－４

株式会社 エーアイエム

グループホーム 縁ゆくり

017-0821 秋田県大館市字桜町３５

医療法人 和成会

介護老人保健施設 平成館

017-0872 秋田県大館市片山町３丁目１２番３０号

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター桂城

017-0888 秋田県大館市字水門前５－２

株式会社 ケアサポート・グリーンライフ

デイサービスセンター みどりの丘

017-0012 秋田県大館市釈迦内字台野道神１０２番地１３

鹿角市
法

人

名

施設・事業所名

〒

住所

有限会社 くおん

グループホーム くおん

018-5141 秋田県鹿角市八幡平字堰の下108

社会福祉法人 愛生会

特別養護老人ホーム ケアホーム おおゆ

018-5421 秋田県鹿角市十和田大湯字湯の岱一丁目1番地

社会福祉法人 愛生会

地域密着型特別養護老人ホーム はなわあいの

018-5201 秋田県鹿角市花輪字合野70番地

医療法人 恵愛会

鹿角中央病院デイサービスセンター

018-5201 秋田県鹿角市花輪字扇の間7-1

医療法人 恵愛会

医療法人 恵愛会 グループホーム仁愛

018-5201 秋田県鹿角市花輪字六月田７８－５

有限会社 なでしこ

グループホーム なでしこ

018-5201 秋田県鹿角市花輪字下花輪124-1

特別養護老人ホーム 東恵園

018-5201 秋田県鹿角市花輪字古館4番地1

東恵園指定通所介護事業所

018-5201 秋田県鹿角市花輪字古館5番地1

社会福祉法人 花輪ふくし会
社会福祉法人 花輪ふくし会
社会福祉法人 花輪ふくし会
社会福祉法人 花輪ふくし会

【認証事業者】
【認証事業者】
【認証事業者】
【認証事業者】

東恵園指定認知症対応型通所介護事業所(てとてと) 018-5201 秋田県鹿角市花輪字古館5番地1
東恵園指定小規模多機能型居宅介護(小規模多機能かみはなわ)

018-5201 秋田県鹿角市花輪字古館5番地1

社会福祉法人 花輪ふくし会

【認証事業者】

養護老人ホーム 和光園

018-5201 秋田県鹿角市花輪字案内９０番地１

社会福祉法人 花輪ふくし会

【認証事業者】

多機能サービス たぐちさんの家

018-5334 秋田県鹿角市十和田毛馬内字毛馬内２０番地

社会福祉法人 花輪ふくし会

【認証事業者】

介護老人福祉施設 鹿南の郷

018-5141 秋田県鹿角市八幡平字長嶺前田１５番地３

社会福祉法人 寿光会

介護老人福祉施設 鹿角微笑苑

018-5421 秋田県鹿角市十和田大湯字屋布ノ下夕２０番地

社会福祉法人 寿光会

デイサービスみしょうえん

018-5421 秋田県鹿角市十和田大湯字屋布ノ下夕２０番地

医療法人 寿光会

ぐるーぷほーむ せきがみ

018-5421 秋田県鹿角市十和田大湯字前田２９

企業組合 ゆい

地域密着型すえひろデイサービスセンター

018-5337 秋田県鹿角市十和田末広字家ノ下７番地

有限会社 リンテック

デイサービスセンター ゆぜ温泉

018-5141 秋田県鹿角市八幡平字湯瀬３０－２

医療法人 翠峰会

介護老人保健施設 いこいの里

018-5141 秋田県鹿角市八幡平字小山５０番地

能代市
法

人

名

施設・事業所名

〒

住所

株式会社MIZUKI

小規模多機能型居宅介護事業所 花こまち

016-0825 秋田県能代市柳町10番14号

株式会社 あきた福祉研究所

ショートステイみんなの家

016-0171 秋田県能代市河戸川字谷地47番地1

株式会社 あきた福祉研究所

デイサービスみんなの家

016-0171 秋田県能代市河戸川字谷地47番地1
016-0014 秋田県能代市落合字下釜谷地148-2

株式会社 ケアフル N&Y

【認証事業者】

ショートステイ たんぽぽ

株式会社 松峰園

【認証事業者】

特定施設入居者生活介護

サンビレッジ清風のしろ

016-0014 秋田県能代市落合字上前田149-1

株式会社 松峰園

デイサービスセンター 清風のしろ

016-0014 秋田県能代市落合字上前田149-1

株式会社 あきた創生マネジメント

ショートステイ 輪

018-3124 秋田県能代市二ツ井町切石字竜毛沢17番地2

能代山本広域市町村圏組合

特別養護老人ホーム 長寿園

016-0157 秋田県能代市字腹鞁ノ沢19番地1

株式会社 しらかみ長寿の里

ショートステイ しらかみ

016-0014 秋田県能代市落合字古悪土1-217

株式会社 しらかみ長寿の里

デイサービス だんらん

016-0014 秋田県能代市落合字古悪土1-217

株式会社 しらかみ長寿の里

デイサービスセンターしらかみ

016-0115 秋田県能代市字悪戸115－9

有限会社 ゆかりの森

ショートステイ ゆかり能代

016-0813 秋田県能代市能代町字中川原25-8

能代山本広域市町村圏組合

特別養護老人ホーム海潮園

016-0014 秋田県能代市落合字大開1番地1

株式会社 芳栄

グループホーム 和み

018-3122 秋田県能代市二ツ井町飛根字高清水265番地

グループホーム せせらぎ

016-0014 秋田県能代市落合字下谷地251-6

株式会社 グットスマイル

小規模多機能型居宅介護事業所 わか杉の郷

018-3113 秋田県能代市二ツ井町仁鮒字家後34番地3

株式会社 文蔵

ショートステイ きずな

016-0832 秋田県能代市南元町3番10号

株式会社 トワ・プール

有料老人ホーム ことりの郷

016-0014 秋田県能代市落合字亀谷地1-91

社会福祉法人 能代市社会福祉協議会

能代市緑町デイサービスセンター

016-0851 秋田県能代市緑町7番17号

社会福祉法人 能代市社会福祉協議会

能代ふれあいデイサービスセンター

016-0817 秋田県能代市上町12番地32号

社会福祉法人 能代市社会福祉協議会

能代市東デイサービスセンター

016-0103 秋田県能代市宮ノ前2番地1

社会福祉法人 能代市社会福祉協議会

二ツ井 デイサービスセンター

018-3151 秋田県能代市二ツ井町字三千苅44番地34

有限会社 せせらぎ

【認証事業者】

【認証事業者】

独立行政法人地域医療機能推進機構

秋田病院附属介護老人保健施設

016-0851 秋田県能代市緑町５番４７号

株式会社 秋田福祉企画

ショートステイ わかば

016-0171 秋田県能代市河戸川字上大須賀７番１

株式会社 創栄

サービス付き高齢者向け住宅 心愛の郷

016-0185 秋田県能代市下瀬２６－１

有限会社 つなぎの里

小規模多機能ホーム 里の茶屋

018-3125 秋田県能代市二ツ井町字茶屋下３２－１

有限会社 つなぎの里

グループホームつなぎの里

018-3102 秋田県能代市二ツ井町小繋字麻生道端８７－３

あきた白神農業協同組合

特定施設サービス付き高齢者向け住宅 白神憩いの郷 016-0013 秋田県能代市向能代字トトメキ１０６－８９

社会福祉法人 二ツ井ふくし会

【認証事業者】

特別養護老人ホームよねしろ

018-3152 秋田県能代市二ツ井町字下野家後１４５

株式会社 親孝

能代親孝の里

016-0832 秋田県能代市南元町４－６９

有限会社 樹

グループホーム ほしぞら

018-3157 秋田県能代市二ツ井町字下の１０－２

社会福祉法人 しらかみ長寿会

特別養護老人ホーム あおば

016-0865 秋田県能代市青葉町5－16

社会福祉法人 しらかみ長寿会

特別養護老人ホーム しののめ

016-0013 秋田県能代市向能代字上野越1－3

株式会社 やさしい風

やさしい風ショートステイ

016-0133 秋田県能代市字向田表６番地２

北秋田市
法

人

名

施設・事業所名

〒

住所

社会福祉法人 阿仁ふくし会

特別養護老人ホーム 山水荘

018-4611 秋田県北秋田市阿仁水無字宮後4番地

社会福祉法人 阿仁ふくし会

山水荘指定通所介護事業所

018-4611 秋田県北秋田市阿仁水無字宮後4番地

社会福祉法人 秋田県民生協会

【認証事業者】 特別養護老人ホーム 永楽苑

018-4231 秋田県北秋田市上杉字金沢162-1

社会福祉法人 秋田県民生協会

【認証事業者】 永楽苑デイサービスセンター

018-4211 秋田県北秋田市川井字才ノ神61-13

株式会社 登石

デイサービスセンター まつば

018-3301 秋田県北秋田市綴子字胡桃舘3-42

社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会

ケアタウン たかのす

018-3454 秋田県北秋田市脇神字南陣場岱10番地

社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会

阿仁養護老人ホーム もろび苑

018-4742 秋田県北秋田市阿仁幸屋渡字前野7-3

社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会

たかのす地域福祉センター（訪問介護）

018-3312 秋田県北秋田市花園町16番地1号

社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会

たかのす地域福祉センター（訪問入浴）

018-3312 秋田県北秋田市花園町16番地1号

社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会

たかのす地域福祉センター（デイサービス）

018-3312 秋田県北秋田市花園町16番地1号

社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会

たかのす地域福祉センター（グループホーム）

018-3312 秋田県北秋田市花園町16番地1号

社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会

あいかわ地域福祉センター（訪問介護）

018-4272 秋田県北秋田市新田目字大野5番地1

社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会

あいかわ地域福祉センター（グループホーム）

018-4272 秋田県北秋田市新田目字大野5番地1

社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会

あいかわ地域福祉センター（小規模多機能）

018-4272 秋田県北秋田市新田目字大野5番地1

社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会

もりよし地域福祉センター（デイサービス）

018-4301 秋田県北秋田市米内沢字大木通1-2

社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会

あに地域福祉センター（ヘルパー）

018-4613 秋田県北秋田市阿仁銀山字下新町41番地1

社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会

特別養護老人ホーム つむぎの彩

018-3311 秋田県北秋田市材木町２－１３

株式会社 ユニマット リタイアメント・コミュニティ

たかのすケアセンター そよ風

018-3323 秋田県北秋田市米代町5-4

社会福祉法人 交楽会

介護老人保健施設 もりよし荘

018-4301 秋田県北秋田市米内沢字七曲25

社会福祉法人 交楽会

複合ケアセンターもりの郷 グループホームもりの郷 018-4513 秋田県北秋田市小又字平里63番地

社会福祉法人 交楽会

複合ケアセンターもりの郷 デイサービス もりの郷

社会福祉法人 交楽会

複合ケアセンターもりの郷 グループホームもりの家 018-4301 秋田県北秋田市米内沢字柳原14番地4号

社会福祉法人 交楽会

特別養護老人ホーム 森泉荘

018-4515 秋田県北秋田市阿仁前田字下前田家ノ下モ28

バンドーケアサポート 株式会社

グループホーム バンドー北欧の里

018-4221 秋田県北秋田市下杉字上清水沢15-1

特定非営利活動法人 一番星きらら

一番星きらら

018-3454 秋田県北秋田市脇神字高村岱131

社会福祉法人 芳徳会

特別養護老人ホーム 青山荘

018-3301 秋田県北秋田市綴子字釜堤脇10番地

018-4513 秋田県北秋田市小又字平里63番地

上小阿仁村
法

人

名

社会福祉法人 上小阿仁村社会福祉協議会

施設・事業所名
通所介護支援事業所

〒

住所

018-4421 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原80

三種町
法

人

名

施設・事業所名

〒

住所

社会福祉法人 琴丘ふくし会

特別養護老人ホーム 希望苑

018-2104 秋田県山本郡三種町鹿渡字町後251

社会福祉法人 琴丘ふくし会

やすらぎホーム 希望の家

018-2104 秋田県山本郡三種町鹿渡字町後256

医療法人 徳洲会

ドラゴンクリニック 通所リハビリテーション

018-2407 秋田県山本郡三種町浜田字上浜田1番地１

有限会社 シャトル

グループホーム ことおか

018-2104 秋田県山本郡三種町鹿渡字千刈田255-1

有限会社 シャトル

グループホーム のぞみ

018-2104 秋田県三種町鹿渡字東二本柳48番9号

有限会社 シャトル

ショートステイことおか

018-2104 秋田県山本郡三種町鹿渡字千刈田253-1

社会福祉法人 双山会

特別養護老人ホーム もりたけ

018-2303 秋田県山本郡三種町森岳字木戸沢100-47

社会福祉法人 三種町社会福祉協議会

山本デイサービスセンター

018-2303 秋田県山本郡三種町森岳字上台93-5

社会福祉法人 三種町社会福祉協議会

琴丘デイサービスセンター

018-2104 秋田県山本郡三種町鹿渡字町後263

社会福祉法人 八竜山本ふくし会

美幸苑デイサービスセンター

018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字西本田82番地1

八峰町
法

人

名

施設・事業所名

〒

住所

社会福祉法人 八森峰浜ふくし会

特別養護老人ホーム松波苑

018-2501 秋田県山本郡八峰町峰浜水沢字下カッチキ台41番地14

社会福祉法人 八森峰浜ふくし会

特別養護老人ホーム松波苑(ユニット型）

018-2501 秋田県山本郡八峰町峰浜水沢字下カッチキ台41番地14

社会福祉法人 八森峰浜ふくし会

特別養護老人ホーム海光苑

018-2665 秋田県山本郡八峰町八森字寺の後川向８番地１

社会福祉法人 八森峰浜ふくし会

海光苑デイサービスセンター

018-2665 秋田県山本郡八峰町八森字寺の後川向８番地１

小坂町
法

人

名

施設・事業所名

〒

住所

社会福祉法人 小坂ふくし会

あかしあの郷（特別護養老人ホーム）

017-0202 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平25-2

社会福祉法人 小坂ふくし会

あかしあの郷（ショートステイ）

017-0202 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平25-2

社会福祉法人 小坂ふくし会

あかしあの郷（デイサービス）

017-0202 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平25-2

社会福祉法人 小坂ふくし会

特別養護老人ホームサンホーム大石平

017-0201 秋田県鹿角郡小坂町小坂字大石平３０

社会福祉法人 小坂町社会福祉協議会

医療法人 寿光会

【認証事業者】 デイサービスゆーとりあ

ぐるーぷほーむ「こさか」

017-020１ 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上前田７-１
017-0201 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上前田16番地11

藤里町
法

人

名

有限会社 山亮
社会福祉法人 秋田虹の会

施設・事業所名
グループホーム 美里園
【認証事業者】 特別養護老人ホーム「藤里」

〒

住所

018-3201 秋田県山本郡藤里町藤琴字家の後１３５番５
018-3204 秋田県山本郡藤里町矢坂字上野蟹子沢９２番地

社会福祉法人 藤里町社会福祉協議会

藤里町社会福祉協議会 指定訪問介護事業所

018-3201 秋田県山本郡藤里町藤琴字三ツ谷脇４０

社会福祉法人 藤里町社会福祉協議会

藤里町 指定通所介護事業所

018-3201 秋田県山本郡藤里町藤琴字三ツ谷脇４０

＜中央地区＞
秋田市

法

人

名

施設・事業所名

〒

住所

社会福祉法人 新成会

介護老人保健施設 友愛の郷

010-1654 秋田県秋田市浜田字元中村280-29

有限会社コリウス

ショートステイ 千乃恵

010-1417 秋田県秋田市四ツ小屋字城下当場253-4

有限会社まつかさ園

小規模多機能型居宅介護事業所 よつば

010-0925 秋田県秋田市旭南2丁目3番17号

社会福祉法人 翼友会

ショートステイみさご

011-0914 秋田県秋田市飯島美砂町5番71号

有限会社 to be

ア・ラ・ヤでデイ

010-1636 秋田県秋田市新屋比内町13番1号

株式会社 発見社

デイサービス あじさい

010-0911 秋田県秋田市保戸野すわ町10-42

株式会社 ウェルフェア

小規模多機能型居宅介護事業所 ありがとう

010-1654 秋田県秋田市浜田字後谷地9番2号

株式会社ウェルフェア

小規模多機能型居宅介護事業所ひかり苑

010-1632 秋田県秋田市新屋大川町11-18

カインドスタイル株式会社

デイサロン リ・ライフ

011-0936 秋田県秋田市将軍野南1丁目14-32

社会福祉法人 豊生会

【認証事業者】

介護老人保健施設 ふれ愛の里

010-1653 秋田県秋田市豊岩小山字中山216-27

社会福祉法人 豊生会

【認証事業者】

グループホーム ふれ愛の里牛島

010-0062 秋田県秋田市牛島五丁目４番２３号

有限会社 グループホーム・つばき苑

グループホーム・つばき苑

010-1211 秋田県秋田市雄和椿川字小鹿野戸39番2

有限会社 グループホーム・つばき苑

グループホーム・つばき苑大住

010-1435 秋田県秋田市仁井田潟中町２－３５

株式会社 りんどうの里

ショートステイ牛島

010-0062 秋田県秋田市牛島東6丁目5-17

社会福祉法人 みその

みそのホーム グループホーム

011-0904 秋田県秋田市寺内蛭根二丁目6番34号

社会福祉法人 みその

マリアの家(小規模多機能）

011-0904 秋田県秋田市寺内蛭根二丁目6番34号

社会福祉法人 いずみ会

特別養護老人ホーム リンデンバウムいずみ

010-0817 秋田県秋田市泉菅野二丁目17番11号

社会福祉法人 いずみ会

ウエルビューいずみ共生デイサービスセンター

010-0817 秋田県秋田市泉菅野二丁目17番27号

社会福祉法人 北杜

【認証事業者】

特別養護老人ホーム 中通

010-0001 秋田県秋田市中通4丁目3-23

社会福祉法人 北杜

【認証事業者】

特別養護老人ホーム 中通アネックス

010-0001 秋田県秋田市中通五丁目8-15

社会福祉法人 旭川やすらぎ会

特別養護老人ホーム魁聖園

010-0826 秋田県秋田市新藤田字治郎沢52-6

株式会社 和倉

ショートステイ おぐら

019-2601 秋田県秋田市河辺和田字坂本北470-3

SOMPOケア株式会社

そんぽの家GH秋田旭川

010-0831 秋田県秋田市旭川清澄町16番17号

社会福祉法人 秋田中央福祉会

ショートステイあきた中央

010-0802 秋田県秋田市外旭川字三千刈114番地1

社会福祉法人 幸楽会

特別養護老人ホーム 幸楽園

010-0136 秋田県秋田市上新城中字片野4番地

社会福祉法人 幸楽会

ショートステイ幸楽園

010-0136 秋田県秋田市上新城中字片野4番地

社会福祉法人 松寿会

養護老人ホーム 松寿園

010-1654 秋田県秋田市浜田字陳ヶ原15-5

社会福祉法人 松寿会

特別養護老人ホーム 松涛園

010-1654 秋田県秋田市浜田字陳ヶ原35-31

株式会社 秋田介護支援センター

秋田ひまわりの家デイサービス

010-0058 秋田県秋田市下北手桜字新桜谷地85番地

株式会社 秋田介護支援センター

秋田ひまわりの家グループホーム

010-0058 秋田県秋田市下北手桜字新桜谷地85番地

株式会社 アースワン

アースワン御所野ショートステイ

010-1419 秋田県秋田市御所野堤台二丁目2番19号

有限会社 ケアマネジメント

旭川デイサービスセンター

010-0822 秋田県秋田市添川字地ノ内143-5

株式会社 アーバンライフサポート

デイサービス もみの樹

010-0065 秋田県秋田市茨島二丁目15番70号

株式会社 アーバンライフサポート

ショートステイ もみの樹

010-0065 秋田県秋田市茨島二丁目15番70号

社会福祉法人 晃和会

【認証事業者】

ひだまりデイサービスセンター

010-8506 秋田県秋田市東通仲町4番1号秋田拠点センターAL☆VE5階

社会福祉法人 晃和会

【認証事業者】

川口デイサービスセンター

010-0021 秋田県秋田市楢山登町10-64

社会福祉法人 晃和会

【認証事業者】

特別養護老人ホーム 大平荘

010-1101 秋田県秋田市太平八田字藤の﨑２３１－３

社会福祉法人 幸楽会

外旭川デイサービスセンター 幸

010-0802 秋田県秋田市外旭川字鳥谷場136番

有限会社 エリアサポート 秋田

ショートステイ ななかまどの街

010-1412 秋田県秋田市御所野下堤2丁目1-7-1

企業組合秋田福祉サービス

大学病院前ショートステイ（ ユニット型 ）

010-0041 秋田県秋田市広面二階堤20-1

企業組合秋田福祉サービス

大学病院前デイサービス (地域密着型）

010-0041 秋田県秋田市広面二階堤20-1

企業組合秋田福祉サービス

地域包括ケアシステム ふきのとう

010-0116 秋田県秋田市金足小泉字潟向86-1

医療法人 祐愛会

シルバーケアセンター清遊園

019-2611 秋田県秋田市河辺戸島字上野4番地3

秋田なまはげ農業協同組合

JA秋田なまはげ デイサービスセンター悠楽館

010-0802 秋田県秋田市外旭川字梶ノ目357番１

株式会社 グットラックプロデュース

つどい処グッと楽 デイサービスセンター 悠々くらぶ

011-0942 秋田県秋田市土崎港東4丁目2-43

社会福祉法人 愛染会

特別養護老人ホーム 一つ森

010-1403 秋田県秋田市上北手荒巻字鳥越229番1号

社会福祉法人 新成会

特別養護老人ホーム 新成園

010-1654 秋田県秋田市浜田字元中村280-9

株式会社 みちのくサンガ

グループホームやばせ 翔裕館

010-0973 秋田県秋田市八橋本町3丁目14番地18号

有限会社 福寿の会

シルバーステイ 福寿

011-0949 秋田県秋田市飯島飯田2丁目9番28号

有限会社 生保内福祉会

ショートステイ であい

010-0001 秋田県秋田市中通6丁目4-12

医療法人 久幸会

介護老人保健施設 ニコニコ苑

010-0146 秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼138-1

有限会社 クラウド

小規模多機能型居宅介護事業所 ひかりの樹

010-0903 秋田県秋田市保戸野八丁1番14号

社会福祉法人 愛染会

デイサービスセンター あいらんど

011-0947 秋田県秋田市飯島新町1丁目3番15号

有限会社 ケアマネジメント

ショートステイ こころ

010-0822 秋田県秋田市添川字地ノ内5-3

合同会社 びりーぶ

ケアセンター ひばり

010-0061 秋田県秋田市卸町５丁目14-10

有限会社 ルーク

【認証事業者】

グループホーム ソフトハンド

010-1605 秋田県秋田市新屋勝平町10-30

有限会社 ルーク

【認証事業者】

グループホーム ソフトハンド浜田

010-0654 秋田県秋田市浜田字自在山４７番地９

医療法人 正観会

【認証事業者】

御野場病院デイサービスセンター

010-1424 秋田県秋田市御野場4丁目3番4号

社会福祉法人 賛成福祉会

地域密着型特別養護老人ホーム うぐいす城東

010-0041 秋田県秋田市広面字宮田32番地1

株式会社 仁成堂総合ケアセンター

サービス付高齢者向け住宅スマートホーム

010-0865 秋田県秋田市手形新栄町4-1

社会福祉法人 横手福寿会

ショートステイ ラ・ボア・ラクテ

010-0851 秋田県秋田市手形字西谷地1-2

株式会社 みちのくサンガ

ケアホテル のぞみ

010-1403 秋田県秋田市上北手荒巻字堺切48

株式会社 みちのくサンガ

デイサービスセンターのぞみ

010-1403 秋田県秋田市上北手荒巻字堺切48

有限会社 ケアサービスおちあい

グループホーム かんとう

010-0029 秋田県秋田市楢山川口境11-17

社会福祉法人 友遊会

特別養護老人ホーム 飯島

011-0917 秋田県秋田市飯島道東一丁目5番1号

介護老人保健施設 三楽園

011-0911 秋田県秋田市飯島字堀川84-20

特別養護老人ホーム 河辺荘

019-2632 秋田県秋田市河辺大張野字水口沢216番地

医療法人 久盛会
社会福祉法人 河辺ふくし会

【認証事業者】

株式会社 One's Life

デイ・リハスポット 西部ワンズライフ

010-0935 秋田県秋田市川元小川町4番18号

株式会社 共栄介護

訪問介護ステーション きょうえい

010-0961 秋田県秋田市八橋イサノ一丁目10番8号

株式会社 ヤマサ興産

ジョイリハ 秋田仁井田

010-1431 秋田県秋田市仁井田二ツ屋1-3-49

社会福祉法人 賛成福祉会

介護老人保健施設 山盛苑

010-1106 秋田県秋田市太平山谷字中山谷227番地2

株式会社ツクイ

ツクイ秋田土崎営業所

011-0951 秋田県秋田市土崎港相染町字中谷地１８２－１

株式会社ツクイ

ツクイ秋田川尻営業所

010-0943 秋田県秋田市川尻御休町５－１２

株式会社ツクイ

ツクイ秋田茨島営業所

011-0065 秋田県秋田市茨島2丁目１１－６５

株式会社たいよう

ショートステイ夢見草

有限会社 スマイル薬局

デイサービスセンター スマイル輝

株式会社 虹の街

【認証事業者】 まごころデイサービスセンター

010-0925 秋田市旭南３丁目１０－１０

011-0931 秋田県秋田市将軍野東１丁目４－３８
010-0063 秋田県秋田市牛島西１丁目１０番１６号

社会福祉法人 秋田けやき会

特別養護老人ホーム やすらぎホームけやき

010-1412 秋田県秋田市御所野下堤五丁目１番５号

株式会社 和敬園

ショートステイ 御所野の森

010-1416 秋田県秋田市四ツ小屋末戸松本字地蔵田２６６

株式会社 和敬園

デイサービス 森のテラス

010-1416 秋田県秋田市四ツ小屋末戸松本字地蔵田２６６

有限会社 アイ・サポート

【認証事業者】 ショートステイあいの森

010-1414 秋田県秋田市御所野元町１－１－８

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター秋田

010-0061 秋田県秋田市卸町５丁目１－３３

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンターひろおもて秋田

010-0041 秋田県秋田市広面字近藤堰越１７－１

社会福祉法人 正和会

【認証事業者】

地域密着型介護老人福祉施設 ケアコンプレックス寺内 011-0901 秋田県秋田市寺内字三千刈４７－２

有限会社 コリウス

デイサービスコリウス

010-1423 秋田県秋田市仁井田字大野１７４－３

株式会社 グリーンリーフ

グリーンホーム赤とんぼ

010-1341 秋田県秋田市雄和新波字竹ノ花１２番地

株式会社 きららホールディングス

ケアセンターきらら

010-1106 秋田県秋田市太平山谷字貝ノ沢２５

株式会社 きららホールディングス

きららアーバンパレス

010-0921 秋田県秋田市大町二丁目５－１

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会

河辺デイサービスセンター

019-2742 秋田県秋田市河辺三内字外川原３４－２

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会

八橋デイサービスセンター

010-0976 秋田県秋田市八橋南一丁目８－２

社会福祉法人 はまなす会

介護付有料老人ホーム遥か

010-0946 秋田県秋田市土崎港中央三丁目４－４２

社会福祉法人 はまなす会

特別養護老人ホーム ぬくもり山王

010-0941 秋田県秋田市川尻字大川反233番地の59

社会福祉法人 はまなす会

デイサービスぬくもり山王

010-0941 秋田県秋田市川尻字大川反233番地の59

社会福祉法人 はまなす会

特別養護老人ホーム ラソ茨島

010-0065 秋田県秋田市茨島六丁目17番11号

有限会社 夢紡

デイサービスひなたぼっこの家

010-0065 秋田県秋田市茨島４丁目5－10

有限会社 夢紡

ショートステイ色えんぴつ

010-0065 秋田県秋田市茨島４丁目5－10

社会福祉法人 雄和福祉会

デイサービスセンター緑水苑

010-1222 秋田県秋田市雄和石田字苗代沢２５－１

社会福祉法人 雄和福祉会

特別養護老人ホーム花の家

010-1222 秋田県秋田市雄和石田字苗代沢１８

セントシェアハウス株式会社

みんなのまち

010-1636 秋田県秋田市新屋比内町２２番２２号

秋田県厚生協会

介護老人福祉施設 高清水寿光園

011-0906 秋田県秋田市寺内後城６－４１

由利本荘市
法

人

名

施設・事業所名

〒

住所

NPO法人 コミュニティケア大内

小規模多機能 ものがたりの家

018-0711 秋田県由利本荘市岩谷町字西野209番地

有限会社 ケアサプライ

なかみちデイサービス（小規模）

015-0041 秋田県由利本荘市薬師堂字中道272

有限会社 ケアサプライ

なかみちデイサービス（通常）

015-0041 秋田県由利本荘市薬師堂字中道272

有限会社 ケアサプライ

ショートステイなかみち

015-0041 秋田県由利本荘市薬師堂字中道272

有限会社 あした天気になあれ

通所介護事業所 あした天気になあれ

015-0013 秋田県由利本荘市石脇字田尻野36-101

有限会社 あした天気になあれ

デイサービス あした天気になあれ 笑

015-0013 秋田県由利本荘市石脇字田尻野7-226

秋田医療福祉 株式会社

短期入所生活介護施設 千寿苑

015-0051 秋田県由利本荘市川口字八幡前221-3

株式会社 グレープ由利

グループホーム いなほ

015-0021 秋田県由利本荘市大浦字八走123-7

企業組合 孫の手サービス

デイサービスセンター 和

015-0362 秋田県由利本荘市東鮎川字立井地24の1

社会福祉法人 久盛会

【認証事業者】

介護老人保健施設 あまさぎ園

018-1214 秋田県由利本荘市岩城富田字根本9番地3

社会福祉法人 久盛会

【認証事業者】

グループホーム 田園

018-1214 秋田県由利本荘市岩城富田字根本10-22

社会福祉法人 久盛会

【認証事業者】

特別養護老人ホーム 広洋苑

018-1301 秋田県由利本荘市岩城内道川字上山134

株式会社 まんや社

デイサービス ともに

015-0843 秋田県由利本荘市東梵天109-3

社会福祉法人 本荘久寿会

介護老人保健施設 ひまわりの里

015-0031 秋田県由利本荘市浜三川字小山口20番地

社会福祉法人 本荘久寿会

特別養護老人ホーム ひまわり

018-0601 秋田県由利本荘市西目町海士剥字御月森1番地

社会福祉法人 本荘久寿会

特別養護老人ホーム あじさいの郷

015-0885 秋田県由利本荘市水林459-2

社会福祉法人 本荘久寿会

ケアステーション ゆうゆう（通所介護）

015-0852 秋田県由利本荘市一番堰142番地1

社会福祉法人 本荘久寿会

ケアステーション ゆうゆう（短期入所生活介護）

015-0852 秋田県由利本荘市一番堰142番地1

社会福祉法人 本荘久寿会

グループホーム 望海の家

015-0031 秋田県由利本荘市浜三川字小山口20

社会福祉法人 本荘久寿会

小規模多機能型居宅介護 しょうぶの郷

015-0011 秋田県由利本荘市石脇字尾花沢57－22

株式会社 ベストファミリー鳥海

ショートステイ ほほえみの里

015-0501 秋田県由利本荘市鳥海町伏見字高平92-1

社会福祉法人 中央会

【認証事業者】

特別養護老人ホーム ふるさと学び舎

015-0055 秋田県由利本荘市土谷字新谷地157番地

社会福祉法人 中央会

【認証事業者】

デイサービスセンター ふるさと学び舎

015-0055 秋田県由利本荘市土谷字新谷地157番地

社会福祉法人 中央会

【認証事業者】

特別養護老人ホーム ふるさと矢島

015-0411 秋田県由利本荘市矢島町城内字八森下481-１

社会福祉法人中央会

【認証事業者】

特別養護老人ホーム萬生苑

015-0885 秋田県由利本荘市水林２８４番地

社会福祉法人中央会

【認証事業者】

デイサービスセンターてまり

015-0885 秋田県由利本荘市水林421番地

社会福祉法人 大内さつき会

特別養護老人ホーム おおうち

018-0711 秋田県由利本荘市岩谷町字八ケノ下80-2

社会福祉法人 由愛会

ケアステーション・愛

015-0041 秋田県由利本荘市薬師堂字谷地287番地2

社会福祉法人 由愛会

由利本荘市特別養護老人ホーム 「鳥寿苑」

015-0501 秋田県由利本荘市鳥海町伏見字久保７７番地

社会福祉法人 由愛会

鳥寿苑通所介護事業所

015-0501 秋田県由利本荘市鳥海町伏見字久保７７番地

社会福祉法人 由愛会

悠楽館通所介護事業所

015-0721 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字堺台１０５番地

社会福祉法人 由利本荘市社会福祉協議会 【認証事業者】 岩城通所介護事業所

018-1301 秋田県由利本荘市岩城内道川字馬道43番地1

社会福祉法人 由利本荘市社会福祉協議会
通所介護事業所高台苑
大内支所 【認証事業者】

018-0711 秋田県由利本荘市岩谷町字八ケノ下５８

社会福祉法人 由利本荘市社会福祉協議会
通所介護事業所さつき苑
大内支所 【認証事業者】

018-0711 秋田県由利本荘市岩谷町中野代字上ノ山163

社会福祉法人 由利本荘市社会福祉協議会
大内支所 【認証事業者】
社会福祉法人 由利本荘市社会福祉協議会
【認証事業
者】
社会福祉法人 由利本荘市社会福祉協議会
【認証事業者】
社会福祉法人 由利本荘市社会福祉協議会
【認証事業者】
社会医療法人 青嵐会

訪問介護事業所

018-0711 秋田県由利本荘市岩谷町字日渡124番地1

特別養護老人ホーム 白百合苑

015-0341 秋田県由利本荘市前郷字家岸７９－１７

通所介護事業所鮎川

015-0362 秋田県由利本荘市東鮎川字下山崎８

グループホームきざくら

015-0211 秋田県由利本荘市東由利老方字後田７０－３

【認証事業者】 介護老人保健施設 グランドファミリー西目

018-0604 秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下2-6

池田ライフサポート＆システム株式会社

ショートステイ「わかば」

015-0013 秋田県由利本荘市石脇田尻沢野７番地３

池田ライフサポート＆システム株式会社

デイサービス「わかば」

015-0013 秋田県由利本荘市石脇田尻沢野７番地３

株式会社 アリビオ

ショートステイ夕陽の郷

015-0012 秋田県由利本荘市石脇字田尻10－2

特定非営利活動法人 絆

ショートステイきずな

015-0013 秋田県由利本荘市石脇字田尻野７番３４３

有限会社 よろ津や

ほのぼのヘルパーステーション

015-0843 秋田県由利本荘市東梵天95－2

株式会社 JAWA秋田

さらさ由利本荘サービス付き高齢者向け住宅

015-0078 秋田県由利本荘市谷地町110

社会福祉法人 本荘双葉会

デイサービスセンターふたば

015-0808 秋田県由利本荘市大門１３番地

男鹿市

法

人

名

施設・事業所名

〒

住所

社会福祉法人 幸泉会

特別養護老人ホーム ゆりの希

010-0341 秋田県男鹿市船越字内子294-3

株式会社なついコーポレーション

ショートステイ なないろ

010-0511 秋田県男鹿市船川港船川字元浜町209-1

株式会社なついコーポレーション

ショートステイ 華むすび

010-0511 秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り2号2-7

医療法人 鹿嶋医院

デイサービス 鹿山

010-0683 秋田県男鹿市北浦表町字表町52-1

社会福祉法人 若美さくら会

特別養護老人ホーム 和幸苑

010-0422 秋田県男鹿市角間崎字岡見沢86-12

社会福祉法人 男鹿ことぶき会

特別養護老人ホーム 寿恵園

010-0502 秋田県男鹿市船川港比詰字神明堂脇7番地

社会福祉法人 男鹿市社会福祉協議会

男鹿市北部デイサービスセンター

010-0683 秋田県男鹿市北浦北浦字平岱山2番地24

有限会社 サクシード

グループホーム こかげ

010-0342 秋田県男鹿市脇本脇本字頭名地73-1

株式会社 こうしん

脇本デイサービス げんき

010-0342 秋田県男鹿市脇本脇本字脇本１３８

社会福祉法人 樹園

ユニット型特別養護老人ホーム 南海の丘

010-0531 秋田県男鹿市船川港台島字中台108

株式会社 こうしん

ショートステイ げんき

010-0342 秋田県男鹿市脇本脇本字飯ノ町3-1

医療法人社団 柔心会

介護老人保健施設 たらちね

010-0341 秋田県男鹿市船越字一向67-1

医療法人社団 柔心会

ショートステイたらちね

010-0341 秋田県男鹿市船越字一向67-182

社会福祉法人 男鹿市社会福祉協議会

男鹿市中央デイサービスセンター

010-0511 秋田県男鹿市船川港船川字片田74

医療法人 幸佑会

長谷川医院デイケアセンター

010-0511 秋田県男鹿市船川港船川字新浜町26-2

医療法人 幸佑会

康楽荘

010-0502 秋田県男鹿市船川港日詰字大巻26-4

医療法人 幸佑会

温泉ショートステイ 鵜の崎

010-0531 秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎62-2

医療法人 幸佑会

温泉デイサービス 鵜の崎

010-0531 秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎62-2

有限会社 テレサ

デイサービス テレサ

010-0342 秋田県男鹿市脇本脇本字向山１６６番地１２

有限会社 北浦薬局

サービス付き高齢者向け住宅 温ったまる

010-0683 秋田県男鹿市北浦北浦字山王林４番地２９

社会福祉法人 富永会

介護老人保健施設 男鹿の郷

010-0344 秋田県男鹿市脇本富永字南前田７２

潟上市
法

人

名

施設・事業所名

〒

住所

有限会社 恵の里

グループホーム 恵の里

010-0201 秋田県潟上市天王字棒沼台287番地11

社会福祉法人 敬仁会

特別養護老人ホーム 松恵苑

010-0201 秋田県潟上市天王字鶴沼台43-226

社会福祉法人 敬仁会

デイサービスセンターはまなす

010-0201 秋田県潟上市天王字上江川２１２－２

ホプシー 有限会社

グループホーム ホプシー

010-0101 秋田県潟上市天王字上北野71-8

株式会社 なりた

ショートステイ おいわけ

010-0101 秋田県潟上市天王字追分西2-35

社会福祉法人 昭和ふくし会

特別養護老人ホーム 昭寿苑

018-1401 秋田県潟上市昭和大久保字北野海老漉沼端７４番地３

ショートステイ 杉の里

010-0101 秋田県潟上市天王字追分１１５－１

社会福祉法人 ふたあら福祉会

特別養護老人ホーム わかば園

018-1502 秋田県潟上市飯田川下虻川字上谷地１６８－１

有限会社 チョウセイ

ショートステイ こもれび

010-0201 秋田県潟上市天王字上江川４７番地１３０

特定医療法人 仁政会

【認証事業者】

有限会社 チョウセイ

デイサービスセンター こもれび

010-0201 秋田県潟上市天王字上江川４７番地１３０

株式会社 大地

デイサービス真心

010-0101 秋田県潟上市天王字追分西２－１１５

大潟村
法

人

名

社会福祉法人 正和会

施設・事業所名
【認証事業者】

大潟村特別養護老人ホームひだまり苑

〒

住所

010-0445 秋田県南秋田郡大潟村字西3丁目3番地

五城目町
法

人

名

施設・事業所名

〒

住所

社会福祉法人五城目やまゆり会

養護老人ホーム 森山荘

018-1723 秋田県南秋田郡五城目町上樋口樽沢187

社会福祉法人 五城目社会福祉協議会

五城目指定訪問介護事業所

018-1725 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目一丁目6-10

株式会社 みやた

ショートステイ福寿荘

018-1722 秋田県南秋田郡五城目町字鵜ノ木90-1

株式会社 みやた

デイサービスセンター福寿荘

018-1722 秋田県南秋田郡五城目町字鵜ノ木90-1

にかほ市
法

人

名

池田ライフサポート＆システム株式会社

施設・事業所名
デイサービス わかば 武道島

〒

住所

018-0112 秋田県にかほ市象潟町字家ノ後65-26

株式会社 三光メディケア

ハルモニア・にかほ

018-0411 秋田県にかほ市院内字嶋田42番地1

社会福祉法人 象潟健成会

特別養護老人ホーム 蕉風苑

018-0136 秋田県にかほ市象潟町大砂川字下橋20番地3

株式会社 和心

有料老人ホーム 倖

018-0129 秋田県にかほ市象潟町字才ノ神20-5

株式会社 和心

しあわせヘルパーステーション

018-0106 秋田県にかほ市象潟町字五丁目塩越１２６－１

株式会社 かつらざか

デイサービス ふきのとう

018-0435 秋田県にかほ市中三地字堀ノ内１番地

株式会社 大日向建設

ショートステイ ひなたぼっこ

018-0403 秋田県にかほ市三森字午ノ浜１００番地１

井川町
法

人

名

施設・事業所名

社会福祉法人 井川町福祉会
特定医療法人 仁政会

【認証事業者】

来楽株式会社

〒

住所

井川町特別養護老人ホーム さくら苑

018-1526 秋田県南秋田郡井川町寺沢字網木沢145番地5

介護老人保健施設 翠香苑

018-1515 秋田県南秋田郡井川町小竹花字道端１４－１

ショートステイらいらっく

018-1516 秋田県南秋田郡井川町浜井川字家ノ東１３４－３

八郎潟町
法

人

名

施設・事業所名

〒

住所

株式会社 グローバルハーモニー

デイサービスセンター リハ・あしらく

018-1622 秋田県南秋田郡八郎潟町字一日市29

株式会社ケア・ファースト

ショートステイ やまびこ

018-1605 秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼寝201-1

株式会社ケア・ファースト

ショートステイ のぞみ

018-1605 秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼寝90-1

＜県南地区＞
大仙市
法

人

名

施設・事業所名

〒

住所

有限会社 鷹揚館

デイサービスセンター 鷹揚館

014-0017 秋田県大仙市佐野町3番41号

有限会社 鷹揚館

おうようかんケアセンター

014-0017 秋田県大仙市佐野町3番41号

有限会社 鷹揚館

おうようかん介護センター（小規模多機能）

014-0017 秋田県大仙市佐野町3番41号

有限会社 ふぁいん

グループホームひかり

014-1412 秋田県大仙市藤木字東八圭21-1

マウンドストーン株式会社

デイサービス森こしの丘

019-2401 秋田県大仙市協和船岡字森越11-14

マウンドストーン株式会社

ショートステイ森こしの丘

019-2401 秋田県大仙市協和船岡字森越11-14

株式会社 えがお

えがお介護センター ひびき愛

014-0053 秋田県大仙市大曲花園町21番19号

株式会社 えがお

えがお大曲

014-0057 秋田県大仙市大曲船場町１丁目１番２１

株式会社 えがお

グループホーム杉矢崎

014-0072 秋田県大仙市大曲西根字杉矢崎１２番地６

株式会社 えがお

えがお神宮寺

019-1701 秋田県大仙市神宮寺字上栗谷田６７番５

株式会社 えがお

デイサービスセンターひびき愛

014-0048 秋田県大仙市大曲上大町１０番１８号

伊藤電気 株式会社

グループホーム 大曲はなぞの

014-0053 秋田県大仙市大曲花園町25-28

社会福祉法人 大仙ふくし会

【認証事業者】 特別養護老人ホーム 福寿園

019-1913 秋田県大仙市南外字湯神台10番地

社会福祉法人 大仙ふくし会

【認証事業者】 福寿園デイサービスセンター

019-1941 秋田県大仙市南外字松木田１１９番地

社会福祉法人 大仙ふくし会

【認証事業者】 特別養護老人ホーム 峰山荘

019-2443 秋田県大仙市協和中淀川字中村12-2

社会福祉法人 大仙ふくし会

【認証事業者】 特別養護老人ホーム 桜寿苑

014-0203 秋田県大仙市北長野字野口前47番地

社会福祉法人 大仙ふくし会

【認証事業者】 特別養護老人ホーム 愛幸園

019-1701 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南７８

株式会社 高久

デイサービス サンライズ

014-0113 秋田県大仙市堀見内字中田茂木74-7

有限会社 県南ケアシステム

グループホーム すまいる中仙

014-0201 秋田県大仙市下鶯野字大谷151

有限会社 福寿

グループホーム 福寿草

014-0114 秋田県大仙市福田字川原道下55-1

有限会社 福寿

ケアホーム 星宮

014-0111 秋田県大仙市横堀字星宮66-3

有限会社 福寿

サポートハウス髙砂

014-0111 秋田県大仙市横堀字星宮661

有限会社 福寿

ケアサポート神岡

019-1701 秋田県大仙市神宮字荒屋入6-28

株式会社 虹の街

【認証事業者】

株式会社 虹の街 大曲営業所（訪問介護）

014-0044 秋田県大仙市戸蒔字谷地中14-1

株式会社 虹の街

【認証事業者】

虹の楽えん

014-0044 秋田県大仙市戸蒔字谷地中1１-1

株式会社 ホシミヤ

早稲田イーライフ秋田

014-0111 秋田県大仙市横堀字沖田82

有限会社 鷹揚館

おうようかん「川口の家」

019-1615 秋田県大仙市太田町川口字清水川39

福祉新生活支援たづさえの郷株式会社

デイサービス あしたば

014-0801 秋田県大仙市戸地谷字勧農地113番地3

株式会社 大曲仙北介護支援事業所

グループホーム のぞみ

014-0072 秋田県大仙市大曲西根字鳥居57-1

大仙美郷介護福祉組合

特別養護老人ホーム 真木苑

019-1601 秋田県大仙市太田町横沢字窪関南535-1

大仙美郷介護福祉組合

特別養護老人ホーム 真森苑

014-0112 秋田県大仙市板見内字一ツ森４１０番地

社会福祉法人 県南ふくし会

【認証事業者】

特別養護老人ホーム サン・サルビア

014-1413 秋田県大仙市角間川町字元道巻97番地

社会福祉法人 県南ふくし会

【認証事業者】

特別養護老人ホーム こもれびの杜

014-0067 秋田県大仙市飯田字堰東235番地

有限会社 ふぁみりぃ

ショートステイ ふぁみりぃ

014-0102 秋田県大仙市四ツ小屋字上古道66-9

合同会社 もみじの会

リハビリデイ もみじの家

014-0103 秋田県大仙市高関上郷字杉本63-1

社会福祉法人 柏仁会

特別養護老人ホーム ありすの街

019-2335 秋田県大仙市強首字上野台２３番地１８

医療法人 長慶会

グループホーム 桜木荘

019-2401 秋田県大仙市協和船岡字上宇津野２４９－１

グリーンステージ有限会社

グループホーム 大仙大曲

014-0031 秋田県大仙市大曲字福辺内３－１

東日本産業株式会社

短期入所生活介護ひまわり

014-0001 秋田県大仙市花館字中大戸３３－１

大仙ケアサービス株式会社

地域密着型通所介護 払田の街

014-0802 秋田県大仙市払田字下払田９５ー１

有限会社 水谷

元気ハウスきたうら

019-1611 秋田県大仙市太田町斉内字中田２０１－２

有限会社 水谷

グループホームおおた

019-1611 秋田県大仙市太田町斉内字中田２０１－２

有限会社 水谷

ヘルパーセンターきたうら

019-1611 秋田県大仙市太田町斉内字中田２０１－２

医療法人 慧眞会

有料老人ホーム サンフェザント

019-2413 秋田県大仙市協和上淀川字五百刈田２７７番５

社会福祉法人 ウォ―ムハート

多機能ホーム西仙

019-2112 秋田県大仙市刈和野字愛宕下５４番地１

社会福祉法人 ウォ―ムハート

グループホーム西仙

019-2112 秋田県大仙市刈和野字愛宕下５４番地１

社会福祉法人 あけとおり会

軽費老人ホーム テンダーヒルズ

014-0073 秋田県大仙市内小友字明通３６番２

秋田おばこ農業協同組合

ＪＡ秋田おばこショートステイやすらぎ

014-0027 秋田県大仙市大曲通町８番６８号

ソイン株式会社

ショートステイ大曲

014-0067 秋田県大仙市飯田字大槻127-1

仙北市
法

人

名

施設・事業所名

〒

住所

デイサービス ふるさと株式会社

デイサービスふるさと 通所介護事業所

014-1116 秋田県仙北市田沢湖角館前郷字杉林171-3

仙北市

仙北市介護老人保健施設 にしき園

014-0515 秋田県仙北市西木町門屋字屋敷田100

株式会社 さわやか倶楽部

さわやか桜館（有料老人ホーム）

014-0344 秋田県仙北市角館町西長野中泊126-2

株式会社 さわやか倶楽部

さわやか桜館（短期入所）

014-0344 秋田県仙北市角館町西長野中泊126-2

社会福祉法人 仙北市社会福祉協議会 【認証事業者】 特別養護老人ホームかくのだて桜苑

014-0365 秋田県仙北市角館町菅沢15-1

社会福祉法人 仙北市社会福祉協議会 【認証事業者】 仙北市社会福祉協議会 角館ヘルパーステーション

014-0347 秋田県仙北市角館町小勝田間野54-5

社会福祉法人 仙北市社会福祉協議会 【認証事業者】 仙北市社会福祉協議会 田沢湖ヘルパーステーション 014-1201 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３９番地
社会福祉法人 仙北市社会福祉協議会 【認証事業者】 仙北市社会福祉協議会 田町デイサービスセンター

014-0311 秋田県仙北市角館町田町上丁35-1

株式会社 Support-You

デイサービスセンター 木のした

014-0358 秋田県仙北市角館町川原町後11-1

株式会社 東北ライフケア

ショートステイもとまち

014-1115 秋田県仙北市田沢湖小松字本町100-1

デイサービスセンターささえ愛

014-1113 秋田県仙北市田沢湖卒田字北竹原39-3

株式会社 チームささえ愛

【認証事業者】

社会福祉法人 こまくさ苑

介護老人保健施設 田沢の郷

014-1201 秋田県仙北市田沢湖生保内字上清水698番地

社会福祉法人 こまくさ苑

介護老人福祉施設 駒草の郷

014-1201 秋田県仙北市田沢湖生保内字上清水708番地

株式会社 オフィスレイ

ショートステイ 田沢湖

014-1201 秋田県仙北市田沢湖生保内字街道ノ上80番地2

社会福祉法人 県南ふくし会

【認証事業所】

特別養護老人ホーム たざわこ 清眺苑

014-1204 秋田県仙北市田沢湖田沢字春山148番地2

社会福祉法人 県南ふくし会

【認証事業所】

特別養護老人ホーム 清流苑

014-0602 秋田県仙北市西木町桧木内字松葉232番地

社会福祉法人 県南ふくし会

【認証事業所】

デイサービス角館さくらさくら

014-0368 秋田県仙北市角館町中菅沢84

有限会社 菅原

デイサービスセンター ひなた

014-1201 秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野73-16

株式会社 大曲仙北介護支援事業所

グループホームふれあい（地域密着型）

014-1114 秋田県仙北市田沢湖神代字街道南２３７

有限会社 福寿

グループホーム角館

014-0367 秋田県仙北市角館町勝楽１２２－１

有限会社 白岩の郷

グループホーム 花みづき１号館

014-0302 秋田県仙北市角館町白岩下西野１番地

有限会社 県南ケアシステム

ショートステイ若杉

014-0369 秋田県仙北市角館町上菅沢２－１８

美郷町
法

人

名

施設・事業所名

〒

住所

株式会社 ユウメディカル

いこいの里 デイサービスセンター

019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷字遠槻154-1

株式会社 ユウメディカル

短期入所生活介護 いこいの里

019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷字遠槻154-1

株式会社 ろくごうめでぃかる

グループホーム りんどうの家

019-1402 秋田県仙北郡美郷町野中字宮崎58-1

社会福祉法人 六郷仙南福祉会

特別養護老人ホームロートピア仙南

019-1235 秋田県仙北郡美郷町金沢西根字上糠渕3-2

社会福祉法人 六郷仙南福祉会

デイサービスセンター仙南

019-1235 秋田県仙北郡美郷町金沢西根字上糠渕3-2

有限会社 ゆう愛

グループホーム サン・ピア 2号館

019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷字熊野118-1

株式会社ツインズ

地域密着型特定施設入居者生活介護ひらきの郷

019-1233 秋田県仙北郡美郷町境田字下八百刈２６５

医療法人 寿康会

介護老人保健施設 杏授苑

019-1402 秋田県仙北郡美郷町野中字下明子２１４

横手市
法

人

名

施設・事業所名

〒

住所

社会福祉法人 ファミリーケアサービス

特別養護老人ホーム すこやか大雄

013-0373 秋田県横手市大雄字八柏谷地103-1

社会福祉法人ファミリーケアサービス

特別養護老人ホーム すこやか横手

013-0044 秋田県横手市横山町1番1号

社会福祉法人 ファミリーケアサービス

特別養護老人ホーム すこやか館合

013-0481 秋田県横手市雄物川町薄井字新城7-2

社会福祉法人 ファミリーケアサービス

デイサービスセンター すこやか森の家

013-0063 秋田県横手市婦気大堤字婦気前154-1

社会福祉法人 ファミリーケアサービス

横手市特別養護老人ホーム
シルバードームいきいきの郷

019-0701 秋田県横手市増田町増田字七日町177番地

医療法人 平鹿浩仁会

介護老人保健施設 西風苑

013-0105 秋田県横手市平鹿町浅舞字新堀91番地

株式会社 ユウメディカル

ショートステイ いこいの里 増田

019-0701 秋田県横手市増田町増田字上町155-7

株式会社 ユウメディカル

有料老人ホーム いこいの里

013-0503 秋田県横手市大森町十日町字東二ツ森24

社会福祉法人 アヴェク・トワ

ショートステイ 月に咲く花

019-0509 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115

シャイニングワンスターズ株式会社

デイスパ清川の里

013-0036 秋田県横手市駅前町7-17

社会福祉法人 ひらか福祉会

特別養護老人ホーム あやめ苑

013-0105 秋田県横手市平鹿町浅舞字福田207番地4

株式会社 ツインズ

老人ホーム 雁の郷

013-0814 秋田県横手市金沢中野字下矢来沢370

株式会社 ツインズ

デイサービス雁の郷

013-0814 秋田県横手市金沢中野字下矢来沢370

株式会社 ツインズ

老人ホーム 雁ハウス

013-0814 秋田県横手市金沢中野字下矢来沢370

株式会社 ツインズ

訪問介護事業所 雁の郷

013-0814 秋田県横手市金沢中野字下矢来沢370

株式会社 清流

ショートステイ おものがわ

013-0205 秋田県横手市雄物川町今宿字西ノ在家74番地1

社会福祉法人 横手福寿会

介護老人保健施設 りんごの里福寿園

019-0703 秋田県横手市増田町吉野字梨木塚100-1番地

社会福祉法人 横手福寿会

グループホーム ひだまりの家

019-0703 秋田県横手市増田町吉野字梨木塚101-1

社会福祉法人 横手福寿会

グループホーム ひなたの家

019-0703 秋田県横手市増田町吉野字梨木塚95-2

ショートステイ えがお

013-0015 秋田県横手市羽黒町11-46

特別養護老人ホーム 花むつみ

019-0514 秋田県横手市十文字町睦合字川井川47番地

秋田ふるさと 農業協同組合

JA秋田ふるさと デイサービスセンター だいごの里

013-0102 秋田県横手市平鹿町醍醐字道中後28-1

有限会社 Slow and Slow

グループホーム悠々庵花ごよみ

013-0425 秋田県横手市大雄字西館合75

社会福祉法人 横手福祉会

特別養護老人ホーム さくら

013-0036 秋田県横手市駅前町14-9

シャイニングワンスターズ 株式会社

ショートステイ清川の里

013-0032 秋田県横手市清川町13-16

有限会社 ヘルシーアップル

アップルデイサービスセンター

013-0106 秋田県横手市平鹿町中吉田字竹原99-1

株式会社 福わらい

社会福祉法人 一真会

【認証事業者】

【認証事業者】

有限会社 ヘルシーアップル

デイサービスセンター 沼の柵

013-0205 秋田県横手市雄物川町今宿字鳴田136-1

有限会社 ヘルシーアップル

ショートステイ アップル

013-0106 秋田県横手市平鹿町中吉田字竹原100-3

社会福祉法人 相和会

特別養護老人ホーム ビハーラ横手

013-0821 秋田県横手市上境字谷地中139番地

社会福祉法人 相和会

ビハーラ横手 グループホームぬくもり

013-0821 秋田県横手市上境字谷地中136番地

社会福祉法人 相和会

ヘルパーステーション ビハーラ横手

013-0821 秋田県横手市上境字谷地中136番地

社会福祉法人 相和会

横手市特別養護老人ホーム 鶴寿苑

019-1108 秋田県横手市山内土渕字鶴ヶ池31番地3

社会福祉法人 相和会

特別養護老人ホーム ビハーラ赤坂

013-0064 秋田県横手市赤坂字仁坂105-2

社会福祉法人 横手市社会福祉協議会 【認証事業者】 特別養護老人ホーム 平寿苑

013-0105 秋田県横手市平鹿町浅舞字館廻353番地

社会福祉法人 横手市社会福祉協議会 【認証事業者】 特別養護老人ホーム 雄水苑

013-0205 秋田県横手市雄物川町今宿字未館50番地

社会福祉法人 横手市社会福祉協議会 【認証事業者】 特別養護老人ホーム 憩寿園

019-0509 秋田県横手市十文字町梨木字御休ノ上108番地

社会福祉法人 横手市社会福祉協議会 【認証事業者】 横手市社会福祉協議会指定訪問介護事業所

013-0072 秋田県横手市卸町５番１０号

社会福祉法人 横手市社会福祉協議会 【認証事業者】 雄風荘 指定通所介護事業所

013-0205 秋田県横手市雄物川町今宿字末館４７－２

社会福祉法人 横手市社会福祉協議会 【認証事業者】 康寿館 指定通所介護事業所

013-0060 秋田県横手市条里二丁目２番１７号

社会福祉法人 横手市社会福祉協議会 【認証事業者】 大雄福祉センター 指定通所介護事業所

013-0452 秋田県横手市大雄字大関３１０番地

社会福祉法人 横手市社会福祉協議会 【認証事業者】 十文字福祉センター 指定通所介護事業所

019-0509 秋田県横手市十文字町梨木字御休ノ上29番地

株式会社 虹の街

【認証事業者】 株式会社 虹の街 横手営業所（訪問介護）

013-0074 秋田県横手市三本柳字寺田135番地3

株式会社 虹の街

【認証事業者】 株式会社 虹の街 横手営業所（訪問入浴）

013-0074 秋田県横手市三本柳字寺田135番地3

株式会社 虹の街

【認証事業者】 株式会社 虹の街 横手営業所（訪問看護）

013-0074 秋田県横手市三本柳字寺田135番地3

株式会社 和幸

グループホーム 寿敬庵

019-0501 秋田県横手市十文字町腕越字山道端79-11

株式会社 和幸

グループホーム 江洋館

019-0501 秋田県横手市十文字町腕越字山道端79-12

有限会社てんぞ

グループホーム菜康苑

013-0102 秋田県横手市平鹿町醍醐字道中５７－３

有限会社てんぞ

菜康苑デイサービス南館

013-0102 秋田県横手市平鹿町醍醐字道中５７－３

有限会社てんぞ

菜康苑デイサービスセンター

013-0102 秋田県横手市平鹿町醍醐字道中５７－３

有限会社はる風

大森ケア、コミュニテ―はる風

013-0525 秋田県横手市大森町字菅生田２４５－２２６

有限会社 伊藤製作所

ほのぼのデイサービスセンター

013-0212 秋田県横手市雄物川町造山字十足馬場１１５－１

有限会社 聡メディカルサービス

デイサービスセンターきゅあ

013-0037 秋田県横手市前郷二番地１１－１５

特定非営利活動法人ファミーユ

グループホームゆっくりゆっくり

019-0507 秋田県横手市十文字町上鍋倉字勘六村雷９

合資会社 大森産業

ショートステイくつろぎの里おおもり

013-0501 秋田県横手市大森町板井田字タモノ木１４８－１

合同会社 ペリドット

ヘルパーステーション凛

013-0033

株式会社 健

機能訓練特化型デイサービス 健

013-0061 秋田県横手市横手町字四ノ口８４－１

秋田県横手市旭川１丁目６－２８
グランデール拾壱番館１０４号室

湯沢市
法
有限会社 桂

人

名

施設・事業所名
ショートステイ かつら

〒

住所

012-0105 秋田県湯沢市川連町字大舘屋布前124

医療法人 仁恵会

グループホーム 夕陽の丘 山田

012-0055 秋田県湯沢市山田字中屋敷14番地

医療法人 仁恵会

介護老人保健施設 昭平苑

012-0006 秋田県湯沢市柳田字中嶋２２７番地１

株式会社 横堀温泉 紫雲閣

ひまり

019-0204 秋田県湯沢市横堀字小正寺16番地の1

有限会社東北キャリアサービス

訪問介護センター あかつき

012-0822 秋田県湯沢市字下山谷228

社会福祉法人 いなかわ福祉会

【認証事業者】

特別養護老人ホーム 健寿苑

012-0104 秋田県湯沢市駒形町字八面寺下谷地75番地4

社会福祉法人 いなかわ福祉会

【認証事業者】

在宅複合型施設 ケアセンターいなかわ

012-0104 秋田県湯沢市駒形町字矢面狐塚58

社会福祉法人 雄勝なごみ会

デイサービスセンター いさみが岡

012-0055 秋田県湯沢市山田字勇ヶ岡50番地

秋田県厚生農業協同組合連合会

雄勝訪問看護ステーション

012-0055 秋田県湯沢市山田字勇ヶ岡25

伊藤建友株式会社

グループホーム湯沢 四季の里

012-0034 秋田県湯沢市西新町9-7

株式会社 アキタニット

グループホームしゃくやく

019-0205 秋田県湯沢市小野字諏訪23－6

こまち農業協同組合

ＪＡこまちデイサービス 夢こまちほのか

012-0015 秋田県湯沢市倉内字三ツ屋6番地1

こまち農業協同組合

JAこまち小規模多機能型居宅介護 夢こまちはたの 012-0015 秋田県湯沢市倉内字三ツ屋6番地1

こまち農業協同組合

JAこまち小規模多機能型居宅介護 夢こまちやまだ 012-0055 秋田県湯沢市山田字中屋敷126番地2

こまち農業協同組合

JAこまち介護予防デイサービス 夢こまちつどい

012-0055 秋田県湯沢市山田字中屋敷126番地2

社会福祉法人 湯沢市社会福祉協議会

デイサービスセンター コスモス

019-0402 秋田県湯沢市相川字碇108番地

特定非営利活動法人 ファミーユ

介護付有料老人ホーム さわやかサポート

012-0015 秋田県湯沢市倉内字川原田40－１

特定非営利活動法人 ファミーユ

デイサービス 希望の風

012-0851 秋田県湯沢市吹張一丁目１番４５号

社会福祉法人 みなせ福祉会

【認証事業者】

株式会社 e-ＭＯＴＩＯＮs

シャイントピアみなせサテライト型
特別養護老人ホーム ふれあいの里

012-0183 秋田県湯沢市皆瀬字下菅生32

デイサービスいきいき湯沢

013-0105 秋田県湯沢市字両神１50－３

羽後町
法

人

名

施設・事業所名

〒

住所

社会福祉法人 ひらか福祉会

ショートステイ かがり火

012-1100 秋田県雄勝郡羽後町字南西馬音内190

社会福祉法人 六縁会

特別養護老人ホームひまわり苑

012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野１９番地３９

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会

五輪坂デイサービスセンター

012-1103 秋田県雄勝郡羽後町林﨑字五林坂２１－１

羽後町

高瀬ケアセンター

012-1131 秋田県雄勝郡羽後町下仙道字風平９７－１

羽後町

特別養護老人ホーム松喬苑

012-1103 秋田県雄勝郡羽後町林崎字五林坂7

東成瀬村
法

人

名

施設・事業所名

〒

住所

社会福祉法人 雄勝なごみ会

東成瀬村デイサービスセンタ－ なるせ

019-0802 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字東村72番地

社会福祉法人 雄勝なごみ会

特別養護老人ホーム 幸寿苑

019-0801 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字二階野206

